
Ｕｎｉｔｅｄ航空Ｕｎｉｔｅｄ航空Ｕｎｉｔｅｄ航空Ｕｎｉｔｅｄ航空 
（お子様の一人旅） 

ご両親、法的保護者、または 18歳以上の方の付添いなしでご搭乗される 5～11歳のお子様

は「同伴者なしの未成年」とみなされ、このようなお子様の一人旅には特別な規定が適用

されます。お子様の一人旅は、united.com から、またはユナイテッドお客様相談センター

もしくは最寄りの旅行代理店を通じてご予約いただけます。 

 

同伴者なしの未成年のご旅行には次の規定が適用されます同伴者なしの未成年のご旅行には次の規定が適用されます同伴者なしの未成年のご旅行には次の規定が適用されます同伴者なしの未成年のご旅行には次の規定が適用されます 

 

•同伴者なしの未成年は、ユナイテッドまたはユナイテッドエクスプレス（United Express®）

が運航するフライトのみをご利用いただけます。他の航空会社のフライトとの乗り継ぎを

含む旅程では、同伴者なしの未成年を対象としたユナイテッドのサービスをご利用いただ

けません。2013 年 12 月 5 日以降にご購入された航空券の場合、一人旅のお子様のご利用

は直行便のみとさせていただきます。 

•5歳未満のお子様の一人旅はできません。 

•5～11 歳のお子様の一人旅では、同伴者なしの未成年を対象としたサービスをご利用いた

だく必要があります。 

•お子様の一人旅が許可されたフライトでは、12～17歳のお子様は、同伴者なしの未成年を

対象としたサービスを有料でご利用いただくことも、大人としてご旅行いただくこともで

きます。お子様の一人旅サービスの手配をご希望の場合は、ユナイテッドお客様相談セン

ター、または最寄りの旅行代理店にお問い合わせください。 

 

 

一人旅をされるお子様には、大人運賃が適用されます。一人旅をされるお子様には、大人運賃が適用されます。一人旅をされるお子様には、大人運賃が適用されます。一人旅をされるお子様には、大人運賃が適用されます。 

 

お子様が一人旅をされる際は、サービスを提供させていただくため、追加料金が別途かか

ります。これらの料金については、ご予約時にご確認ください。 

 

2013年 2月 7日以降に航空券をご購入いただいた場合、ユナイテッドで渡航されるお子様

の一人旅には、目的地を問わず片道 US$150のサービス料金が適用されます。2013年 2月

7日より前に航空券をご購入いただいた場合のお子様一人旅のサービス料金は、片道US$99

です。 

 

サービス料金は、ご予約時にお支払いいただくか、ご出発前にユナイテッド航空のチェッ

クインカウンターでお支払いください。旅行代理店を通じてご予約いただいた場合も、サ



ービス料金が徴収されることがあります。 

 

 

子供一人で国際線に乗ることはできますか？子供一人で国際線に乗ることはできますか？子供一人で国際線に乗ることはできますか？子供一人で国際線に乗ることはできますか？ 

 

一人旅に該当するお子様、またはお子様の一人旅サービスをご利用のお子様は国際線にお

乗りいただけますが、同伴者なしの国際線でのご旅行は小さいお子様には不向きな場合が

ありますので、十分にご考慮ください。小さいお子様には、米国内線の直行便のご利用を

お勧めします。お子様の渡航先が国外の場合は、ご出発前に必ず、出発国および渡航国で

必要な旅行書類をご確認のうえ、その他に必要なものがないかどうかを最寄りのユナイテ

ッド航空お客様相談センターにお問い合わせください。 

 

子供を一人旅させる場合に、航空会社に提示する必要のある情報を教えてください。子供を一人旅させる場合に、航空会社に提示する必要のある情報を教えてください。子供を一人旅させる場合に、航空会社に提示する必要のある情報を教えてください。子供を一人旅させる場合に、航空会社に提示する必要のある情報を教えてください。 

 

一人旅をされるお子様をお引き受けするにあたっては、次の情報が必要となります。ご予

約の際に、係員にお伝えください。 

•空港までお子様をお連れになる方のお名前（フルネーム）。 

•その方のご自宅、携帯、または勤務先の電話番号および住所。 

•目的地でお子様をお迎えになる方のお名前（フルネーム）。 

•その方のご自宅、携帯、または勤務先の電話番号および住所。 

 

目的地で子供を迎える者が把握しておく必要のある情報を教えてください。目的地で子供を迎える者が把握しておく必要のある情報を教えてください。目的地で子供を迎える者が把握しておく必要のある情報を教えてください。目的地で子供を迎える者が把握しておく必要のある情報を教えてください。 

 

お子様をお迎えになる方は、お子様のご旅程に関するあらゆる詳細情報を把握しておくこ

と、およびお客様または航空会社にフライトの到着時刻を確認できるようにしておくこと

が必要です。また、お子様をお迎えになる方は、お客様が航空会社に提示した情報と正確

に一致する必要があります。お子様をお迎えになる方には、早めに空港に到着するように

し、到着後はお客様に連絡するようにお伝えください。万一、お子様をお迎えになる方が

空港に到着したかどうか確認が取れない場合は、代わりの方を手配し、航空会社にその旨

をご連絡ください。 

 

出発時、空出発時、空出発時、空出発時、空港にはどの程度早く到着していればよいですか？港にはどの程度早く到着していればよいですか？港にはどの程度早く到着していればよいですか？港にはどの程度早く到着していればよいですか？ 

 

出発空港には、通常の所要時間よりさらに 30分以上早くお越しください。空港のサービス

係員が、お子様のご予約に必要な情報を確認し、足りない情報がある場合はその場でお伺

いいたします。そしてお子様の航空券カバーに添付されている Young Traveler（ヤングト



ラベラー）フォームに必要事項を記入します。 

 

お見送りの方には、お子様と一緒にセキュリティ検査を通過することができるチェックポ

イントパスをお渡しいたします。お見送りの方は、お子様がご搭乗された航空機が出発す

るまで、搭乗ゲートでお待ちいただきます。セキュリティの関係により、一部の空港では

搭乗ゲートまでお見送りできないことがありますのであらかじめご了承ください。そのよ

うな場合は、ユナイテッド航空の係員がお子様をエスコートいたします。 

 

一人旅をされるお子様は、ユナイテッド航空の特別なお客様として、ご搭乗の際も優先的

にご案内させていただきます。優先的にご搭乗いただいた後、お子様には客室乗務員より

次のサポートサービスをご提供いたします。 

•ご挨拶 

•時間に余裕がある場合は、操縦席の見学 

•座席案内、手荷物収納の補助 

•機内での安全についての説明 

•化粧室の確認 

 

機内まで子供に付き添うことはできますか？機内まで子供に付き添うことはできますか？機内まで子供に付き添うことはできますか？機内まで子供に付き添うことはできますか？ 

 

搭乗ブリッジおよび機内は空港制限区域内であり、航空券をお持ちのお客様以外の立ち入

りは禁止されています。そのため、お見送りの方には、ターミナルでお子様とお別れをし

ていただきます。ユナイテッド航空の係員がお子様を機内へエスコートし、客室乗務員へ

お引き渡しいたします。お見送りの方は、お子様がご搭乗された航空機が離陸するまで、

できる限り、搭乗ゲートのロビーエリアでお待ちいただきますようご協力をお願いいたし

ます。また、航空機はさまざまな理由によりゲートに引き返す場合もありますので、航空

機がゲートを出発し、離陸してもしばらくの間はロビーエリアにお残りいただくことをお

勧めいたします。 

 

子供が機内でより快適に過ごせるようにするにはどうすればよいですか？子供が機内でより快適に過ごせるようにするにはどうすればよいですか？子供が機内でより快適に過ごせるようにするにはどうすればよいですか？子供が機内でより快適に過ごせるようにするにはどうすればよいですか？ 

 

フライト中に機内で起こりえることについて、お子様に十分にご説明ください。特に、航

空機に初めてご搭乗されるお子様の場合はご注意ください。最終目的地でお子様をお迎え

する方について、お子様に十分にご説明ください。また、航空機の遅延、キャンセルなど、

問題が発生した場合に、お子様が連絡できるように、お迎えになる方の連絡先を持たせて

ください。フライト中や乗り継ぎ時間のために、お子様にスナック（ジェル状または液状

の物はお避けください）や本、静かに遊べる玩具などを持たせてください。また、何かの



ときのために少額の現金を持たせることをお勧めいたします。最後に、ご旅行中の適切な

行動について、お子様とよく話し合ってください。お子様自身の行動だけでなく、他の乗

客の行動についても話し合ってください。そのうえで、他の乗客がお子様に不快感や恐怖

感を与えるような行動を取った場合には、客室乗務員や航空会社の係員にただちに知らせ

るように、お子様にご説明ください。 

 

フライト中、子供に食べ物は提供されますか？フライト中、子供に食べ物は提供されますか？フライト中、子供に食べ物は提供されますか？フライト中、子供に食べ物は提供されますか？ 

 

飲食物を販売しているフライトでは、お子様に食品を無料で 1 品、お出ししております。

飲食物を販売していないフライトの場合は、フライト中のお子様のために、スナックをご

用意いただくことをお勧めいたします。3.4 オンス（約 96 グラム）を超える量の、ジェル

状または液状のスナックはお避けください。3.4オンス以下の場合は機内持ち込みが可能で

すが、検査のため、セキュリティチェックポイントで、TSA に申告していただく必要があ

ります。  

 

到着時のサービスについて教えてください。到着時のサービスについて教えてください。到着時のサービスについて教えてください。到着時のサービスについて教えてください。 

 

着陸後、航空会社の係員がお子様を到着エリアにエスコートし、お迎えに来られている方

にお引き渡しいたします。お子様には、制服を着た航空会社の係員が到着エリアにエスコ

ートするので、必ず係員を待つようにご説明ください。年長のお子様の場合は、係員がい

なくても一人で空港内を移動できると思いがちですが、必ず係員を待つようにご説明くだ

さい。お一人で行動された場合、ユナイテッド航空のお子様の一人旅に関する規定に違反

することとなり、お子様や保護者の方に不要なご心配をおかけするだけでなく、お子様自

身を危険にさらすことになります。 

 

子供の旅行中にフライトの遅延、キャンセル子供の旅行中にフライトの遅延、キャンセル子供の旅行中にフライトの遅延、キャンセル子供の旅行中にフライトの遅延、キャンセル、その他の問題が発生した場合はどうなりま、その他の問題が発生した場合はどうなりま、その他の問題が発生した場合はどうなりま、その他の問題が発生した場合はどうなりま

すか？すか？すか？すか？ 

 

フライトがスケジュールどおりに運航されないと、お子様は特に不安になられると思いま

す。天候またはその他の理由による遅延およびキャンセルが発生した場合、ユナイテッド

航空はお客様および目的地でお子様をお迎えになる方に、その旨をご連絡いたします。ま

た、フライト状況は united.comでご確認いただくこともできます。お子様には、常にユナ

イテッド航空の係員と一緒にいるようにお伝えください。また、お子様がお客様に連絡で

きるようにテレホンカードを持たせたり、コレクトコールのかけ方を教えておくことをお

勧めいたします。 

 



 

Young Travelers Club（ヤングトラベラークラブ）（ヤングトラベラークラブ）（ヤングトラベラークラブ）（ヤングトラベラークラブ） 

Young Travelers Club（ヤングトラベラークラブ）は安全な専用エリアで、一人旅をされる

お子様がフライトやお迎えの方を待つ間の待機場所として、一部の空港でご利用いただけ

ます。クラブにはユナイテッド航空のスタッフが常駐し、待ち時間にお子様が退屈しない

ようエンターテインメントやスナックを提供しています。さまざまなエンターテイメント

やスナックをご用意しております。 

ユナイテッドの Young Travelers Clubは、クリーブランド、デンバー、ジョージ・ブッシ

ュ・インターコンチネンタル、ニューヨーク、ニューアーク・リバティーおよびワシント

ンダレスの各空港で、毎日ご利用いただけます。 

空港空港空港空港 Young Travelers Club所在地所在地所在地所在地 

クリーブランド（CLE） ゲート C29の隣、コンコース C 

ゲート D12の向かい、コンコース D 

デンバー（DEN） ゲート B46の向かい、コンコース D 

ジョージ・ブッシュ・インターコ

ンチネンタル（IAH） 

ユナイテッドクラブ SMの隣、ターミナル B 

ゲート C34の向かい、ターミナル C 

ニューヨーク、ニューアーク・リ

バティー空港（EWR） 

ユナイテッドクラブの隣、チェックポイン

ト C2と C3間のメインコンコース  

ワシントンダレス（IAD） ゲート D4の向かい、コンコース D4 

ユナイテッド航空のユナイテッド航空のユナイテッド航空のユナイテッド航空の Young Travelers Club担当スタッフの業務内容：担当スタッフの業務内容：担当スタッフの業務内容：担当スタッフの業務内容： 

 一人旅に不安を感じている未成年者をサポート 

 十分な量のスナックをご用意 

Young Traveler Clubのご利用についてのご利用についてのご利用についてのご利用について 

 ユナイテッド航空の係員がお子様を Young Travelers Clubへご案内し、クラブ担当

スタッフにお子様の旅券等を手渡します。 

 お子様の旅券等は、お客様のご到着あるいはお子様のご搭乗までクラブ担当スタッ

フがお預かりいたします。 

 出発時間に合わせて、ユナイテッド航空の係員がお子様を搭乗便までエスコートし、

客室乗務員にご紹介いたします 

 

 

 

 



 

Ｄｅｌｔａ航空Ｄｅｌｔａ航空Ｄｅｌｔａ航空Ｄｅｌｔａ航空 
 

お子様の一人旅お子様の一人旅お子様の一人旅お子様の一人旅  

お子様にとって一人旅は、ドキドキするような経験となることでしょう。 デルタ航空は、

お子様の一人旅をサポートいたします。 当社の目標は、全てのお客様、特にお子様に安全

かつ確実、快適に一人旅をしていただくことです。 未成年者旅行プログラムでは、安全性

をよりいっそう高めると同時に、確実で快適なプロセスをご用意しています。 

 

お子様の一人旅についてお子様の一人旅についてお子様の一人旅についてお子様の一人旅について      

• 保護者または指定された付き添いの方は、大人の同伴なしの未成年とともに出発ゲ

ートへ行き、飛行機が離陸するまで付き添う必要があります。 

• お子様を迎えにくる指定の大人の変更は、お電話のみで受け付けております（電話

番号： 800-221-1212）。空港での変更はできません。 

• お子様が別の都市で乗り継ぐ場合、デルタ航空または提携会社の従業員がご案内し

ます。 

• 保護者または付き添いの大人は、到着予定の 1 時間前までに目的地の空港に到着し、

ゲートパスを受け取る必要があります。 

• お子様の引き渡しの前に、有効な身分証を提示する必要があります。 

• ご質問や不明な点は、デルタ航空 800-221-1212 にお問い合わせください。 

 

未成年者旅行プログラム未成年者旅行プログラム未成年者旅行プログラム未成年者旅行プログラム 

未成年者旅行プログラムは、18 歳以上の成人あるいはお子様の親または法的な保護者が同

じ客室クラスで旅行される場合を除き、5 ～ 14 歳の全てのお子様に適用されます。 15 ～ 

17 歳のお子様については任意での適用となります。 

 

年齢の要件年齢の要件年齢の要件年齢の要件 旅行が許可される場合旅行が許可される場合旅行が許可される場合旅行が許可される場合 / 不可の場合不可の場合不可の場合不可の場合 

   

4 歳以下 
一人旅は不可不可不可不可（18 歳以上の旅客が同伴する

必要あり） 

5-7  ノンストップ便ノンストップ便ノンストップ便ノンストップ便のみ可 



年齢の要件年齢の要件年齢の要件年齢の要件 旅行が許可される場合旅行が許可される場合旅行が許可される場合旅行が許可される場合 / 不可の場合不可の場合不可の場合不可の場合 

8-14 ノンストップ便ノンストップ便ノンストップ便ノンストップ便とお乗り継ぎ便お乗り継ぎ便お乗り継ぎ便お乗り継ぎ便で可能 

15-17 歳（同伴者なしの未成年として

旅行することを選択した場合） 
ノンストップ便ノンストップ便ノンストップ便ノンストップ便とお乗り継ぎ便お乗り継ぎ便お乗り継ぎ便お乗り継ぎ便で可能 

プログラム規定プログラム規定プログラム規定プログラム規定    

• 付き添いのない未成年のお客様には大人運賃をお支払いいただきます 

• デルタ航空およびデルタ・コネクションで旅行可能（デルタ・コネクションとして

運航されているアメリカンイーグル便を除く）。 

• 国内線および国際線の旅程で旅行可能。 

• 大人の同伴なしの未成年者のお乗り継ぎは、他のデルタ航空便、デルタ・コネクシ

ョン（アメリカンイーグルを除く）、エールフランス航空、KLMオランダ航空のみ

可能。 

• 最終乗り継ぎ便での旅行は不可。 

• 深夜便 (9pm-5am) のご利用は不可。  対象となるお乗り継ぎ便が同空港からご利

用いただけない場合に限って、以下の例外が適用となります。  

• 国際線フライト 

• 短距離の国内線フライト (2 時間以内のノンストップ便) 

• アラスカおよびハワイ発着便 

• 乗り継ぎ便が 1 便のみで、その日の最終便である地域 

 

プログラム手数料プログラム手数料プログラム手数料プログラム手数料 

未成年者旅行プログラムをご利用いただくには、片道 $100 米ドル/カナダドル/ユーロの手

数料が必要となります（カナダをご出発の場合はカナダドル、ヨーロッパをご出発の場合

はユーロがそれぞれ適用されます）。 手数料は国内線と国際線に適用されます（ノンスト

ップおよび乗り継ぎ便）。発券された大人運賃に加えて請求されます。 

 

 手数料の詳細手数料の詳細手数料の詳細手数料の詳細 

• 5～14 歳の場合、および保護者が 15～17 歳のお子様をプログラムに登録する場合、

手数料を申し受けます。 一緒に旅行するお子様の人数が 4 名までの場合は、手数

料は 1 名様分のみ申し受けます。 

• 手数料は、チェックイン時またはご予約時に、片道ずつまたは往復でお支払いいた

だけます。 

• フライトのご利用後は手数料は払い戻しできません。 

  



保護者の方へのアドバイス保護者の方へのアドバイス保護者の方へのアドバイス保護者の方へのアドバイス 

 

予約予約予約予約 

同伴なしの未成年者によるご旅行のご予約については、必要書類が全て揃っていることを

確認するため、デルタ航空予約センターまでご連絡いただく必要があります。 オンライン

または旅行会社でご予約された場合は、800-221-1212 までお電話のうえ、係員にその旨を

お伝えください。 

 

手荷物について手荷物について手荷物について手荷物について 

機内持ち込み手荷物は最小限にしてください。機内持ち込み手荷物および受託手荷物の外

側または内部に身分証明および連絡先の情報を添えてください。 

 

エンターテイメントとお食事エンターテイメントとお食事エンターテイメントとお食事エンターテイメントとお食事 

食事のサービスがない場合がります。機内でめしあがれるものをお持ちください。また、

本やゲームなどをご用意ください。 

 

旅行に関する特別サービス旅行に関する特別サービス旅行に関する特別サービス旅行に関する特別サービス 

お子様に旅行の流れをご説明ください。お子様が旅行中にサポートが必要な場合、または

質問がある場合は、デルタ航空の係員以外には頼まないようにしてください。 また、バッ

ジをつけたデルタ航空係員が同伴する場合を除き、空港、ゲートエリア、または飛行機を

決して離れることのないようご説明ください。 安全を確保し、無事にお子様を目的地まで

お連れするために、旅行中お子様が特別に必要とするものがございましたら、ゲート係員

に忘れずにお伝えください。 お子様の旅程に変更があった場合は、係員から保護者の方へ

ご連絡いたします。 

 

チェックイン必要条件チェックイン必要条件チェックイン必要条件チェックイン必要条件 

国内線は少なくとも出発の 90 分前、国際線は 2 時間前までに空港に到着されるようお願

いいたします。 デルタ航空のカウンターに進み、特別サービスの窓口で係員までお申し出

ください。 

 

注：注：注：注：同伴なしの未成年者については、セルフサービスチェックインはご利用いただけませ

ん。 

 

同伴なしの未成年者のチェックイン必要条件同伴なしの未成年者のチェックイン必要条件同伴なしの未成年者のチェックイン必要条件同伴なしの未成年者のチェックイン必要条件 

同伴なしの未成年者のチェックイン時に、保護者 (18 歳以上) が付き添う必要があります。 

 



米国外では、同伴なしでご旅行になる未成年者をご搭乗ゲートまでお連れいただけない空

港もあります。 保護者の方は、フライトが離陸するまで空港で待機していただく必要があ

ります。チェックインの手続きを行う際には、運航状況を確認できる待機場所についてデ

ルタ航空係員までお尋ねください。 

 

注：注：注：注：同伴なしの未成年者が 1 人でカウンターにおいでになっても、デルタ航空の係員はチ

ェックインをお受けすることができません。その場合、チェックイン手続きを行うために、

空港までお戻りになられるよう保護者の方に連絡をいたします。 

 

チェックインの際は、付き添いの方に下記の情報をご提示いただく必要があります：チェックインの際は、付き添いの方に下記の情報をご提示いただく必要があります：チェックインの際は、付き添いの方に下記の情報をご提示いただく必要があります：チェックインの際は、付き添いの方に下記の情報をご提示いただく必要があります：       

• 写真付き身分証明書（運転免許証など） 

• 身分証明書に記載された住所 

• 連絡先電話番号（変更または緊急時連絡用） 

• 目的地で同伴なしの未成年者を迎えに来る大人の方の氏名、住所、および電話番号 

次のステップ次のステップ次のステップ次のステップ 

チェックイン情報の確認後、同伴なしの未成年者の手数料および受託手荷物の追加手数料

（該当する場合）をお支払いいただきます。 付き添いの方は以下の重要な点についてご注

意ください： 

• 目的地で迎えに来る方に変更がある場合、デルタ航空 800-221-1212 にお電話いた

だき、新しい情報を伝えること 

• 到着後、チェックイン時に指定された方以外の人物が目的地でお子様を迎えにきた

場合、デルタ航空の係員は出発地にてお子様のチェックインに付き添った人物に連

絡をとり、迎えにきた方について確認すること 

• 目的地で大人の同伴なしの未成年者を迎えにくる大人は、ゲートで出迎えるためゲ

ートパスを入手すること 

• 出発地において、付き添いの大人は、お子様のフライトが離陸するまでゲートに待

機する必要があることを確認していただくこと 

プログラム規定の確認が終了しますと、付き添いの大人は提供された全ての情報が正しい

ものであり、またその内容を理解したことを示す書類にサインをする必要があります。 

 

チェックインの完了チェックインの完了チェックインの完了チェックインの完了 

同伴なしの未成年者のチェックイン手続きは、係員が以下を行うことにより完了しま

す：        

• 身分証としてお子様の手首にリストバンドをつけます 

• すべての旅行書類（搭乗券、大人の同伴なしの未成年者の書類など）およびその他

の書類（パスポート、領収書、受託手荷物引換証など）が入った、旅行中に使用す



るパッケージを用意します 

 

搭乗ゲートでの手続き搭乗ゲートでの手続き搭乗ゲートでの手続き搭乗ゲートでの手続き 

ゲートに到着後、大人の同伴なしの未成年者はゲート係員によるチェックイン手続きを行

い、最初にご搭乗いただきます。 

 

注：注：注：注：お子様がご搭乗の際は、付き添いの方が必ずゲートで立ち会っていただく必要があり

ます。 付き添いの方は、お子様が搭乗された便が離陸した後でゲートエリアを出ることが

できます。 これは、大人の同伴なしの未成年者に常に誰かが付き添っていることを確認す

るための手順です。 

 

デルタ航空スカイゾーンデルタ航空スカイゾーンデルタ航空スカイゾーンデルタ航空スカイゾーン 

デルタ航空スカイゾーンは、同伴者のいないお子様にお乗り継ぎまでの時間を安全に過ご

していただくための場所で、お子様がご両親や保護者の方に連絡する際には無料で電話を

ご利用いただけます。また、書籍、テレビ、ゲーム、おもちゃなど、お子様向けに様々な

アクティビティをご用意しています。 デルタ航空スカイゾーンにはデルタ航空の従業員が

常駐し、お子様が安全かつ快適に過ごせるようサポートします。デルタ航空スカイゾーン

は、アトランタ、シンシナティ、デトロイト、ニューヨーク-JFK、ロサンゼルス、メンフ

ィス、ミネアポリス、およびソルトレイクシティの各空港に設置されています。 


