
国名
（時差）

空港名／*国内線移動時間 中心地への移動時間
空港税

 ()内は12歳未満
通貨 電圧 ビザ有無／旅券残存期限 備考

スワンナプーム国際空港 (BKK) 車で約1時間

チェンマイ国際空港 (CNX) 車で15分

プーケット国際空港 (HKT) 車で45分

タンソンニャット空港 （SGN） 車で約30分
INTER：US$20 (US$10)
DOMES: VND60,000

ノイバイ国際空港 （HAN） 車で約50分
INTER：US$26.5 (US$14)

DOMES: VND60,000

ダナン国際空港(DAD) 車で約15分
INTER：US$16 (US$8)
DOMES: VND60,000

プノンペン国際空港（PNH） 車で約40～60分

シェムリアップ国際空港　(REP) 車で約30分

ワッタイ国際空港 (VTE) 車で約15分
INTER：US$10,

DOME：ﾁｹｯﾄ切り込み

ルアンパバーン国際空港 (LPQ) 車で約20分
INTER：US$10

DOME：ﾁｹｯﾄ切り込み

中正国際空港 (TPE)
*松山空港(TSA)

車で約1時間
車で約15分

高雄国際空港  (KHH) 車で約20分

クアラルンプール国際空港(KUL) 車で約1時間

ペナン国際空港（PEN） 車で約30分

コタキナバル国際空港(BKI） 車で約30分

ニノイ アキノ国際空港 (MNL) 車で約40分 INTER：P550 　DOME：切り込み

セブ マクタン国際空港 (CEB) 車で約30分 INTER：P750  DOME：P200

ングラ ライ国際空港（DPS） 車で約30分 Ｒp150,000

スカルノ ハッタ空港（JKT） 車で約１～1.5時間 Ｒp200,000

タシケント (TAS) 車で約20分

サマルカンド (SKD)

ブハラ (BHK) 車で約15分

車で約10分

＊ティンプーまで約3時間

NRT第１・第２：施設使用料(SW) \2,090 (\1,050) + 旅客保安サービス料 \520(小人同額) NGO：施設使用料(SW) \2,570 （\1,290）

HND：施設使用料(SW) \2,570 (\1,280) FUK：施設使用料(SW) \970 (\490)

KIX：施設使用料(SW) \3,040 (\1,520) CTS：施設使用料(SW) \1,030 (\520)

2015年5月現在の情報ですので、予告なく変更となる場合があります。
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作成：株式会社サイトラベルサービス

ニュルタム（ニュートラム）
US$1≒63Ngultrum
\100≒50Ngultrum

日本国内
（国際線）

INTER：US$25 (US$13)
 DOME：US$6

モンゴル
（-1)

トゥグルク
US$1＝約1,900TG

\100≒1,600TG

スム
US$1＝約2,500SUM

\100≒2,100SUM

車で約30～60分

必要
残存：出国時３ヶ月以上
（未使用2頁要）

ブータン
 (-3)

パロ国際空港　(PBH) US$20
230-240V

50HZ
必要
残存：入国許可証の申請時６ヶ月以上

入国許可証を入国時に提示すると空港で査
証が発給される
※入国許可証のみのお取扱いは致しておりません

ウズベキスタン
 (-4)

INTER： EURO15
ｾｷｭﾘﾃｨｰﾁｬｰｼ： EURO5

DOME： EURO2

ボヤント・オハー空港 (ULN) 車で約30分

カンボジア
 (-2)

ラオス
 (-2)

*両空港共に国内線移動不要

ミャンマー
(-2.5)

INTER：US$13　

チェップラックコック空港
(HKG)

S$34

ミンガラドン国際空港(RGN)

220V
50HZ

不要（30日以内の滞在）
残存：入国時６ヶ月以上
（未使用2頁要）

無査証の場合、往復予約済み航空券が必
要。入出国方法により査証要否が異なる。

220V
50HZ

ベトナムドン
US$1≒VND21,700
\100 = VND18,200

香港ドル
HK$1＝約15.5円

ニュー台湾ドル
NT$1＝約3.9円

フィリピンペソ
PHP1＝約2.7円

110/220Ｖ
60HZ

220Ｖ
50HZ

リエル
US$1＝約4000RIEL
\100≒3,300RIEL

シンガポールドル
S$1＝約90円

無査証の場合、現地で最長3ヶ月まで延長可
能（詳細は要確認）

無査証の場合、出国のための航空券・乗船券
が必要

無査証の場合、往復または第三国への出国
用予約済み航空券を所持し、指定航空・港か
ら入国する

無査証の場合、出国用航空券・乗船券が必
要。１５歳未満の単独入国は別条件あり

無査証の場合、出国用航空券が必要
（陸路出国の場合近隣諸国からの出国用航
空券）

観光査証はジャカルタ、デンパサール、ジョグ
ジャ、ビンタン島など主要海・空港で取得可能

無査証の場合、出国用航空券が必要（陸路出
国の場合、近隣諸国からの出国用航空券）

必要（30日以内滞在　査証料US$35）
残存：ビザ申請時6ヶ月以上

不要（15日以内滞在の観光・業務）
残存：入国時に6ヶ月以上
注）ベトナム出国から30日以内に再度
入国する場合は査証必要

必要
残存：入国時に6ヶ月以上

220～240V
50HZ

220～240V
50HZ

220Ｖ
50HZ

220Ｖ
50HZ

不要（但、30日以内の滞在）
残存：入国時6ヶ月＋滞在日数以上

220Ｖ
50HZ

不要（空路入国は30日以内の滞在）
残存：入国時6ヶ月以上

シンガポール
(-1)

110Ｖ
60HZ

不要（但、3０日以内の滞在）
残存：現地入国時６か月以上

不要（但、90日以内の滞在）
残存：１か月以内の滞在は入国１ヶ月
＋滞在日数以上

不要（但、90日以内の滞在）
残存：入国時3ヶ月以上

220Ｖ
50HZ

車で約40分

NT＄500

香港
 (-1)

HK$165

マレーシア
 (-1)

INTER：RM65  DOME：RM9
※方面により異なる

車で約50分

不要（但、90日以内の滞在）
残存：入国時6ヶ月以上

チャンギ国際空港　(SIN)

不要（15日以内滞在の観光・業務）
残存：入国時に6ヶ月以上
（未使用2頁要）

INTER：US$15
DOME：KYAT2,000 or 1,000

チャット
US$1＝1,080KYAT
\100≒900KYAT

220Ｖ
50HZ

キープ
US$1＝約8,000KIP

\100≒6,700KIP

必要
残存：入国時6ヶ月以上

ベトナム
 (-2)

タイ
(-2)

タイバーツ
BAHT1 ＝約3.6円

国際線 INTER：THB700
国内線 DOME：THB100

USM/BKK：300B
THS&TDX/BKK：200B

ルピア
Rp100＝約0.9円

240Ｖ
50HZ

マレーシアリンギット
RM1＝約33円

フィリピン
 (-1)

インドネシア
 (-1)

台湾
 (-1)


