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本誌中に掲載された情報は2019年12月時点のものです。変更などがある場合もありますのでご了承ください。禁無断転載複製

ケアンズ	 TEL:	1800-804-891
ゴールドコースト	TEL:	(07)	5592-4891
シドニー	 TEL:	1800-828-352
メルボルン	 TEL:	(03)	9670-7348
パース	 TEL:	(08)	6210-0921
※フリーダイヤル（1800）は、ホテル内からお掛けになると接続料が発生する場合があります。

■観光やショッピングのご案内
■オプショナル・ツアーのお申し込み
■ミールクーポン販売とご予約
■ドクター呼び出しサービス
■天気予報ご案内
■日程のご相談

あなたのホリデイを
100％サポートします!
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シドニー湾の絶景を一望
シティからフェリーですぐ

入場料には下記のショーや乗り物が含まれます
●バードショー 12:00、15:00
●アザラシショー 11:00、14:00
●スカイサファリケーブルカー 9:30～17:00
●ガイドマップ

こんなについてくる !

タロンガ
動物園

9:30～17:00（～16:30 ※5月～8月）毎日開園
Bradleys Head Road Mosman NSW
Ph:+61-2-9969-2777
www.taronga.org.au 

●美しいシドニー湾を見渡しながら、コアラ、カンガルー、ワラビー
などオーストラリアを代表する動物たちに会いに行きましょう。

●園内では20種類ものズーキーパーによるトークやショーが毎日開
催されています。

●入園時に「Animal Encounter」を一緒に購入・予約すればコア
ラと記念撮影や、キリンの餌付けができます。

07 4036 9333 
ksr.com.au/KSRJapan

      07 4038 5555 
skyrail.com.au/ja

© Tourism Australia

営業時間：09:00～17:30（土日祝休）
※営業時間は、予告なく変更となる場合があります。



2

Perth
パース

Darwin
ダーウィンチモール海

Timor Sea
チモール海
Timor Sea

カーペンタリア湾
Gulf of Carpentaria
カーペンタリア湾
Gulf of Carpentaria

南太平洋
South Pacific Ocean
南太平洋
South Pacific Ocean

南氷洋 
Southern Ocean
南氷洋 
Southern Ocean

グレートオーストラリア湾
Great Australia Bight
グレートオーストラリア湾
Great Australia Bight

インド洋
Indian Ocean
インド洋
Indian Ocean

パース－シドニー　3274km
　  4時間35分

Adelaide
アデレード

Cairns
ケアンズ

Brisbane
ブリスベン Gold Coast

ゴールドコースト

Sydney
シドニー

Canberra
キャンベラ

Hobart
ホバート

パヌルル国立公園

●ローンセストン　Launceston●ローンセストン　Launceston

●フィリップ島　Phillip Island●フィリップ島　Phillip Island

●ヤラバレー　Yarra Valley●ヤラバレー　Yarra Valley

●カンガルー島
　Kangaroo Island
●カンガルー島
　Kangaroo Island

●バロッサバレー　Barossa Valley●バロッサバレー　Barossa Valley

ハンターバレー　Hunter Valley
●
ハンターバレー　Hunter Valley
●

●バイロンベイ●バイロンベイ

ポートスティーブンス　Port Stephens
●
ポートスティーブンス　Port Stephens
●

●ロックハンプトン　Rockhampton●ロックハンプトン　Rockhampton

●ハミルトン島　Hamilton Island●ハミルトン島　Hamilton Island
●ヘイマン島　Hayman Island●ヘイマン島　Hayman Island

●パームコーブ　Palm Cove●パームコーブ　Palm Cove
●ポートダグラス　Port Douglas●ポートダグラス　Port Douglas

●ブルーム　Broome●ブルーム　Broome

●モンキーマイア　Monkey Mia●モンキーマイア　Monkey Mia

●ピナクルズ　Pinnacles●ピナクルズ　Pinnacles

●マーガレットリバー　Margaret River●マーガレットリバー　Margaret River

フリーマントル　Fremantle●フリーマントル　Fremantle●
ロットネスト島　Rottnest Island●ロットネスト島　Rottnest Island●

Uluru（Ayers Rock）
ウルル（エアーズロック）

●アリススプリングス　Alice Springs●アリススプリングス　Alice Springs
●キングスキャニオン　Kings Canyon●キングスキャニオン　Kings Canyon

グレートオーシャンロード●
Great Ocean Road　

グレートオーシャンロード●
Great Ocean Road　

ニンガルーコースト

クイーンズランド州湿潤熱帯地域

グレートバリアリーフ

フレーザー島

ロード・ハウ諸島

ウィランドラ湖水地方

ロイヤル・エキシビションビルとカールトン庭園

哺乳類化石地域
（ナラコーテ）

ゴンドワナ多雨林群

ブルーマウンテンズ地域

ポート・アーサー史跡
ロングフォード／ビリッケンドンとウールマーズ・エステート
カスケーズ女子工場
炭鉱史跡 ▼マッコーリー島

タスマニア原生国立公園

哺乳類化石地域（リバースレー）

シャーク湾

▼ハード島とマクドナルド諸島

旧フリーマントル刑務所　

ウルル・カタジュタ国立公園

カカドゥ国立公園

オペラハウス
ハイドパークバラックス
コカトゥー島
オールドグレートノース道
旧総督官邸とドメイン

エアーズロック－ケアンズ　1786km
　  2時間45分

ケアンズ－シドニー　1970km
3時間　 

ケアンズーゴールドコースト　1483km
2時間15分　 

ゴールドコースト－シドニー　678km
 　1時間25分 　

エアーズロック－シドニー　2174km
　  3時間35分

メルボルン－シドニー　705km
　  1時間30分

Melbourne
メルボルン

オーストラリア VS 日本

  人口　2520万人 6倍▶   人口　1億2614万人

  面積　769万2030m2 ◀20倍   面積　37万7914m2

M夏時間（デイライトセービング）M
オーストラリアは3つの標準時間帯に分かれ、夏期には州によっ
て夏時間（デイライトセービング）が設定されています。
●ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、
　南オーストラリア州、タスマニア州、キャンベラ
　10月第1日曜日〜翌年4月第1日曜日
●クイーンズランド州、ノーザンテリトリー、西オーストラリア州
　設定なし

日本との時差
ー通年　−1

WESTERN AUSTRALIA
西オーストラリア州

平均気温（℃）上段：最高気温/下段：最低気温

オーストラリアの祝祭日
2020

4月

10日 Good Friday グッドフライデー（全国）
12日 Easter Sunday イースターサンデー（ACT, NSW, QLD, VIC）
13日 Easter Monday イースターマンデー（全国）
25日 Anzac Day アンザック・デー（全国）
27日 Anzac Day Holiday アンザック・デー振替休日（WAのみ）

5月
04日

May Day メイ・デー（NT）
Labour Day 勤労感謝の日（QLD） 

08日 AGFEST アグフェスト（TAS） 

6月
01日

Reconciliation Day 調停記念日（ACT） 
Western Australia Day 州立記念日（WA）

08日 Queen's Birthday 英国女王陛下誕生日（QLD, WA 除く）

7月
17日 Cairns Show Day ケアンズショー・デー（ケアンズ地区のみ）

24日 Darwin Show Day
ダーウィンショー・デー（ダーウィン地区のみ）

8月

03日 Picnic Day ピクニック・デー（NT）

12日 Royal Queensland Show
ロイヤル・クイーンズランドショー（ブリスベン地区のみ）

28日 Gold Coast Show Day
ゴールドコーストショー・デー（ゴールドコースト地区のみ）

9月

25日 Friday before the AFL Grand Final
オーストラリアンフットボール決勝戦前日（VIC）

28日
Queen's Birthday 英国女王陛下誕生日（WA）
Family & Community Day
ファミリー & コミュニティー・デー（ACT）

10月
05日

Labour Day 勤労感謝の日（ACT, NSW, SA）
Queen's Birthday 英国女王陛下誕生日（QLD）

22日 Royal Hobart Show
ロイヤルホバート・ショー（ホバート地区のみ）

11月
02日 Recreation Day

レクリエーション・デー（ホバート地区を除くTAS）
03日 Melbourne Cup メルボルンカップ（メルボルン地区のみ）

12月

24日 Christmas Eve from 7pm-12mid クリスマス・イブ（SA）
25日 Christmas Day クリスマス・デー（全国）
26日 Boxing Day ボクシング・デー（全国）
28日 Boxing Day Holiday ボクシング・デー振替休日（全国）
31日 New Year's Eve from 7pm-12mid ニューイヤーズ・イブ（SA）

2021

1月
01日 New Year's Day ニューイヤーズ・デー（全国）
26日 Australia Day オーストラリア・デー（全国）

2月 08日 Royal Hobart Regatta
ロイヤルホバート・レガッタ（ホバート地区のみ）

3月

01日 Labour Day 勤労感謝の日（WA）

08日

Labour Day 勤労感謝の日（VIC）
Canberra Day キャンベラ・デー（ACT）
Eight Hours Day エイトアワーズ・デー（TAS）
Adelaide Cup Day アデレードカップ（アデレード地区のみ）

※法律の改定などにより祝日が変更となる場合がございます
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AUSTRALIA
世界遺産

ACT
首都特別地域

VICTORIA
ビクトリア州

TASMANIA
タスマニア州

NEW SOUTH WALES
ニュー・サウス・ウェールズ州

日本との時差
ー夏時間以外	＋0.5
ー夏時間中	 ＋1.5

日本との時差
ー夏時間以外	＋1
ー夏時間中	 ＋2

日本との時差
ー夏時間以外	＋1
ー夏時間中	 ＋2

日本との時差
ー夏時間以外	＋1
ー夏時間中	 ＋2

日本との時差
ー通年　＋0.5

日本との時差
ー通年　＋1

SOUTH AUSTRALIA
南オーストラリア州

QUEENSLAND
クイーンズランド州

NORTHERN TERRITORY
ノーザンテリトリー

都市間距離･所要時間は空路。
※主要航空会社使用の場合の一例
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Optional TourOptional Tourオプショナルツアー

集合時間・場所
■ツアーにより異なりますので、お申し込みの際に必ずご
確認の上、集合時間5分前には各ホテル・ロビーまたは
指定の場所にてお待ちください。

■お客様のご都合により集合時間に遅れた場合ツアーに
ご参加いただけないことがございますので、充分にお気
をつけください。

お申し込み・お支払い方法
■オーストラリアご到着後、各都市の現地係員までお申し込みく
ださい。人気ツアーはお早めの申し込みをおすすめします。

■お支払いはオーストラリアドルの現金、主要クレジット
カードをご利用いただけます。

取消料
■お客様のご都合によるキャンセルの場合は以下の取消
料を申し受けます。
　～4日前まで無料／3日前まで50%／2日前以降100%
■予約取消の受付は、各都市営業時間内に限らせていた
だきます。

■ツアーによっては取消料の規定が異なる場合がありま
す。お申し込み時にご確認ください。

子供料金
■ツアーにより適用年齢が異なりますので、各ツアーの料金
欄をご覧ください。子供料金設定がない場合もございます。

■無料の幼児やお子様は、食事やバスの席などが含まれ
ません。

ご参加について
■妊娠中、高血圧などの疾患、特定の病歴をお持ちの方、も
しくは一定年齢･身長に達していない方はご参加いただけ
ないツアーがございます。また、別料金でのアクティビテ
ィもそれぞれ参加規定がありますのでご確認ください。

■ツアー主催会社は安全管理に万全を期していますが、ツ
アー内容により危険が伴う場合があるため、お客様より
参加同意書をいただくことがあります。

■未成年の方のみのご参加はお断りする場合があります。
■ツアー行程にワインの試飲など飲酒が含まれる場合
は、成人に限ります。

催行について
■催行日が明記されていないツアーは毎日催行となります。
■ツアー内容、料金、時間、施設などは現地事情や天候等
により、予告なしに変更される場合があります。特にイー
スター期間中、クリスマス、年末年始は必ず現地係員に
ご確認ください。

■現地事情（天候、潮流など）、最少催行人数に満たない場
合など（記載の最少催行人数は大人の人数）、ツアー不催
行となる場合がありますのでご了承ください。なお、多く
のツアーは雨天決行ですので現地にてご確認ください。

■掲載写真はイメージです。野生動物、星空などは天候等
によりご覧いただけない場合があります。

広大な大陸で大自然と戯れる !
広大なオーストラリアは不思議な魅力で溢れてい
ます。大自然の中で遊び、動物と触れ合い、ロマ
ンティックな時間を味わう。そんなオーストラリア
の思い出を200％に演出してくれるオプショナル
ツアーを沢山ご用意しております。

■免責事項
ツアー契約成立後、お客様がコースの変更及び当該コース中に含まれ
るサービスを放棄された場合は、払い戻しいたしません。
ツアー中にお客様あるいは第三者の故意、過失によりお客様が損害を
被った場合、または当社にやむを得ない理由により発生した事故、なら
びにお客様の荷物の損害、損失、盗難について当社は一切の責任を負
いかねます。
■賠償責任保険
当社のご案内する全各種ツアー主催者は賠償責任保険に加入してい
ますが、これが適用されるのは裁判でツアー催行者の過失が法的に認
められた場合のみで、ご本人または第三者(ご本人以外のお客様、通行
人、通行車両、動物、自然現象などを含む)の過失によって起きた事故
に関しては適用されません。過失の認定はオーストラリア国内の法律
に基づき、裁判によって判定されます。裁判が長引くこともありますの
で、お客様ご自身で海外旅行傷害保険(任意保険)に加入されることを
お勧めします。

ダイビングおよびシーウォーカーにご参加予定のお客様へ
ツアー参加前にメディカルチェックがご
ざいます。下記に該当する方はご参加い
ただけませんのでご注意ください。
＜下記の病歴・手術歴のある方＞
高血圧、糖尿病、喘息、気管支炎、胸部疾
患、結核などの肺病、放射線治療、脳・脊
髄・神経の障害、慢性の副鼻腔炎、飛行
機での耳の気圧障害、心臓病、胸部の手
術、意識喪失・発作、てんかん、気胸など
＜その他＞
*過去８時間以内にアルコールを摂取し
ている方

*12時間以内に遊覧飛行や熱気球へ搭乗
（高所への移動）予定の方。
*24時間以内に航空会社の飛行機へ搭乗
予定の方。
*妊娠中の方
*処方薬・市販薬を服用されている方（酔
い止め、避妊薬は除く）はご参加いただ
けない場合がございます
*１か月以内に手術を受けた方はご参加い
ただけない場合がございます
※詳細は現地にて参加時にご確認くだ
さい
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                     ご購入・ご利用方法
■ミールクーポンは現地係員よりご購入いただけます。
■ご利用の際はあらかじめご予約が必要です。
■レストラン入り口でミールクーポンを店員にお渡しください。
おすすめの服装
■カジュアル
男性・女性：軽装（Tシャツ、
ジーンズ、スニーカー可）
■スマートカジュアル
男性：襟付きシャツ、長ズ
ボン、靴・スニーカーなど
（サンダル不可）
女性：ワンピースなどきちん
とした格好
■スマート
男性：スマートカジュアルに
ジャケット、またはネクタイ
女性：スマートカジュアル同
様、ワンピースなどきちんとし
た格好

注意事項
■レストランへの送迎は含まれておりません。
■クーポン代金にはメニューに記載のない飲み物、追加注
文された料理代金などは含まれておりませんので、それ
らの代金は直接レストランにお支払いください。

■営業日、営業時間、メニューなどが年末年始、オースト
ラリアの祝祭日、その他の事情により予告なく変更とな
る場合があります。また、イースター期間中、クリスマ
ス、年末年始などの祝祭日は、ミールクーポンをご利用
いただけないレストランや追加料金がかかる場合もご
ざいますのでご了承ください。

■未使用クーポンの払い戻しや紛失分の再発行はできま
せんのでご了承ください。

■ミールクーポン適用外のおすすめレストランでは、席予
約のみ、有料にて手配を承ります。

■写真はイメージです。実際のメニューと異なる場合がご
ざいますのでご了承ください。

■メニューは予告なく変更となる場合がございます。

世界の味を
手軽に楽しもう!
世界各国からの移民で成り立つ
多民族国家のオーストラリア。そ
んなバラエティ豊かな世界中の本
場の味を、気軽に味わっていただ
くためのお手伝いをいたします。
ミールクーポンのご利用で面倒な
メニュー選びやチップの心配をせ
ず、お食事を存分にお楽しみくだ
さい!

Meal Coupon のマークがあるレストランは、クーポンを現
地ガイドよりご購入いただけます。各メニューの利用可能時
間帯は、ランチ ディナー のマークでご確認ください。

■スタンダード .................................................＄50
■デラックス ....................................................＄75
■グルメ ....................................................... ＄100
※一部レストランによりメニュー欄に料金が掲載されている
場合は、上記料金とは異なりますので、お申し込み時にご
確認ください。

Meal Couponおすすめレストラン・ミールクーポン

おしゃれでカジュアルなウォーターフロントのレストラン。贅沢にプラ
ッターで、または地中海式炭火焼で新鮮な素材をご堪能ください。

■スタンダード 
ガーリックブレッド、主菜一品（シーフードの盛合せ／アンガスステーキ／
牛ジャイアントリブステーキ）、サラダ
■デラックス（2名様より） 
ウェルカムドリンク、ガーリックブレッド、お肉とシーフードの盛合せ（
サーロインステーキなどお肉3種、本日のお魚のフライなどシーフード4
種）、サラダ、フライドポテト
■グルメ（2名様より） 
ディナーロール、シーフード盛合せ（ロブスター、車エビ、カニ、生ガキな
ど9種）、サラダ、フライドポテト
※すべてのメニューに本日のデザート、コーヒーまたは紅茶がつきます。

■The	Promenade,	King	Street	Wharf,	Sydney	■1300	989	989	
■年中無休	■ランチ12:00～15:00（毎日）／18:00～22:00（日～木）、
～23:00（金、土）

カジュアル MAP-P42/B-4	❷

ニックス・バー＆グリル
Nick's	Bar	&	Grill

おすすめの服装

      

ミールクーポン料金（税込）

Meal Coupon
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オーストラリアでは国際線･国内線飛行機内、空港のターミナル
は全面禁煙で、ほとんどのレストランやホテル、公共施設での喫
煙は所定の場所でのみに厳しく制限されています。タバコのポイ
捨ても罰金対象になります。法律は州で異なります。

喫煙

基本的にチップの習慣はありませんが、感謝の気持ちを表すため
に、良いサービスを受けた時はホテルのポーターには$1程度、ホ
テルやレストランでは料金の10%程度のチップを払います。クレ
ジットカード払いでチップを渡したい時はチップと請求額の合計
を書き込んでサインします。

チップ

日本よりも水圧が高いので、浴槽がすぐにいっぱいになります。溢
れさせないようご注意ください。シャワーの際は、必ずカーテンを
浴槽の内側に入れてひいてからご利用ください。

風呂 (ホテルの浴槽）

レストラン以外の店は通常午後5時～6時頃に閉まり、大型ショッピ
ングセンターや都市部などを除いて土日休業となる店も多くあり
ます。ただし週に一度の「レイトナイト・ショッピング」の日は遅くまで
（21時頃）営業しています。（閉店時間は店により異なります。）
各都市のレイトナイト･ショッピング日
■木曜日：シドニー、ゴールドコースト、ケアンズ、メルボルン
■金曜日：パース市内、メルボルン、ブリスベン、タスマニア

ショッピング

水道水は飲むことができます。ホテルなどでは、1度沸騰させる
かミネラルウォーターなどをおすすめします。ミネラルウオータ
ーには炭酸なし（スティル）と炭酸入り（スパークリング）があり
ます。環境・水資源保護のため、ホテルではリネンやタオルの交
換を毎日行わないところもあります。交換をご希望の場合は、リ
クエストが可能です。

水事情

旅行中は次のことを心がけてください。
1）	多額の現金や貴重品、パスポートは持ち歩かず、できるだけホテ
ルのセーフティ・ボックスに預ける。免税ショッピング等でパスポ
ートや航空券が必要な場合には、コピーで対応できます。

2）	夜の一人歩きや裏道、危険区域への出入りは避ける。
3）	荷物から目を離さないようにし、放置しない。
4）	人ごみではスリやひったくりに注意する。

旅行中の注意

日本の海に比べて波がかなり強いため、遊泳、シュノーケル、ダイビ
ングは指定遊泳区域内、または係員の指示に従ってください。ケアン
ズ周辺では11～5月頃まで毒クラゲが発生するので、指定遊泳区域
以外では泳がないようご注意ください。

遊泳

旗の間でOK 水に入らない 注意して泳ぐ 安全

オーストラリアは3つの標準時間帯に分かれます。
詳しくはP2、3の地図でご確認ください。

時差

空港内、主要ホテル、市内の銀行や両替所で両替が可能です。現地
では、一部地域を除きレートの良い両替所（日本円現金のみ）をご
案内しています。詳しくは現地係員にお尋ねください。

両替

公衆電話のかけ方は日本と同じです。使えるコインは10¢、20¢、
50¢、$1。お釣りは戻りません。
緊急連絡先は000です。
警察、消防、救急の全てをこの番号がカバーしています。

■ 一般の公衆電話からかける場合
＜市内電話＞50¢(または60¢)、時間制限なし。
＜携帯電話、他州への電話、国際電話＞
通話時間に応じて加算されます。	

■ 国際電話をかける場合（固定電話、ホテル、公衆電話から）

　0011+日本の国番号81+0を除いた電話番号
　（例）日本の番号が03-1234-5678の場合･･･
　 0011-81-3-1234-5678

＊ホテルの部屋から電話（国際電話含む）をする場合、最初にホ
テル毎に定められた外線番号をダイヤルします。ホテルからサ
ービス料が加算されることもあります。

電話

Travel TipTravel Tip旅のマニュアル
快適にオーストラリアの旅を楽しむための「旅の基礎知識」※2019年12月現在の情報です。予告なく変更となる場合があります。

タクシー

主要ホテル前やタクシー乗り場から乗るのが確実です。流しはシドニ
ー以外では見つけにくいのでご注意ください。また、ドアは手動式な
のでご自身で開閉してください。電話でタクシーを呼んだ時、有料道
路を通る際は別料金が加算され、夜間（10pm～6am）は特別料金
となります。

電圧は240V。コンセントの差込み口はす
べて三つ又。差し込み口の近くにあるスイ
ッチを入れてお使いください。ホテルによ
っては110V用のアダプターやトランスフォ
ーマー（変圧器）を用意しているので、フロントでお尋ねください。

電圧

オーストラリアの通貨は豪
ドル、小さい単位はセント。
（$1=100¢）
[紙幣]	 $5／$10／
	 $20／$50／$100
[コイン]		5¢／10¢／20¢／
	 50¢／$1／$2

通貨

$5

$10

$20	

$50

$100

5¢

10¢

20¢

50¢

$1

$2
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特有の生態系と畜産農業保護のためにオーストラリアは
外部からの病原菌等に大変気を遣っています。そのため
検疫も他国に比べて厳しくなっています。持込んではい
けない食品類も多く、申告漏れは罰金が課せられますの
でご注意ください。

■オーストラリアに持ち込めないもの
全動・植・淡・海水生物類、昆虫類、種子、穀物、土壌、
培養物、有機性生物、チーズを含む酪農製品、卵製品及
び缶詰以外の肉製品、生鮮果物及び野菜。

■入国時に申告しなければいけないもの
食品、動・植物(木材含)の一部を材料とした製品、土など
が付着した靴等、オーストラリアの人々の健康や環境に影
響を及ぼし得るもの。漢方薬、ステロイド系薬品等。

■入国時の免税範囲
酒類2250ml*、タバコ製品25g相当(紙巻タバコ25
本)*、A$900（17歳以下はA$450）相当までの品物
または贈答品、A$10,000までの現金もしくは外貨相
当額（これを上回る場合は申告が必要）。
*18歳以上に限り適用されます。

税関・検疫 ■ http://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/quarantine_jp.html#apply

入国カードの記入内容 ■入国手続きに必要です。機内で配られますので英語で記入してください。

オーストラリア入国の手順

 入国審査 (Immigration)

 パスポートと入国カード（あらかじめ記入）を提示。渡豪目的をきかれたら旅行者は“Holiday”と答えればOK。

 荷物受け取り (Baggage Claim)

 ターンテーブルで荷物を受け取る。

 税関(Custom) 及び 検疫(Quarantine)

 入国カードを提出し、税関係員の指示するゲートへお進みください。
 *申告漏れは押収、罰金の対象となりますのでご注意ください。

 到着ロビー (Arrival Lobby)

 送迎付きのツアーでは、現地係員がツアーのサインボードを持ってお待ちしております。

表面
①姓（パスポートと同じローマ字表記）
②名（〃）
③	パスポート番号
④	搭乗航空便名
⑤	オーストラリア滞在予定住所（ホテル名等）
＊	州記号は次ページ「出国カード記入内容」でご
確認ください。

⑥	一年以上の長期滞在予定ですか？
⑦	オーストラリア市民以外の方：
	 結核にかかっていますか？
	 犯罪歴がありますか？
⑧	質問にYES、NOで答えてください。わから
ない場合はYESに×。

	 オーストラリア国内に以下のものを持ち込も
うとしていますか？

	 1.	禁止または規制されているもの。医薬品、ス
テロイド、不法わいせつ物、鉄砲、武器、不法
な薬物

	 2.	2250ｍｌを超えるアルコール類、または25
本または25ｇを超えるタバコ製品

	 3.	合計AUD$900を上回る海外で購入した
品物（贈答品を含む）

	 4.	業務、営業目的の物品／サンプル
	 5.	豪ドルまたは外貨で合計AUD$10,000相

当以上
	 6.	食肉、家檎類、魚、海産植物、卵類、乳製品、

果物、野菜類

	 7.	穀類、種子、球根、わら、ナッツ、植物、伝統的
医薬品、薬用・食用香料用草本植物、木製品

	 8.	器具、ペットフード、卵、生物製品・標本、鳥、
魚、昆虫、貝殻、蜂製品、動物の体や毛の一
部、動物製品

	 9.	土または土の付着した物品（靴等）、淡水域
で使用した物品

	10.	過去30日以内に家畜と接したり、農場、荒野
地域、淡水の川／湖に行きましたか。

	11.	過去6日以内にアフリカ、中南米またはカリ
ブ海地域に行きましたか？

⑨署名（パスポートと同じもの）
⑩署名をした年月日（日／月／西暦）

裏面
⑪搭乗国
⑫職業
−会社員：Employee
−公務員：Public	Official	　
−自営業：Self	Employed　
−主婦：House	Wife　
−学生：Student
⑬国籍
⑭生年月日（日／月／西暦）
⑮滞在目的ー旅行者はBに×
⑯滞在日数
⑰居住国
⑱渡豪の主な目的（1つのみ）

K I N T E T S U

JAPAN

EMPLOYEE

JAPANESE

JAPAN

①

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯
⑰
⑱

②

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ ⑩

HANAKO

J L 7 7 1

R Y D G E S  E S P L A N A D E
C A I R N S Q L D

X

X

X

X

1 0

X

0 1  0 4  2 0 2 0

3 1  0 3  1 9 7 5

M L 2 3 4 5 6 7 8

表 裏

ImmigrationImmigration入国手続き
パスポート、入国カードが必要です。

1

2

3

4
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ご利用の条件

オーストラリア入国

オーストラリア出国

●自動化ゲート利用可能対象国であること（日本パスポートは対象）
●IC旅券（ICチップが埋め込まれたパスポート）保持者であること
●16歳以上であること

※磁気カードは、検疫検査および税関にて機内で記入した入国カードと一緒に提出するので紛失せずにお持ちください。
※自動化入国システムで手続きを行った場合はパスポートに入国スタンプは押印されません。

SmartGateSmartGate自動化ゲート（スマートゲート）SmartGate
オーストラリアの主要国際空港で「自動化ゲート」の導入が進んでいます。

入国審査へ進む際に、「e	Passport	holders」または「e	Passport	Self-service」と書かれた案内の方へ進みます。1

出国審査エリアの自動化ゲート（SmartGate）へ進みます。1

自動化ゲート専用機（Kiosk）で、パスポートの顔写真のページを下に向けて挿入します。2

ゲートのスキャナーへパスポートの顔写真のページを開き挿入します。2

タッチ式スクリーン上へ日本語で表示される質問（病歴、犯罪歴等）に回答し、終了します。3

スキャンが終了したらパスポートを受け取り、顔認識用カメラの前へお進みください。3

発行された磁気カードと、パスポートを持って自動化ゲート（SmartGate）に進みます。4

前方を見て、カメラが作動し顔認識が終了するのを待ちます。4

係員の指示に従い自動化ゲート（SmartGate）の列に並びます。5

無事に認識されると、ゲートが開きます。5

順番がきたらゲートの前の足マークに合わせて立ち、磁気カードを右手の挿入口に入れます。前方を見るように指示さ
れるので、まっすぐ前を向いてください。その際目線を動かさないように注意してください。6

顔認識のためにカメラが作動し、パチッとフラッシュがたかれます。7

パスポート写真と同一人物だと判断されれば挿入した磁気カードが返却されますので、抜き取るとゲートが開き、入国
審査終了となります。8

IC旅券のマーク 自動化ゲート専用機（Kiosk） 自動化ゲート（SmartGate）
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オーストラリアでは10％のGST（物品・サービス税。日本の消費税に相当）が生鮮食品などの一部例外を除きほぼすべての商品に課
せられています。TRSは海外旅行者が一定の条件を満たせばGSTの払戻しが受けられる制度です。免税店などで購入時にショッピン
グバッグが封印され、出国時まで開けられないようになっている場合には既に免税になっていますので払戻しは適用になりません。

GST払い戻し可能な条件
■同一店舗での合計購入額がA$300以上で、タックスインボイス
（領収書）一枚にまとまっていること。

■オーストラリア出国日から数えて60日前までに購入。
■商品を出国までに消費していないこと。

GST払い戻し手続き
■空港で出国審査通過後にあるTRS窓口で出発30分前までに
行う。

■タックスインボイス、購入商品、パスポート、搭乗券を係員に見せ、小
切手またはクレジットカード口座への払戻し希望を伝える。

GST（消費税）とTRS（税金払戻し）制度 ■http://www.border.gov.au/Trav/Ente/Tour/Are-you-a-traveller

酒類3本（1本760ml程度）、タバコ400本（葉巻タバコは100本、その他のタバコは500g）まで、香水56cc、その他の品物で、合
計20万円以上には、20万円以内におさまる品物が免税になり、残りの品物に課税されます。1つで20万円以上の品物は全額が課税
されます。1つの品物のその合計が1万円以下の場合は免税となります。未成年者にはタバコと酒類の免税はありません。免税購入品
は封印梱包された状態で出国時の申請が必要です。申告漏れは罰金対象となりますのでご注意ください。

日本帰国時の免税範囲 ■http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm

動物、鳥類、魚類、爬虫類、昆虫類とそれらの卵、植物、種子、珊瑚、及び以上のものを材料とした製品、オーストラリア遺産として指定された芸
術作品、考古学的物体、鉱物、標本など。(ワシントン条約で禁じられているもの及び渡航先で持ち込みが禁じられているもの。）

オーストラリアから持ち出せない物品例

ImmigrationImmigration出国手続き
パスポートが必要です。

オーストラリア出国の手順

* 液体、エアゾール、ジェル、粉末類（パウダー）、免税品の税関での規定詳細は、免税店もしくは現地係員に最新情報をご確認くだ
さい。

 2019年12月現在、液体物は100ml以下の容器に入れ、ジッパー付きの透明プラスチック袋（縦横合計40cm以内）に入れるこ
とが条件です。粉末類の持込は350gまでです。

** 機内預け荷物の重量制限は、航空会社によって異なりますので事前にご確認ください。

 チェックイン (Check In)

 航空会社のカウンターへ。液体の免税品*は水色または白色の伝票を外して機内預け荷物（スーツケースなど）**に
 入れ、チェックイン。 (水色または白色の伝票、その他の免税品は手荷物でお持ちください)

 出国審査 (Immigration)

 パスポート、搭乗券を提示。

 免税品チェック (Duty Free Inspection)

 免税品の袋に添付された水色または白色の伝票を係員に回収してもらう。液体免税品*は伝票のみここで回収。

 手荷物検査 (Security Check)

 機内持込手荷物の検査とボディチェック。
 (規定量以上の液体・エアゾール・ジェルや、粉末類（パウダー）、ハサミ・爪切りなどの刃物は没収されます。ご注意ください。)

 GST払い戻し (TRS)

 GST払い戻しのある方はTRSカウンターで商品とレシートを提示し申告。

 搭乗 (Boarding)
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