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まずはじめに –  
海外にいらっしゃるとき
オーストラリアの国際空港もしくは港から、今年中
に出国する 2900 万人の旅行者のお一人ですか？

その場合、このガイドをお読みになり、旅行の準備
をされ、国際空港または港の Customs and Border 
Protection を通る際、何が求められるのかお分かり
になります。Customs and Border Protectionの担当
者は、違法・有害な品物、そして許可を受けていな
い人がオーストラリアの国境内に入らないために重
要な役割を果たしています。

役割：

•	 オーストラリアに入出国する際、パスポートを確
認する

•	 入出国する旅行者のドキュメントを確認する

•	 到着した旅行者に質問し、荷物の中を調べ、禁止
あるいは制限されている品物があるかどうか確認
する 

•	 航空機内に禁止あるいは制限されている品物があ
るかどうか調べる 

•	 禁止あるいは制限されている品物を差し押さえる 

•	 滑走路や荷物取り扱い所を警備し、犯罪活動を見
つけ、阻止する 

•	 ラブラドール探知犬により、荷物の中に麻薬やそ
の他の禁止・制約を受けている品物があるかどう
か調べる 

•	 輸入品にかかる税金を回収する。 

Customs and Border Protectionは有線テレビや監視
など、さまざまな技術や方法を利用して、空港や港
の乗客へのご迷惑を最小限にとどめ、不法活動を発
見します。 

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry 
(DAFF Biosecurity)も空港や港で作業を行ってい 
ます。 オーストラリアに到着された際、 
DAFF Biosecurityもパスする必要があります。 
DAFF Biosecurityの担当者は空港や港において、オー
ストラリアの農業と環境を危険にさらすようなバイ
オセキュリティー上の問題となるような品物を携帯
したいないことを確認します。 
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出発前 

1. 旅行に行かれる前に、必ず  
www.smartraveller.gov.au をご覧ください。 
海外旅行を容易にするためのヒントがあり
ます。 

2. このガイドをお読みになり、禁止または制限
されている品物を携帯しないようにします。 

3. ご自分でお使いになる薬を携帯する場合、この
ガイドの 12 ページを参照してください。 

4. 医師と確認し、オーストラリアに入国する前
に、黄熱病(Yellow Fever)ワクチンの証書が必
要かどうか調べてください。 

5. オーストラリアにおいて個人として持ち込め
る免税品枠、そして行き先での免税品枠を理
解します。 詳細については、15 ページを参
照してください。 

6. 機内持ち込み手荷物およびチェックインされ
る荷物は鍵を掛けてください。 

http://www.smartraveller.gov.au
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オーストラリアを出国する 
オーストラリアを出国する際は、パスポート、 
記入済みの出国カード、そして搭乗券をCustoms 
and Border Protectionの担当者に見せる必要がありま
す。 空港では保安検査も行う必要があります。 

航空安全 
オーストラリアに入出国する際、機内持ち込み荷物
として制約を受けている品物があります。 制約を
受けているものには、爆発物、鋭利な物体および道
具、いくつかのスポーツ用品および液体、エアロゾ
ルやジェル (LAG) 製品などがあります。 武器、 
LAG またはその他の禁止されている品目の詳細につ
いては、次のサイトをご覧ください： 
www.travelsecure.infrastructure.gov.au. 

ヒント 
チェックインするために充分に時間をとり、 
空港には早めに行きます。必要な用紙に記入
し、Customs and Border Protectionと保安検査を
通り、Tourist Refund Scheme (TRS) への申請書
を処理します。 

コンピュータやカメラなど、高価な個人用の品
物をお持ちになり： 

1. その品物をオーストラリアに持ち帰る

2. TRS の払戻しを申請しない 

3. 免税品でない場合、乗客荷物用紙の輸出品と
して登録することができます。 

品物は出発地点にあるCustoms and Border 
Protectionの担当者から検査を受ける必要があり
ます。

用紙 (B263) は当機関のウェブサイト  
www.customs.gov.au/site/page4288.asp また
はいずれかのCustoms and Border Protection事
務所から入手できます。 いったん登録される
と、帰国される際にこれらの品物をCustoms 
and Border Protectionに申告する必要がありま
せん。 記入された用紙はお手元におき、オース
トラリアに帰国された際、Customs and Border 
Protectionにお見せください。 

http://www.travelsecure.infrastructure.gov.au
http://www.customs.gov.au/site/page4288.asp
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船での出国 
海からオーストラリアを出国される場合、乗船する
前に、港で検査を受けます。 パスポートと出国カー
ドをCustoms and Border Protectionに見せ、船が指
定した場所と時間で出国許可をもらいます。 

ヨットまたは娯楽船での 
出国 
ヨットまたは娯楽船でオーストラリアを出国す
る際は、特別な税関要件があります。詳細は 
www.customs.gov.au/site/page4260.asp  
をご覧ください。

出国カードは法定書類です。 出国カードを適切
に記入しない、あるいは虚偽の申し立てをした
場合は、罰則があります。 

分からないときは、必ず申告してください 

http://www.customs.gov.au/site/page4260.asp
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オーストラリア入国 
オーストラリアに到着したすべての乗客は、入国 
カードを記入する必要があります。

オーストラリアまたはニュージーランドのePassport 
をお持ちで、16 歳以上の場合、オーストラリアの
空港に到着された際、SmartGate をご利用になれま
す。 SmartGate は ePassport データと顔認識技術を
利用して、自分で入国審査を受けることがで 
きます。

その他の旅行者は、荷物を引き取る前に、パスポー
トと記入済みの入国カードをCustoms and Border 
Protectionの担当者に見せる必要があります。 

次に、旅行者は全員Customs and Border Protection
および DAFF Biosecurityチェックポイントに進
み、Customs and Border Protectionまたは DAFF 
Biosecurity担当者の指示に従う必要があります。

あなたの荷物は X 線装置またはCustoms and Border 
Protectionまたは DAFF Biosecurity担当者の検査を受
け、動物や植物など、禁止、制限を受けているある
いは関税がかかる品物や危険性のある品物を見つけ
ます。 担当者から質問され、荷物の中を調べられる
ことがあります。 

荷物コンベアがあるところで、Customs and Border 
Protectionまたは DAFF Biosecurity担当者が探知犬で
麻薬およびその他の禁止あるいは制限を受けている
品物を検査していることがあります。 
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申告していない、禁止または制限を受けている品物
を持参していることが発覚すると、罰金を受ける、
または起訴されることがあります。

オーストラリアに到着された際の詳細について
は、www.customs.gov.au/site/page4351.asp  
をご覧ください。 

ヒント 
機内で入国カードを記入されると、着陸した時
に時間を節約することができます。 

いつでもCustoms and Border Protection担当者に
パスポートと記入済みの入国カードを渡せるよ
うにします。 

乱用される可能性のある薬、ステロイドおよび
依存性の高い処方箋による薬、このガイドの制
限を受けている品物として挙げられている食
品、動植物を用いた製品またはその他の品物
は、すべて入国カードに申告してください。 

買い物する前にCustoms and Border Protectionの
免税枠を調べてください。 詳しくは 15 ページ
をご覧ください。 

http://www.customs.gov.au/site/page4351.asp


6 7

海から入国 
オーストラリアの港に到着したら、Customs and 
Border Protectionにパスポートと記入済みの入国カー
ドを見せる必要があります。 最初の港または後続す
る港で船から永久に降りる場合、荷物と入国カード
をCustoms and Border Protectionに見せて、入国審
査を受ける必要があります。 バイオセキュリティの
懸念がある品物を携帯していないことを確認するた
め、DAFF Biosecurity検査も受ける必要があります。 

Customs and Border Protectionの担当者がオースト
ラリアの港に船が到着する前に、パスポートと入国
カードを検査する場合もあります。 
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ヨットまたは娯楽船での 
入国 
ヨットまたはその他の娯楽船でオーストラリアに
到着する際、特別な税関要件があります。 詳細は 
www.customs.gov.au/site/page4260.asp をご覧くだ
さい。 

入国カードは法定書類です。 入国カードを適切
に記入しない、あるいは虚偽の申し立てをした
場合は、罰則があります。 

分からないときは、必ず申告してください 

空港や港において、Customs and Border Protection
管理下の場所で、携帯電話、カメラ、ビデオカ
メラおよび録画装置を使用することはできませ
ん。電話でお話中の場合、Customs and Border 
Protectionを通過するまで、通話を控えるよう要
求されます。Customs and Border Protectionが
Customs and Border Protection管理下の場所で写
真や録画をしているところを見つけた場合、写真
またはビデオを削除するよう要求されます。

http://www.customs.gov.au/site/page4260.asp
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禁止または制限されている
品物 
大麻、ヘロイン、コカイン、アンフェタミンなどの
麻薬をオーストラリアに持ち込む、または持ち出し
することは違法です。 

その他、制限を受けている品物もあります。これら
の品物をオーストラリアに持ち込む、または持ち出
しするには許可が必要です。 

持ち込み/持ち出しが可能な品物、不可能な品物、 
そして入国/出国カードで申告する必要がある品物に
ついては、14 ページにまとめられています。禁止/
制限を受けている品物を申告しない、そして入国/出
国カードに虚偽の申請をすると罰則があります。 

旅行される前に、オーストラリアCustoms and 
Border Protectionまたは訪問される国の大使館、高
等弁務団または領事館に連絡し、禁止/制限を受け
ている品物の輸出についてアドバイスを受けてくだ
さい。 

偽造品および海賊版  
（DVD、音楽、ハンドバック、 
服および衣料など）
偽造品または海賊版を購入することは、不正な取
引を支持することになり、重大な犯罪活動が関与
していることがあります。Customs and Border 
Protectionが品物を差し押さえ、民事あるいは刑事訴
追を受ける場合があります。 
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Customs and Border 
Protection に申告するもの 

拳銃、武器および銃弾 
すべての武器、拳銃および銃弾およびその部品を申
告する必要があります。これには、模造拳銃および
通常「おもちゃの拳銃」として売られている、圧
縮空気によりプラスチックの弾を放出するエアガ
ン (BB) も含まれています。 ペイントボール マーカ
ー、吹き矢、すべてのナイフ、ヌンチャク、パチン
コ、石弓、電気ショックを与える装置、レーザーポ
インター、防弾チョッキ、警棒、唐辛子スプレー、
ナックルダスターなどのその他の武器、そして拳銃
や武器と使用する部品やアクセサリーも申告する必
要があります。 これらの品物のいくつかは、輸入す
るために許可が必要であり、固有なシリアル番号や
安全検査など、その他の輸入要件に従う必要がある
場合があります。 

注意：輸入承認なしで、拳銃、武器および
関連する品物を輸入した場合は最大の罰則
は、$275,000 未満、10 年禁固またはその両者
です。
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運動能力向上および画像能力向上薬
すべての運動能力向上および画像能力向上薬は到
着時に申請する必要があります。 ヒト成長ホルモ
ン、DHEA およびすべてのアナボリックステロイド
およびアンドロゲン性ステロイドが含まれます。  
これらの薬は、許可なしでオーストラリアに輸入す
ることができません。 

通貨
オーストラリアに持ち込む/持ち出す通貨の量には
制限がありません。 しかしながら、オーストラリ
アの通貨で A$10,000（あるいは外貨での相当額）
以上の場合、申告する必要があります。 金額に関
わらず、Customs and Border Protection担当者また
は警察官に要求された場合、約束手形、トラベラー
ズチェック、個人小切手、為替、郵便為替あるいは
その他の持参人譲渡可能な手形を見せる必要があり
ます。 

違法なポルノ 
違法なポルノは輸出入時に管理されます。 児童ポル
ノ、獣姦および露骨な性的暴力を扱った出版物など
が含まれます。 
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薬 
誤用、乱用または依存性が生じる可能性のある薬お
よび薬物（ステロイド、オピオイド性鎮痛薬、大麻
または麻酔薬をベースにした医薬品）は申告する必
要があります。 これらの製品は輸入の際、制限を
受けている、または許可が必要である可能性があり
ます。 

伝統薬によっては、絶滅寸前の動植物の製品が含
まれている場合があり、その場合はCustoms and 
Border Protectionに申告する必要があります。 

申告する必要がないもの 

アスピリン、パラセトモルなどの薬、またはオース
トラリアで市販されている薬を持参している場合、
オーストラリアに到着した際、Customs and Border 
Protectionに申告する必要がありません。 

処方箋による薬を携帯している場合、3 ヶ月分以上
の量でない限り、申告する必要がありません。 英語
であなたの医学的な状況を説明する処方箋を持参さ
れることを推奨します。 

オーストラリアを出国する 

多くの処方箋による薬は、Pharmaceutical Benefits 
Scheme (PBS) により、オーストラリア政府が補助
金を出しているものです。 オーストラリアから持ち
出せる薬は、あなたが必要な分量だけです。 医師
および/または歯科医からの手紙を持参し、Medicare 
オーストラリアから入手できる、Pharmaceutical 
Benefits Scheme (PBS) 薬品輸出申請書に記入してく
ださい。 
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重要： オーストラリアに 3 ヶ月以上滞在または訪
問する予定で、継続して薬が必要な場合、オースト
ラリアの医師のもとに行き、処方箋を書いてもらう
ことをお勧めします。 郵便または宅急便で薬を送っ
てもらう場合、薬を輸入する前に、輸入許可が必要
です。 オーストラリアに到着されたとき、輸入手続
についてお尋ねすることをお勧めします。 

保護されている野生生物 
オーストラリアの厳格な法律は、保護されている動
植物および関連製品の輸出入を管理しています。  
これには、伝統医薬品、象牙、蛇または爬虫類の
皮、蘭、亀の甲羅、キャビアなどの規制を受けてい
る製品、そして多くの狩りの戦利品などが含まれ 
ます。 

遺産登録されている品物 
芸術作品、切手、コイン、考古学に関連する物、 
鉱物およびサンプルなど、遺産登録されている品物
を輸出入する際は、許可が必要です。 

農業および獣医学で使用する化学製品 
農業で使用する化学薬品および獣医が使用する薬品
はすべて申告してください。 許可なくして禁止され
ている製品を含み、個人が使用する虫よけが含まれ
ている場合もあります。 

防衛/戦略に使用する製品 
防衛戦略に使用する製品の輸出入は許可が必要で
す。 このカテゴリーに入る品物の詳細について
は、www.customs.gov.au の防衛/戦略に使用する製
品のCustoms and Border Protectionの輸出管理ファ
クトシートを参照してください。 

迷っている場合は、購入する前にオーストラリ
ア輸入要件を確認する必要があります。 詳細は 
www.customs.gov.au を参照、または 1300 363 263 
にお電話してください。 

http://www.customs.gov.au
http://www.customs.gov.au
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制限されている品物の申告 

品物 
到着時
に申告 

出国時に
申告 

詳細連絡先 

拳銃、武器 
および銃弾 

はい はい
Customs and  
Border Protection

違法なポルノ はい はい
Customs and  
Border Protection

運動能力向上お
よび画像能力向
上薬 

はい はい

Australian Sports 
Anti-Doping Authority 
Therapeutic Goods 
Administration

A$10,000 以上の
通貨 

はい はい AUSTRAC

誤用、乱用また
は依存性が生じ
る可能性のある
薬および薬物 

はい はい
Medicare Australia 
Therapeutic Goods 
Administration

食品、動植物お
よび生物からで
きた品物 

はい いいえ DAFF Biosecurity

保護されている
野生生物および
野生生物からで
きた製品 

はい はい

Department of 
Sustainability, 
Environment, Water, 
Population and 
Communities

遺産登録されて
いる品物 

はい はい

Department of  
Regional Australia,  
Local Government,  
Arts and Sport

農業および獣医
が使用する化
学品 

はい はい
Australian Pesticides 
and Veterinary 
Medicines Authority

防衛/戦略に使
用する製品 

はい はい
Customs and  
Border Protection

このガイドの裏に、該当する組織の連絡先が列挙されて 
います。

麻薬密売は非常に深刻な犯罪です。  
多くの国では死刑または終身刑になります。 

いつでも、どこでも、違法な麻薬は携帯しないこと。 
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免税枠 
オーストラリアの免税枠は、他の国と異なります。 
新しい服、靴、および個人衛生や身づくろいのため
の品物（毛皮や香水以外）は、携帯手荷物と共に無
税でオーストラリアに持ち込むことができます。 

私物は次の場合税金がかかりません： 

•	 12	ヶ月以上、海外で所有/使用されていた 

•	 一時的に輸入されたもの（Customs and Border 
Protectionにより担保が必要な場合がある） 

その他の品物については、制限があります。 海外で
購入された品物やオーストラリアで免税で購入した
もの（かつて輸出されていた）や、オーストラリア
に入国する際に免税店で購入した品物などがありま
す。 旅行者払戻制度を利用した品物も含まれます。 
免税枠は商業用商品には当てはまりません。 

一般財 
18 歳以上の場合、オーストラリアに入国する
際、A$900 までの一般財を免税で持ち込むこと
ができます。 18 歳未満の場合、A$450 の制限
があります。 一般財とは、贈答品、記念品、 
カメラ、電子機器、革製品、香水、ジュエリ
ー、時計やスポーツ機材などがあります。 

アルコール 
航空安全規制により、オーストラリアに持ち込
める液体量が制限されることがあります。 オー
ストラリアに到着してから、空港の免税店で免
税のアルコールを購入することもできます。 

18 歳以上の場合、オーストラリアに 2.25 リッ
トルのアルコールを免税で持ち込むことができ
ます。 購入した場所に関わらず、携帯手荷物の
中のアルコールもこのカテゴリーに入ります。 
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タバコ 
2012 年 8 月 31 日まで、18 歳以上の場合、 
オーストラリアに 250 本のタバコまたは 250 
グラムの葉巻またはタバコ製品を免税で持ち込
むことができました。購入した場所や購入方法
に関わらず、携帯手荷物の中のタバコ製品もこ
のカテゴリーに入ります。 

2012 年 9 月 1 日から、タバコの免税枠は減り
ます。18 歳以上の場合、オーストラリアに 50 
本のタバコまたは 50 グラムの葉巻またはタバ
コ製品を免税で持ち込むことができます。購入
した場所や方法に関わらず、携帯手荷物の中の
タバコ製品もこのカテゴリーに入ります。 

一緒に旅行している家族は、免税枠をまとめること
ができます。 家族とは： 

• 夫と妻、そして彼らの 18 歳未満の子供または 

•	 内縁関係の人（同性を含む）と、彼らの 18 歳未
満の子供 

オーストラリアの免税枠を超えると、免税枠 
を超えた品物だけでなく、同じ種類（一般財、
アルコールまたはタバコ）のすべての品物に対
して、税金がかかりますのでご注意ください。 

ヒント 
一般財の価値を評価する時の助けとなるので、
所有権の証明としてレシートを持参してく 
ださい。 
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Tourist Refund Scheme (TRS) 
次の場合、旅行者払戻制度 (TRS) として消費税 
(GST) およびワイン均一化税 (WET) の払戻 を申請す
ることができる場合があります。 

• あなたが乗客であり、航空機または船舶の乗務員
ではない 

•	 1	つの小売店から $300（GST 含む)以上の製品
を購入 

• オーストラリア出国 30 日以前に品物を購入 

• 品物に対して、請求書が 1 つである 

•	 品物を着るまたは手荷物として航空機または船に
持ち込む。 手荷物として持ち込むことができな
い「規格外」の品物（ゴルフクラブはサーフボー
ドなど）および航空安全法のため持ち込めない品
物（香水やワイン）には特殊条件が適用される。 
詳細はCustoms and Border Protectionに連絡する
こと。 

•	 オーストラリアを出国する際、請求書のオリジナ
ルコピー、パスポートおよび国際線の搭乗券を 
TRS の施設に渡すこと。 

Customs and Border Protectionはすべての品
物を見る権利があります。 要求されたときに
Customs and Border Protectionに品物を見せるこ
とができない場合、あるいはオーストラリアを
出国する場所でCustoms and Border Protectionが
品物を確認した証拠を提供することができない
場合、払い戻しは拒否されます。 
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TRS の払い戻しが既に行われた品物をオーストラリ
アに持ち帰る場合、税金がかかる可能性があること
をご承知ください。 

これらの品物の価値と、海外で購入した品物、そし
てオーストラリアで免税で購入した品物の合計が、
乗客の免税枠を超える場合、オーストラリアにお戻
りになったときにCustoms and Border Protectionに
品物を申告する必要があります。 課税対象となる
品物を申告しない場合、罰則が適用されることがあ
ります。 

航空機/船の出発間前に TRS のクレームを処理する
ために充分な余裕をとっておいてください。 

航空機が出発する予定時刻の 30 分前まで、空港で
払戻しを要求することができます。 

港での払戻しの要求は、船が出奔する予定時刻の  
4 時間～ 1 時間前の間に行うことができます。 

TRS の詳細については、 
www.customs.gov.au/site/page4646.asp をご覧 
ください。 

http://www.customs.gov.au


もう少し詳しく知りたいの
ですが？ 
Australian Customs and Border Protection
1300 363 263 
www.customs.gov.au

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry 
(DAFF Biosecurity)
1800 020 504  
+ 61 2 6272 3933 （電話）  
www.daff.gov.au

Australian Sports Anti-Doping Authority
1800 020 506 
+ 61 2 6206 0200 （電話） 
www.asada.gov.au

Australian Pesticides and  
Veterinary Medicines Authority
+ 61 2 6210 4701 （電話） 
contact@apvma.gov.au 
www.apvma.gov.au

AUSTRAC
1800 021 037 
+ 61 2 9950 0055 （電話） 
www.austrac.gov.au 
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http://www.customs.gov.au
http://www.daff.gov.au
http://www.asada.gov.au
mailto:contact%40apvma.gov.au?subject=
http://www.apvma.gov.au
http://www.austrac.gov.au 
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Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
1300 139 281 
www.smartraveller.gov.au

Department of Regional Australia,  
Local Government, Arts and Sport
+ 61 2 6274 1810 （電話） 
www.arts.gov.au

Department of Sustainability, Environment,  
Water, Population and Communities
+ 61 2 6274 1900 （電話） 
www.environment.gov.au

Department of Infrastructure and Transport
+ 61 2 6274 7111 （電話） 
www.infrastructure.gov.au

Medicare Australia
1800 500 147 
www.medicareaustralia.gov.au

Therapeutic Goods Administration
1800 020 653 
+ 61 2 6232 8791 （電話） 
+ 61 2 6232 8605 （ファックス）  
www.tga.gov.au

http://www.smartraveller.gov.au
http://www.arts.gov.au
http://www.environment.gov.au
http://www.infrastructure.gov.au
http://www.medicareaustralia.gov.au
http://www.tga.gov.au


21

苦情・賞賛などのコメント 
Customs and Border Protectionサービスのあらゆる
面についてコメントするには、Customs and Border 
Protection事務所からの苦情・賞賛パンフレットに
記入、オーストラリア国内では 1800 228 227 に電
話、あるいは comments@customs.gov.au にメール
してください。

http://comments@customs.gov.au
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オーストラリアの国境に脅威を及ぼすような、疑わし
いことを見たり聞いたりした場合、すぐに Customs 
Watch 1800 06 1800（無料通話）にお電話またはイン
ターネット www.customs.gov.au/customswatch  
上で報告してください。海外にいらっしゃる場合は 
+61 26246 1325 にお電話ください（通常の電話料金が
かかります）。オーストラリアの国際空港または港で疑
わしい活動にお気づきになったら、Australian Customs 
and Border Protection担当者にご連絡ください。みなさ
んからの情報が、破壊的な犯罪活動を理解する上で必要
な最後の情報になるかもしれません。 

Customs and Border Protectionに関する全ての情報
は、税関情報・サポートセンター 1300 363 263 にご
連絡、あるいは information@customs.gov.au にメー
ル送付、あるいは www.customs.gov.au のウェブサ
イトをご覧ください。このパンフレットの情報は、印刷
時には適切な内容でした。 

2012 年 6 月

http://www.customs.gov.au/customswatch
mailto:information%40customs.gov.au?subject=
http://www.customs.gov.au

