
ご参加者各位

この度は JTB をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

ご出発までの渡航手続きについてご案内いたします。以下ご確認下さいますようお願い申し上げます。 

１． 渡航の条件
　本渡航に参加する場合は、以下の事項を理解し順守していただくことが前提となります。

●インド渡航に関する健康上のリスクについて十分認識し、各社、各人の自己責任で申込を行う。
●インド各地の商工会・日本人会に所属していること。
　※商工会・日本人会への入会を検討している方、未入会の方につきましては、商工会様で
　　申込受付可否を確認の上ご回答させて頂きます。
●所属企業の権限者の承認を取得し、速やかに必要書類（契約書等）を提出する。
●渡航費用全額を支払い期限までに支払う。
●チャーターフライト運航については、9月8日現在日印両政府の認可待ちであることを理解いただく。
　※万一運航中止の場合は、商工会様より発信がございます。
●現時点有効なインド査証を持っていること、または新規で査証取得が必要な場合は、
　出発までに査証を取得すること。
　※新規査証取得ご希望の方は、後述のJTB申込WEBサイトへその旨必ず入力をお願い致します。
　　入力がない場合、大使館に査証申請を頂いても「査証発給許可がおりません」。
　※査証取得は大使館・領事館へご自身にて手続きを行っていただきます。
　（代理申請も可能なようですが、その可否はご自身で大使館へご確認をお願いします。）
　（恐れ入りますが、現在JTBではインド査証代行申請は行っておりません。何卒ご了承の程お願いします。）
　※万一JTBにて手続き開始後に査証取得不可となった場合、その理由に関わらずJTBの手数料は発生致します。
●インド到着後は、インド政府指定の隔離手続きに従うこと。
　※インド入国制限の内容について十分に理解頂いている必要がございます。
　　 インド政府の隔離手続きの詳細については、商工会様からのご案内をよく確認くださいますようお願い致します。

【重要】インド政府の隔離手続き　最新のガイドライン

１．皆様に共通事項

　デリー空港ホームページよりSelf-Declaration form / Self-Reporting FormのWEB申請が推奨されております。

　下記よりURLより申請をお願い致します。申請後は、登録確認のe-mailが申請者へ送付されますので、

　携帯・タブレットに保存、又は印刷した紙を携行して下さい。デリー空港到着後、検疫官より提示が求められます。
URL： https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration

　＊WEBでの申請が難しい場合は、機内で書面配布があるため、到着後紙で申請することも可能です。

　＊申請の期限は設けられておりません。申請ページには座席番号を記入する欄がございますが、座席番号は

　　 チャーター便の性質上当日チェックインの際に確定となります。出発当日より前に申請をご希望の方は、

　　 座席番号をブランク（項目にスペースを入力することで可能）のまま申請可能です

　 （座席番号の提示を求める場合ありますので、降機後はE-ticketコピーまたは搭乗券半券をお手元にご準備下さい）。

2020年9月8日（火）

株式会社JTB

新宿第一事業部営業第一課

インドチャーターデスク

羽田発デリー行き全日空チャーターフライト
2020年10月7日（水）発

JTB渡航手続きのご案内

記
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２．施設隔離免除をご希望の方、デリーでの同日乗り継ぎをご希望の方について

　デリー空港ホームページよりapplication for exemptionのWEB申請が必要となります。

　旅行開始の96時間以内にPCR検査を受け、72時間前までに下記URLより申請をお願い致します。
　申請後は、承認画面を携帯・タブレットに保存、又は印刷した紙を携行して下さい。デリー空港到着後、

　検疫官より承認画面提示が求められます。空港からの移動手段に関しては各自手配した車で移動お願い致します。
URL： https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/covid-19-exemption-international-passenger

　＊旅行開始の72時間を過ぎていても承認が下りるケースありますので、72時間前までにPCR検査の結果取得が出来ない

　　場合も、PCR検査結果がお手元に届いた時点でWEB申請をお願い致します。WEB申請が出来ない場合は、

　　デリー空港到着後に陰性証明書を検疫担当官に提示することでも施設隔離免除可能です。但し、当日空港での手続きが

　　時間を要する可能性がございます。PCR検査結果がお手元に届いた時点でWEB申請をすることをお勧め致します。

　＊PCR検査の書式についてはインド政府からの特段の指示はございません。RT-PCR又はreal time PCR等の記載があり、 

　　検査実施時刻が判別できる一般的な英文のものをご用意下さい。

　＊デリーからインド国内線乗り継ぎを行う場合は、国際線到着当日もしくは翌日に乗り継ぎが可能です。

　　但し、翌日を過ぎるとデリーでの14日間の停留求められますのでご注意下さい。

　　最終目的地での隔離対応については、各州の情報をご確認下さい。

　＊ハリヤナ州にご自宅があり空港で施設隔離免除申請を行う場合、住宅契約書の提示が求められます。

　　（住居証明はFRROでも可能ですが、検疫官によっては住宅契約書も求められる場合があります。）

上記ポータルサイト登録にあたって必要な情報（PNR番号）は、ご出発1週間前を目途に
改めてご案内申し上げます。そちらをご確認いただいたのち、ご登録をお願い致します。
eチケットは当日空港でのお渡しとなり事前にはお渡ししておりません。何卒ご了承の程お願い致します。

尚PCR検査をご希望の方は、恐れ入りますが各企業様・各自で検査予約と陰性証明書の手配を
行っていただきますようお願い申し上げます。

【重要】PCR検査実施の注意点
　隔離免除の規定「旅行開始の96時間前以内にPCR検査受診、72時間前までに申請」は下記イメージとなります。

　　10/7発⇒　10/3（土） 　　9:50以降PCR受診　・　10/4（日）　　9:50までに申請

※出発96時間前以前の検査結果での申請は受理されておりません⇒必ず96時間前以降に検査をご検討ください。

※ポータルサイトへの検査結果の登録に関しては、72時間を過ぎた場合でも前回渡航時には大半の方が受理されております。

　検査結果を受理した段階でポータルサイトへの登録、または検査結果を必ず持参いただきますようご注意ください。

【重要】査証の取り扱い
・就労査証(Employment)は有効期限内であれば有効であることを確認しており新規申請は不要です。

・商用査証(Business)および帯同査証（X）は有効期限内でも無効ですので改めて新規に申請が必要です。

↓↓帯同査証発給条件↓↓

・主（同行である必要はありません）が有効な就労査証を持っている、もしくは一緒に就労査証か商用査証を申請していること。

・帯同査証申請者が無効化された帯同査証を保持している、もしくは保持していたこと（過去に取得していた）。

・過去に帯同査証を取得したことのない新規の帯同査証は個別判断となります。

申請に必要な書類についてはインド大使館のホームページをご確認ください。

インド大使館HP： https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html

２． お申込～受付完了まで
　本渡航のご参加申込は、以下JTB-OA-SYS（JTBオアシス）というJTB申込WEBサイトで承ります。

　　　　URL:　https://www.jtb-oa-sys.com

　　　　パスコード:　YciwjirkDy

　　　　申込開始：　2020年9月10日（木）10：00より（日本時間）
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　航空券発券に際し必要な渡航者データを入力、必要書類のアップロードをお願い致します。査証情報やデリーの
隔離ホテル名等、未確定の部分は出発前・確定後の更新で問題ございません。

　尚、メール受信設定を変更しドメイン指定受信・アドレス指定受信・パソコンからのメール拒否・URL付メール
受信拒否等の設定をされている場合には、本システムからのメールが届きません。メール受信設定を変更され
ている方は、oa-sys@h.jtb.com　及び　jtb-jbn@jbn.jtb.jp からのメールが受信できるよう設定変更を
お願いいたします。受信設定の方法につきましては、ご利用のメールソフト及び携帯電話通信会社へご確認ください。 
 また JTB-OA-SYS の WEB サイトにアクセス頂く際は、Google Chrome/Mozilla Firefox/Safari を
ご利用下さい。Internet Explorer はご利用できませんので、ご注意の程お願い致します。

　　　申込締切：　2020年9月24日（木）17：30迄（日本時間）

　　　　※設定数を超えて申込多数の場合は、上記締切を前倒しする場合もございます。ご了承願います。

　申込受付はインド各地の商工会・ 日本人会の所属の方の先着順とさせていただいております。
　商工会・日本人会への入会を検討している方、未入会の方につきましては、商工会様で確認頂いた後、
一両日中（JTB営業日）に【申込受付完了】のメールをJTBよりお送りさせて頂きます。
　以上で申込受付完了（確定）となり、OA-SYS入力時点で受付完了とはなりません。

　【重要】お申込～受付完了までの流れ
　①　JTB-OA-SYS（JTBオアシス）へ渡航者情報の入力
　　※入力は1名様づつとなります。
　　※入力完了後、システムより自動送信メールがございます。（≠受付完了）
　②　商工会様にて申込情報確認
　③　一両日中（JTB営業日）に申込受付完了のメールをJTBよりご送信　＝　正式に受付完了となります。
　　※頂いた申込が保留又は取消待ちになる場合も、同様にメールでご連絡させていただきます。

３． JTBとのご契約
　今回インド日本商工会（JCCII）様と全日空様との航空機チャーター契約に基づき、
　（1）航空券代金の支払代行業務 
　（2）渡航者データの集約業務
　（3）航空券の予約・発券業務
を弊社で担当させて頂くこととなりました。
　業務内容より今回は旅行契約ではなく、業務受託契約でのご案内となります。 

　上述の申込受付完了メールと共に、ご契約書のひな型と見積書をお送りさせて頂きます。
契約書の記載方、手交方法などにつきましては、該当のメールにて詳細ご案内させて頂きます。

　また契約書をご提出いただく締切は、原則以下日付とさせていただきます。

　　　契約書ご提出期限：　2020年9月24日（木）

　こちらの締切も含め詳細については、該当メールをお待ちくださいますようお願いします。
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４． 料金及び取消料
　上記業務受託契約に基づく、おひとり様当たりの料金は以下の通りとなります。
　　　　■代行精算費用（航空運賃）ビジネスクラス（大人） おひとり様当たり 375,000円
　　　　■代行精算費用（航空運賃）ビジネスクラス（小児） おひとり様当たり 281,250円
　　　　■代行精算費用（航空運賃）ビジネスクラス（幼児）座席なし おひとり様当たり 37,500円

　　　　■代行精算費用（航空運賃）エコノミークラス（大人） おひとり様当たり 190,000円
　　　　■代行精算費用（航空運賃）エコノミークラス（小児） おひとり様当たり 142,500円
　　　　■代行精算費用（航空運賃）エコノミークラス（幼児）座席なし おひとり様当たり 19,000円

　　　　■代行精算費用（空港諸税計）（大人） おひとり様当たり 3,910円
　　　　■代行精算費用（空港諸税計）（小児） おひとり様当たり 2,600円
　　　　■代行精算費用（空港諸税計）（幼児）座席あり おひとり様当たり 1,300円
　　　　■代行精算費用（空港諸税計）（幼児）座席なし おひとり様当たり 300円

　　　　■JTB営業管理費（大人・小児） おひとり様当たり 30,000円
　　　　■JTB営業管理費（座席なし幼児） おひとり様当たり 15,000円

※営業管理費は、代行精算、予約・発券業務の弊社お手数料になります。
※小児：満2歳以上12歳未満　幼児：生後8日～2歳未満
※幼児の方が座席をご利用の場合の航空運賃は小児料金となります。

　また、「JTB業務委託契約書」　及び　インド日本商工会（JCCII）様と全日空様との「チャーター契約規定」
に準じて、以下の取消料が発生致します。なお、出発日の変更に関しましてはお取消と同様の扱いとさせていただ
きますので、ご注意いただきましてご確認の上お申し込みください。

【重要】取消料

※ご搭乗無しの場合、取消時期に関わらず空港諸税は払戻（ご返金）させて頂きます。
※ご入金後の取消については、上記取消料を差し引いた金額を出発の翌日以降ご返金致します。
※万一日印両政府の運行認可が下りず運航中止となった場合も、JTBより受付メール受領後の場合は
　JTBの営業管理費は取消料として発生いたしますことを、ご了承の程お願い致します。
※なお、帯同者が「帯同査証」が取れないことによるキャンセルが発生した場合は、取消料を免除とさせて頂きます。
　但し帯同者様が（帯同査証が取れないことにより）キャンセルとなり、それに伴い赴任者本人様も
　キャンセルをなさる場合は、赴任者本人様の取消料は発生致します。ご了承の程お願いいたします。

５． 追加、取消等のご連絡 
　・渡航者のお取消があった場合、JTB-OA-SYSでの取消登録後、必ず弊社まで直接メールにてご連絡下さい。

　・締切後の渡航者の追加などのご依頼がある場合は、弊社までメールにてご連絡下さい。

　　　　連絡先：  jtbshinjuku111@jtb.com 

　追加受付可否は、全体の申込状況及び残席の確認をしての回答となるため、お時間を頂く場合もございますが

ご了承の程お願い致します。（ その場合もお振込や発券のスケジュールは変わりません、ご了承下さいませ） 

　お取消の場合も、恐れ入りますがお電話ではなく必ずメールにて弊社までご連絡をお願い致します。 

30,000円+航空運賃全額（大人・小児）

15,000円+航空運賃全額（座席なし幼児）

出発前日（10/6）17:01　以降

出発当日（10/7）出発時刻　迄

出発当日（10/7）出発時刻　以降
JTB営業管理費

ANA取消料

JTB営業管理費

JTB営業管理費

ANA取消料

JTBより受付完了メール受領　以降

出発前日（10/6）17:00　迄

30,000円+20,000円（大人・小児）

15,000円+20,000円（座席なし幼児）

30,000円　（大人・小児）

15,000円（座席なし幼児）

取消料 内容取消時期
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６． ご入金期限
　申込受付完了後、OA-SYSにご入力いただいたご精算方法（お振込／クレジットカード）やお宛名等の情報を

確認し、順次ご請求書を指定の送付先へメールにてお送りさせて頂きます。 

 

　　　ご入金締切：　2020年9月28日（月）

 

　期限まで日が短くお手数をおかけしますが、弊社にて着金を確認した上で、航空券発券・E チケット発行を進め

させて頂きますので、期日までのご入金にご協力の程何卒よろしくお願いいたします。

※お申込み完了後の、個別でのお支払方法ご変更により、入金確認の遅延が過去発生しております。

　 ご入金が確認できなかった場合、最悪渡航不可となる場合もございますので、所属先の規定等ご確認の上

　 正確な情報にお申込みいただき、極力お申し込み後のご変更無きよう宜しくお願い申し上げます。

７． 渡航者データ入力時の注意点
　今回申込の窓口となります、JTB-OA-SYS入力時の注意点をご案内させて頂きます。

●査証やデリー隔離ホテルなどの、未確定情報について
　新規に査証を取得する為、申込時点で有効な査証がアップロードできない方、デリーの隔離ホテルは
　手配中で未確定の方などは未記入でも、＊印の必須項目のみご記入いただければ申込可能です。
　但し出発までに未記入の状況も大使館への報告などで必要となりますので、確定次第入力をお願い致します。

●帯同ご家族の情報入力について
　渡航主様と同様にOA-SYSの入力をお願いします。
　但しどの渡航主様のご家族であるかを確認するため、必ず渡航主様の「同行者登録」ボタンより
　ご入力をお願いいたします。　※同行者の登録方は、別添の操作マニュアルをご確認ください。

●ご請求書の情報について
　項目５でご案内の通り、申込受付完了の方より順次ご請求書をメールにてお送りさせて頂きます。
　お支払方法およびご請求書のお宛名や送付先については、申込の段階でよくご確認いただき、
　間違いのないようご入力を下さいますようお願い致します。

●操作方法全般のご質問
　簡易版となりますが、利用マニュアルを添付させて頂きます。当システムのWEB操作についての各種お問合せは、
　以下サポートデスクまでお問合せ下さいますようお願い致します。
　　【お問合せ先】　JTB申込WEBサイト　操作サポートデスク
　　　　　　　　　　　 TEL　050-3851-2142
     営業時間　平日10:00～18:00　※土日祝日、年末年始（12/30～1/3）除く
　　 ※ご質問（半角数字の入力方は？同行者登録はどこから？パスポート画像はどうやってUPするの？等）

８． デリー隔離ホテル他　現地手配
　弊社の現地在外拠点であるJTB Indiaにて、各種お手配をお手伝いさせて頂きます。

　別添のご案内に、おすすめホテルや送迎プランなどの記載がございますので、どうぞお気軽にお問合せ下さいませ。

　　　　連絡先：  JTB India Private Limited（担当：山西）　operation2@jtb-india.com

９．  よくあるご質問の例
Q.契約書はどこから入手すればよいのか。
A.OA-SYS登録後、商工会様に確認が取れ次第、受付完了メールをお送りさせていただきます。

 　そのメールに契約書のひな型を添付させていただきますので、詳しくはそちらのメールをご確認ください。

Q.請求書が届いていないが、いつ届くのか。
A.受付が完了したお客様に順次お送りしておりますが、メールアドレスが間違っている等の可能性もありますので、

　念のため弊社宛にメールにてご連絡をお願い致します。
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Q.乗継便（日本またはインド）の手配は可能か

A.今回はチャーター便のみの代行業務となっております為、国内線はお客様ご自身での手配をお願い致します。 
　また、日本国内線の手荷物無料許容量を国際線の無料許容量に合わせる為、お客様でお手配いただいた
　日本国内線は後ほど集約を致します。そのご連絡先については最終案内時にご案内をさせていただきます。
　インドの乗継に関しては、JTB Indiaにて承っておりますので、ご連絡をお願いいたします。

■問い合わせ先：JTB India Private Limited　・メールアドレス：operation2@jtb-india.com　・担当：山西
その他よくあるご質問例に関しては別途まとめさせていただいておりますので、そちらをご確認ください。
 

１０． 出発までのスケジュール
　以下スケジュールを予定しております。ご出発まで時間の短い中恐れ入りますが、ご協力の程何卒よろしくお願い致します。 

曜
JTB営業時間

（日本時間）

火 09:30-17:30

水 09:30-17:30

木 09:30-17:30

金 09:30-17:30

土 休業日

日 休業日

月 09:30-17:30

火 09:30-17:30

水 09:30-17:30

木 09:30-17:30

金 09:30-17:30

土 休業日

日 休業日

月 休業日

火 休業日

水 09:30-17:30

木 09:30-17:30

金 09:30-17:30

土 休業日

日 休業日

月 09:30-17:30

火 09:30-17:30

水 09:30-17:30

木 09:30-17:30

金 09:30-17:30

2020年9月27日

2020年9月28日 　【JTB入金期限】

2020年9月29日

2020年9月30日 （JTB⇒参加者様）ご出発当日の集合時間・場所等の最終案内メールご送付（予定）

2020年10月1日

2020年10月2日 （JTB）航空券発券手続き

2020年9月24日 　【JTB-OA-SYS　受付終了・契約書期限】

2020年9月25日

2020年9月26日

2020年9月21日 　敬老の日

2020年9月22日 　秋分の日

2020年9月23日

2020年9月18日

2020年9月19日

2020年9月20日

　【JTB-OA-SYS　受付開始】

2020年9月16日

2020年9月17日

2020年9月12日

2020年9月13日

2020年9月14日

日付 内容

2020年9月10日

2020年9月11日

2020年9月8日 （商工会様⇒参加者様）「JTB 渡航手続きのご案内」（本書）メールにてご送付

2020年9月15日

2020年9月9日

（参加者様）OA-SYSご入力、

契約書ご準備・JTBへ送付

（JTB）申込受付完了メール、請求書ご送付

※土日を除く営業日にご対応

重要

6



土 休業日

日 休業日

月 09:30-17:30

火 09:30-17:30

水 09:30-17:30

≪お問い合わせ先≫ 

JTB 新宿第一事業部 営業 1 課 

〒163-0425　東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 25 階 

担当：インドチャーターデスク

Mail：jtbshinjuku111@jtb.com 

営業日・時間：平日 9 時 30 分～17 時 30 分 土日祝：休 

※土日祝日に頂いたご連絡は、翌営業日以降の対応とさせていただきます。

※お問い合わせは緊急を除きメールでのお問い合わせにご協力をお願い致します。

2020年10月7日 （JTB）出発当日、JTB 羽田空港カウンターにて Eチケットのお渡し

2020年10月5日

2020年10月6日

2020年10月3日 　PCR検査受診日時　出発96時間前（9：50以降）

2020年10月4日 　デリー空港ポータルサイト入力期限（出発72時間前）

以上

7


