
【海外旅行持ち物リスト】 （2017年8月作成）

【重要度基準】5段階評価 ★…共通、☆…該当者のみ ↓筆者推奨 ※「100均」は、商品によって100円商品でない場合もあります。

No. 大カテゴリ 中カテゴリ 小カテゴリ 重要度 推奨 100均 ポイント チェック

1 重要書類 パスポート ★★★★★ 忘れたらシャレにならない。まずバッグに入れること

2 パスポートコピー ★★★ 短期旅行で1枚、⾧期で2枚程度

3 パスポートケース ★★ ○ 濡れと汚れ防止、小物入れにも

4 VISA ☆☆☆☆☆ オンラインビザは早めに取得！

5 VISAコピー ☆☆ オンラインビザの控え（無くても案外平気）

6 海外旅行保険証 ★★★ 控え携帯。ただし、PDFでスマホに保管してもOK

7 保険のガイドブック ★★ PDFで持ち運びが便利

8 航空券 eTicket ★★ スマホでE-mailを見せればOK

9 日程表 ★★ ツアーの工程表あると安心（無くても平気）

10 各種バウチャーのプリントアウト ★★ 基本、アプリかE-mailで管理した方が便利

11 宿泊先 ★★ 現地タクシーで移動するときに使える（現地語で印刷）

12 ツアー ★★ E-mailでOK

13 予約した交通機関 ★★ アプリor E-mailで管理した方が便利

14 各種証明書 ★★★★★

15 国際学生証 ☆☆☆☆☆ 学生は持っておくと何かと便利

16 日本の運転免許証 ☆☆☆☆☆ レンタカー借りる人は必携

17 国際運転免許証 ☆☆☆☆☆ レンタカー借りる人は必携

18 予防接種証明書 ☆☆☆☆☆ 汚染地域に行く人は必携

19 証明写真 ★★ パスポート再発行用。あれば安心、無くても現地で

20 戸籍謄本 ★★ パスポート再発行用。あれば安心、無くても帰国後対応

21 緊急連絡先リスト ★★★ クレジットカード盗難紛失先は特に重要

22 金品・貴重品類 現金（日本円） ★★★★★ 日本円はレートが悪く両替できるところも限定的

23 現金（現地通貨） ★★★★★ 米ドルは大抵のところで重宝されるのでおすすめ

24 クレジットカード ★★★★★ VISA/MASTER各1枚ずつ持つ方のがベスト

25 国際キャッシュカード ★★★ 自身の預金口座に直結するため使いすぎ防止に役立つ

26 マイレージカード ★★ 当日持っていなくても、事後登録可

27 財布 ★★★★★ ○ 海外では高価な財布は控えめに（防犯対策）

28 セキュリティポーチ ★★★★★ ウェストポーチの方が体への負担少ない

29 自宅の鍵 ★★★★★ どこにしまったか忘れないように

30 バッグ類 スーツケース ★★★★★ コロコロの可動性高く取っ手部分がしっかりしたもの

31 スーツケースベルト ★★ ○ これをするのは日本人だけという噂も…個人的にはおすすめしない

32 バック止めるベルト ★★★ 荷物が多くなる人は便利

33 ネームタグ ★ ○ 最悪、航空会社からもらうタグで代用可

34 バックパック（ザック） ☆☆☆☆☆ ⾧期パッカーは50L以上の人が多い

35 ザックカバー ☆☆☆ 雨除け用

36 防犯用プロテクター ☆☆ ドミトリー利用時には安心。ただし最近はロッカーあり

37 サブバック（観光用） ★★★★★ スリ対策に前に抱えられる形状・サイズが良い

38 予備用バッグ（エコバッグ） ★★★ 海外ではビニール袋有料が多く持っていると便利

39 セキュリティ ダイヤルロック・鍵 ★★★★ ○ 壊されるときは壊されるが、あると少なからず牽制に

40 ワイヤーロック ★★ ○ 同上

41 電子機器類 SIMフリースマートフォン ★★★★★ ★ 安物でもいいのであると絶対便利

42 防水ケース ☆☆☆ ○ 水場（海・川・湖等）へ行く予定の人はおすすめ

43 自撮り棒 ☆☆☆ ○ セルフィーが好きな人必携

44 モバイルポケットWiFi ☆☆☆ 現地SIMカード購入に抵抗ある人はこちらがおすすめ

45 USB充電ケーブル ★★★★★ ★ ○ 断線を想定して予備ケーブル多めに

46 充電器 ★★★★★ ★ USB2個口以上ある充電プラグあると便利

47 モバイルバッテリー ★★★★★ ★ 10,000mAh以上がベター

48 海外用変換アダプタ ★★★★★ ★ ○ 充電器あってもこれなければ意味ないので絶対必携

49 一眼・コンパクトデジカメ ★★★★★ ★ カメラ好きは忘れずに

50 交換レンズ（一眼用） ☆☆☆☆☆ 一眼レフ愛用者は持って行かないと泣く

51 予備バッテリー ★★★ USB充電できないタイプは持っていくと安心

52 予備メモリーカード ★★★★ ★ 海外は高いので日本で用意

53 防水カメラ（Go Pro等） ☆☆☆ 水中に潜る予定の人はおすすめ

54 三脚（ミニ含む） ☆☆☆ ○ 星空や夕景、薄暗いときに威力発揮

55 ノートPC ☆☆☆ ブログ更新をPCでしたい人など

56 USBメモリ ☆☆☆ キーホルダータイプなど超コンパクトがおすすめ

57 タブレット ☆☆☆☆ 機内での暇つぶしに最適（Amazon Prime Kindleおすすめ）

58 電子書籍リーダー ☆☆☆☆ 機内での暇つぶしに最適（Amazon Prime Kindleおすすめ）

59 電源タップ ★★★ コンセントが少ない部屋などで重宝
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60 腕時計 ★★★ ○ 秒針が見えるタイプがベスト（暗くても時間が分かる）

61 目ざまし時計 ★★ ○ スマホでも代替可

62 懐中電灯 ★★★★ ○ 夜間動くとき、停電時にも活躍

63 オペラグラス ★★ 野生動物観賞するときに便利

64 トラベルグッズ ガイドブック ★★★ 紙は書き込み等便利だが、省スペース派はPDFで

65 地図 ★★ ネット不通の際などは紙での地図があると安心

66 会話集 ★★★ ○ 簡単な薄い会話集で十分。アプリでも代用可

67 電子辞書 ★★ オフライン検索がウリ。ただし貴重品増えるので管理が面倒

68 医薬品類 常備薬（頭痛薬、胃腸薬、下痢止め等）★★★★★ 飲みなれた薬持参（下痢等は現地薬の方が効くことも）

69 酔い止め薬 ★★★ 乗り物酔いしやすい人は必携

70 虫除け用品 ★★★★ 暑い国に行く人は必携

71 虫刺され軟膏 ★★★★ ムヒがおすすめ

72 生理用品 ☆☆☆☆ 現地で購入可。ただし質はイマイチ、余りが結構かさばる

73 絆創膏（傷パッド） ★★★ ○ 水に濡れても取れないタイプ

74 栄養サプリメント ☆☆☆ ○ ビタミン・鉄分が不足がちの人はおすすめ

75 お風呂・洗面周り 歯磨きセット ★★★★ ○ 安宿はアメニティがない場合もあるため

76 洗顔料 ★★★ ○ 日数分小分けにすると良い

77 メイク落とし ★★★ ○ 日数分小分けにすると良い

78 タオル（速乾タオル含む） ★★★ ○ 洗いやすく薄手がベスト

79 シャンプー・コンディショナー ★★★ ○ 日数分小分けにすると良い

80 携帯詰め替え容器 ★★ ○ 小分け用に便利

81 ボディソープ（固形石鹸含む） ★★★ ○ 固形石鹸は洗顔にも洗濯にも使える

82 電動シェーバー ☆☆☆ 男性はあると便利。女性もムダ毛処理に便利

83 カミソリ・髭剃り ☆☆☆ ○ 同上

84 ドライヤー ★★★ ★ 海外両用タイプおすすめ。寒い地域では大活躍

85 クシ・ブラシ ★★ ○ 身だしなみとして持っておく方が良い

86 アイケア用品 コンタクト本体（ハード・ソフト使い捨て）☆☆☆☆☆ 必要な人は必携。忘れるとイタイ。

87 コンタクト保存液等 ☆☆☆☆☆ 必要な人は必携

88 メガネ ☆☆☆☆☆ コンタクトを忘れてもメガネがあれば最悪しのげる

89 目薬 ☆☆☆ ドライアイがちな人は必携

90 エチケット用品 ポケットティッシュ ★★ ○ トイレットペーパーでも代用可

91 ウェットティッシュ ★★★★ ○ 食事の時やトイレなど気になる人は必携

92 トイレットペーパー ★★★★ ★ ○ 1ロール、つぶして持っていく

93 携帯ウォシュレット ☆☆☆ 必要な人は必携

94 制汗剤 ☆☆ 特に女性、必要があれば

95 日焼け日差し対策 日焼け止め ★★★★★ ★ 日本製おすすめ。海外のものはオイリー気味

96 サングラス ★★★★ 照り返しが強いところでも威力発揮

97 帽子 ★★★★ ○ 熱中症対策のほか寝ぐせ隠しにも役立つ

98 肌保湿対策 化粧水（普段使い用） ★★★★ ○ 使い慣れているものが良い

99 機内持ち込み用ミスト ☆☆☆ ○ 乾燥しやすい方は小型ケースに詰め替え

100 リップクリーム ★★★★ ○ 乾燥しやすい唇の人は必携

101 ハンドクリーム ☆☆☆ ○ 乾燥肌の人は必携

102 ボディクリーム・ローション ☆☆☆ ○ 乾燥肌の人は必携

103 綿棒・コットン ☆☆ ○ 海外でも購入可

104 メイクアップ関連 化粧品 ★★★★ ○ 使い慣れたもので

105 手鏡 ☆☆☆ ○ あると便利

106 爪切り ★★★★ ○ あると便利。ただし機内持ち込み要注意

107 整髪料 ☆☆☆ 使い慣れたもので

108 ヘアゴム ★★★ ○ あると便利。お菓子等の袋止めにもなる

109 機内リラックス対策 アイマスク ★★ ○ 明るいと眠れない人はおすすめ

110 耳栓 ★★ ○ 音が気になって眠れない人はおすすめ

111 マスク ★★ ○ 乾燥防止に。ただし、海外では外であまりつけないので目立つ

112 ネックピロー ★★ ○ あると首が疲れないから便利

113 スリッパ ★★★ ○ 機内以外にも、ホテルでも使える

114 イヤホン ★★★ ○ LCCはイヤホン貸してくれないこともあるので便利

115 薄手のブランケット ★★★ ○ 一枚あると防寒とシーツの代わりにもなるので便利

116 本 ☆☆☆ 暇つぶしに最適。ただしかさばる
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117 文房具 筆記用具（ボールペン） ★★★★★ ○ 入国カード書くのに必要。筆談でも結構使う機会多い

118 メモ帳 ★★★ ○ ちょっとしたことをメモっておくと良い

119 クリアケース、クリアファイル ★★ ○ 書類やチケットなどまとめて入れておくのに便利

120 電卓 ★★ ○ スマホでも代用可。100均でも購入可。買い物時便利

121 ハサミ、カッターナイフ ★★ ○ 機内には持ち込めないが、あると便利

122 服飾品（足回り） 靴（スニーカー、トレッキングシューズ等）★★★★★ 絶対必要

123 サンダル（ビーチサンダル含む） ★★★★ ★ ○ ちょっとした外出、ホテルの部屋でも使える

124 靴下 ★★★★ ○ あると便利

125 ストッキング ☆☆☆☆ ○ 薄手で保温性高く、寒い地域では重宝する

126 衣類 下着 ★★★★★ ○ 使い捨てが使える

127 着替え ★★★★★ 2～3日分あればOK

128 上着（パーカー等はおるもの） ★★★★ 空調がきついときなどに羽織るものあると良い

129 Tシャツ ★★★★ 2～3枚あると良い

130 パンツ、ワンピース等 ★★★ ⾧いのと短いのそれぞれ1着あれば足りる

131 部屋着、パジャマ ★★★★ あるとリラックスできる

132 フォーマルウェア（靴含む） ☆☆☆ ドレスコードが必要なところに行く予定の人

133 防寒衣類 防寒着（ウルトラライトダウン等） ★★★★★ ★ かさばらず保温性に優れたライトダウンがおすすめ

134 手袋・マフラー ★★★ ○ 寒い地域に行く予定の人は必携

135 ストール ☆☆☆☆ ★ 日差し除けにも防寒にもなるので1枚あると便利

136 使い捨てカイロ ★★★ ○ 寒い地域に行く予定の人は必携

137 雨よけ対策 折りたたみ傘 ★★★★ ○ 携帯性に優れた軽いものがおすすめ

138 雨具（レインウェア） ★★★★ ★ レインウェアおすすめ（両手が空くので便利）

139 水泳用品 水着 ★★★★ 泳ぐ予定の人は必携（現地でも購入可）

140 ⾧袖ラッシュガード ★★★ 焼けたくない人、水が冷たいときには便利

141 防水バッグ ★★★ ボートに乗るときなど便利。洗濯用バケツにもなる

142 生活用品 日本製の買い物ビニール袋 ★★★★★ 日本製のビニールが一番丈夫で使いやすい

143 ジップロック ★★★★★ ★ ○ 空港の液体検査やちょっとした小物分けに利用

144 洗濯洗剤 ★★★★ ★ ○ 自分で洗濯する人は必携。粉洗剤の方が適量使えて便利

145 洗濯紐 ★★★★ ★ ○ ホテルで洗濯後、乾かすところがないとき便利

146 洗濯バサミ ★★★ ★ ○ あると便利

147 ハンガー ★ ○ ホテルの部屋にもたいていある

148 ビニールヒモ ★★★★ ○ 洗濯紐にも応用可

149 圧縮袋 ★★★★ ○ 荷物が多い人は必要

150 S字フック ★★★★ ★ ○ 海外のトイレはフックがないことが多いので便利

151 ソーイングセット ★★★ ★ ○ 何かがほつれたときにサッと直せるのは便利

152 食品 インスタント食品 ★★★ ○ 日本食が恋しい人は味噌汁、スープ等持参するもよし

153 ティーバッグ ★★★ ○ お茶を飲んでリラックスしたい人は持参するもよし

154 お菓子（飴、ガムなど） ★★★ ○ 海外の飴やガムは美味しくないことが多いので日本での購入を勧める

155 クリップ（開封済みを留める） ★★★ ○ 袋菓子や試供品化粧水等、使い切れない分クリップ保管

156 ペットボトル ★ ○ 欧州など高いので初日用にあってもいいかも

157 ドリンクホルダー ★ ○ あると便利

158 海外の人への土産 折り紙 ☆☆☆ ○ 日本の折り紙は芸術的なので喜ばれる。メモにも使える

159 日本のポストカード ☆☆☆ ○ 日本の風景、浮世絵、相撲絵など日本を象徴する絵はがき人気

160 娯楽品 トランプ ☆☆☆ ○ 暇つぶしに最適。ただしかさばる

161 【バックパッカー向け】

162 アーミーナイフ（小型） ★★★ ○ 機内には持ち込めないが、あれば色々使える

163 ヘッドライト ★★★★★ ★ ○ 両手が空くので懐中電灯より便利

164 ローソク ★★ ○ 停電対策

165 ライター ★★ ○ 現地で購入しても良い。今はUSBライターもある

166 コイルヒーター（携帯湯沸かし器） ★★★★ 自炊派は重宝

167 マイカップ ★★★ ★ ○ 金属製のほか、最近はシリコンの折りたたみコップあり

168 折りたたみバケツ ★★★ 釣り用は洗濯用に代用可

169 ガムテープ ★★★ ○ ザックが破れたときなど補強に便利。海外製ガムテは質悪い

170 手荷物用はかり ★★ LCCを利用する人は大活躍
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