
  

 

 

NOTARIAL SERVICE AND PASSPORT FEES 2022 
The Australian Embassy Tokyo will accept credit card payments in AUS dollars only (Visa/Mastercard/Amex 
Credit and Debit Cards only) for all notarial services and Australian passport applications.  
Our fees increase in line with the consumer price index on 1 January each year. 
 

認証サービス・パスポート申請料 2022  
在京オーストラリア大使館で認証サービス・パスポート申請をご利用いただく場合のお支払方法は、クレジットカード払いのみとなります。

(Visa/Mastercard/Amex のクレジット又はデビットカードに限る)。 
料金は毎年 1 月 1 日にオーストラリアの消費者物価指数(CPI)に応じて変動します。 
 

Notarial Services AUD 豪ドル 
認証サービス CREDIT CARD / カード払いのみ 

Administering an oath or receiving a declaration or affirmation 
$76.00 

宣誓供述、確言、誓約の立会い (Oath, Affirmation and Affidavit) 

Witnessing a signature or seal on a form or declaration 
1Multiple witnesses in one document will incur multiple charges. $76.001 
書類署名の立会い 1署名認証が複数ある場合は料金も加算されます。 

Verifying and certifying a copy of a document or part of a document 
2Fees will apply per document for multiple documents. Copies of the same document will 
incur a charge per copy. $76.002 

原本証明コピー 2書類が複数ある場合又は原本証明コピーが複数必要な場合は料金が加算されます。 

Signing a document, or affixing a seal to a document or other article 
$76.00 

書類 ・ 写真などへの署名・捺印 

Preparation and issue of an Apostille or  Authentication certificate 
$87.00 

署名 ・ 捺印の認証  

Preparation and issue of a Certificate of No Impediment to Marriage 
$153.00 

婚姻無障害証明書 

  

Passports AUD 豪ドル 
パスポート CREDIT CARD / カード払いのみ 

10 – year validity passport (for applicants aged 18 and over) 
$446.00 

10 年有効パスポート (成人、18 歳以上) 

10 – year validity passport (for applicants aged 16 and 17) 
$375.00 

10 年有効パスポート (子供、16-17 歳) 

5 – year validity passport (for children under 15) 
$222.00 

5 年有効パスポート (子供、15 歳以下) 

5 – year validity passport (optional for applicants aged 75 and over) 
$293.00 

5 年有効パスポート (成人、75 歳以上、オプショナル) 

Replacement passport 
$193.003 

リプレイスメントパスポート 

Some passport applications lodged outside of Australia include an overseas application fee, AUD $138 for adult, and $67 for child applications. 
 

Bank charges may apply for non-Australian credit cards. 
 

3A replacement passport is a reprint of an existing passport with a new passport number, applicable under limited circumstances. The expiry date 
will normally be the same as the passport being replaced. The existing passport must have at least two years validity remaining in order for a 
replacement passport to be issued. 
 

オーストラリア国外での申請についてはパスポートの種類によって追加料金(海外手数料)が含まれます。追加料金は、成人用パスポートが$138、子供用パスポートは$67 です。  

クレジットカード利用にはカードの手数料が加算される場合があります。 

3リプレイスメントパスポートは、差し替えられるパスポートと同じ有効期限になります。成人に適用され、条件として、                                                                               

パスポートの有効期限が 2 年を超えて残っていること、また、ビザページを使い切ったことが必要です。 


