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2018 年 12 月更新 

テルアビブ事務所 

 

イスラエル・ベングリオン空港 出入国事情について 

 

 －目次－ 

1. 入国 

(1) 入国手続き 

(2) 無料 Wi-Fi 

(3) 現地通貨の入手 

(4) 空港からの移動 

(5) イスラエル国内の移動 

 

 

1. 入国 

(1) 入国手続き 

○空港到着後の移動（空港ターミナル内の経路） 

降機後、表示に従いイミグレーションにお進み下さい。長い下り坂の先にイミグレー

ションがあります（写真参照）。 

 

写真：ベングリオン空港到着時に通過する長い下り坂（イミグレーション手前） 

 

＜ポイント＞ 

 保安上の理由により、係官は業務として質問を行います。係官に対して反抗や口論を

しないことが大切です。落ち着いて淡々と受け答えして下さい 。ヘブライ語で「こん

にちは」は「シャローム」、「ありがとう」は「トダ」です。覚えておくと便利です。 

 

○イミグレーションで提示する書類、質問への回答（対応方法）、荷物の受取 

まず、カウンター（窓口）ではパスポートを係官に提示して下さい。係官の質問に対

し、友好的な態度で回答して下さい。滞在日数と渡航目的、搭乗フライトの出発地、便

名、面会予定者に関する質問が想定されます。質問が無い場合もあります。アラブ諸国

の出入国履歴がパスポートにある場合、別室での尋問が行われることがあります。 

2. 出国 

(1) 搭乗手続き、出国までの流れ 

(2) 手荷物のみの場合 

 

3. 参考資料 
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青色の入国カードを受領しカウンター背後にあるゲートを通過した先に、預け荷物を

受け取るターンテーブルがあります。サイズの大きな荷物、ダンボ―ル箱などスーツケ

ース以外の荷物は、出口に向かって後方の専用ベルトコンベヤーから出てきます。 

入国カードはホテルにチェックインする際に提示を求められますので、捨てずに保管

して下さい。空路での出入国で、パスポートにスタンプが押されることはありません。 

 

写真：入国／出国時に受け取るカード（出入国スタンプは押印されません） 

ゲート通過時にバーコード部分をスキャナーにかざして下さい。 

          

                                

ご参考：入国時アテンドサービス（有料） 

イミグレーションの優先レーンの利用が可能となる、有料の入国時アテンドサービス

があります（サービス名：EXPRESS Club、VIP Club など）。詳細はウェブサイトをご

覧下さい。事前申し込みが必要で、1～6 名まで均一料金適用のタリフがあります。 

http://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/VIPServices/Pages/LauferAviationGHIvip.aspx 

   

(2) 無料 Wi-Fi    

 ベングリオン空港にはフリーWi-Fi があります。 

  

写真：ログイン画面の「Connect」ボタンを    

押すとWi-Fi に繋がります。 

    

 

(3) 現地通貨の入手（および SIM カード販売カウンター） 

 到着ロビー正面の建物内に ATM、両替カウンター、SIM カード販売カウンターがあ

ります。ATM では、クレジットカードによる現地通貨引き出し（キャッシング）が可

能です。現金両替のコミッションは、10 ドルに対して 2 ドル、50 ドルに対して 3.4 ド

ル、100 ドルに対して 5.3 ドルです（2017 年 10 月時点）。日本円からシェケルへの両

替も可能です（2018 年 12 月時点）。 

 

       

写真：（左）ベングリオン空港到着ロビー、（右）ATM 

http://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/VIPServices/Pages/LauferAviationGHIvip.aspx
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(4) 空港からの移動 

 到着ロビー階と、２階の２ヵ所にタクシー乗り場があります。タクシー乗り場には係

員がいますので指示に従って乗車して下さい。トラブル防止のため、乗車時に係員が利

用者に対してタクシーの車両番号などが記載された紙を渡すことになっています。係員

が紙を渡さないこともあり、運用は様々です。 

乗車後、メーターが作動しているのを確認して下さい。空港からテルアビブ市内まで

の乗車料金の目安はおよそ 150 シェケル（約 4500 円）程度です。なお、夜 21 時から

翌朝 5 時半、およびシャバット（安息日／金曜日午後〜土曜日の日没まで）、祝祭日は

追加料金が適用されます。レシートはヘブライ語で「カバラ」です。クレジットカード

での支払いが可能なタクシーがあります。乗車前に確認下さい。 

 

（ご参考） 

Taxi Fare Calculator（空港ウェブサイト）－ 初乗り料金は 12 シェケル台です 

http://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Transportation/Pages/Taxi.aspx 

 

 

〈Reduced Rate Taxi の利用〉 

 

２階（地上階→1 階→2 階）のタクシー乗り場からは「Reduced Rate Taxi」の利用が

可能です（2018 年 12 月時点）。空港ターミナルビル２階の 21 番、23 番ゲートの間に

タクシー乗り場があります。地上階からは左右にエスカレーターがありますので、どち

らかで移動して下さい。２階部分にそれぞれゲート番号が記載されています。 

 タクシー料金は行先により定額制（昼間、夜間料金の区別有り）となっています。乗

車料金に加え、荷物ひとつ毎に 4.3 シェケル、乗車人数が複数の場合は 4.8 シェケルが

加算されます（荷物 2 つ、2 名乗車の場合は、定額料金のほかに合計 13.4 シェケル追

加）。  

ベングリオン空港ターミナル３で、タクシー配車サービス「GETT」の携帯アプリを

使用し配車する場合は、２階の 23 番ゲートが乗車場所として指定されます。行先に応

じて、固定料金、メーター料金の選択画面が表示されることがあります。 

 

 

〈事前配車サービス〉 

 

事前にオンラインで予約すれば、空港到着時に配車サービスを利用することが可能で

す。予約方法、金額など詳細は各サービス会社ウェブサイトをご参照ください。 

 

Tal Limousine:    https://tal-limousine.jetalimo.com/ 

Limo Circle Line:  http://limocircleline.com/airport-transfers 

 

http://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Transportation/Pages/Taxi.aspx
https://tal-limousine.jetalimo.com/
http://limocircleline.com/airport-transfers
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(5) イスラエル国内の移動 

テルアビブ、エルサレムなどの都市部の市内では多くのタクシー(屋根に黄色のタク

シーマークがある白い車両)が営業してており、原則として安全に利用することができ

ます。通りで流しのタクシーを見つけるほか、タクシー配車サービス「GETT」の携帯

アプリを使用することも可能です。GETT は UBER のようにタクシーを配車すること

が可能です。詳細は参考資料をご覧下さい。 

公共交通機関にはバス、電車があります。公共交通機関は(一部のバスを除き)金曜日

の夕方から土曜日の日没まで運休となります。イスラエルは金・土が週末です。 

 

2. 出国 

(1) 搭乗手続き、出国までの流れ 

 セキュリティーチェックに時間を要することがあるため、出発時刻の 3 時間前を目安

に到着するよう推奨されています。一部のエアラインは、到着ロビーのフロア（Ｇフロ

ア、地上階）にチェックイン用のカウンターがあります。 

搭乗、出国の手順は、「セキュリティーチェック（セキュリティー担当者による質問）」

→「搭乗手続き（エアラインカウンター）」→「機内持ち込み荷物のチェック（Ｘ線検

査）」→「イミグレーション（出国カード受け取り）」です。入国時と同様、落ち着いて

対応下さい。 

セキュリティーチェックでは、現地の人から受け取ったお土産の有無、武器の所持、

荷物のパッキングを誰が行ったか等の確認があります。友好的に対応して下さい。ステ

ッカーがパスポートに貼られ、出発ロビーでスキャンされます。剥がさないで下さい。 

預け荷物には施錠をしない、もしくは TSA ロックを使用する事をお勧めします。検

査のため荷物が開けられる可能性があり、施錠していると鍵が壊されることがあります。 

http://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Pages/Security.aspx 

 

(2) 手荷物のみの場合 

預け荷物がなく手荷物のみで、オンラインチェックインを済ませ搭乗券を持っている

場合、ご利用のエアラインによっては 3 階でセキュリティーチェックを受けることが可

能です。予め、エアラインに確認して下さい。 

 

 

        写真：天井に上記の看板があります（3 階の出発ロビー） 

     【Security check for passengers with Carry-on bags only】 

 

 

 

http://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Pages/Security.aspx
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3. 参考資料 

○イスラエル（外務省海外安全ホームページ） 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_044.html#ad-image-0 

⇒ 渡航前にご覧下さい。 

 

○ベングリオン空港ウェブサイト 

http://www.iaa.gov.il/en-us/airports/bengurion/pages/default.aspx 

 

○ベングリオン空港出入国事情 

「イスラエルへの玄関口、ベングリオン空港での出入国事情について」 

http://4travel.jp/overseas/area/middle_east/israel/general/?sub_category=visa 

「厳しすぎる！イスラエルの入出国、実体験を詳細レポート」(TRIP’S 2017/7/24) 

https://trip-s.world/israel_immigration 

「【簡単には入国できない！？ 】イスラエル入国審査の注意点 

http://www.ryman-traveler.com/entry/2016/11/08/194627 

空港到着から出国までの流れ  

http://www.ryman-traveler.com/entry/2016/11/09/190443 

 

○「GETT」タクシー配車アプリ 

https://gett.com/uk/about/ 

「超カンタン！配車アプリ Gett をウラジオストクで使ってみたら便利すぎた。」

http://www.uenotakumi.com/entry/2018/01/08/185332 

 

○為替レート(イスラエル中央銀行) 

http://www.boi.org.il/en/markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx 

以 上 
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