
Opal Card 申請方法/使い方簡単マニュアル 

◆「Opal card」 って何？ 

オパールカードは、日本の首都圏で使われる「Suica」のような、タッチ&ゴー式交通カードです。シドニーで

は最近導入がされ、2014年9月1日より、従来式の紙のチケット販売を制限し始め、本格的な運用へと移行

しています。 

◆どうやって使うの？ 

オパールカードは、交通機関に乗り降りする際に、カードをポートに

かざすだけです。乗る際に乗車駅やバスで「Tap Oｎ」し、降りる際に

「Tap off」します。 

自動的に運賃が計算され、アカウントにあるチャージ残高からその

運賃が差し引かれます。 

◆もう紙のチケットは買えないの？ 

オパールカードの本格導入に伴い、一部の紙のチケットが2014年9月1日より発売終了し

ました。 

今現在購入可能な紙のチケットは、My Train アダルトのシングル（片道）・リターン（往復）

（※オフピーク往復は廃止）、My Multi アダルト（Day/Weekly）、My Ferryアダルトのシングル・

リターン、My Bus アダルトのシングル・Travel Ten（10回券）、Light Railアダルトのシングル、

リターン、デイパス、Weeklyです。 

◆Tap Offし忘れちゃったらどうなるの？ 

Default Fare（最大距離乗った場合の額）が引き落とされますので、

◆Opal Cardのメリット！ 

・チケットを買うために列に並ばなくいい。 

・カードをリーダーにかざすだけでいいので、すばやく乗り降り可能！ 

・1時間以内の降車なら、途中下車も無料！１travelとみなされます。（フェリーでは、130分間以内） 

・オフピークの時間帯は、30％OFF（平日朝７～９時と夕方4時～6時半以外） 

・８回使ったら、その週のうちは無料！ 

・日曜日は2.50ドル均一 

・空港通行税は21ドル/週が最大 

・一日最高15ドルまで/週で最高60ドルまでしか交通費がかかりません。 

◆Tap Onしたあとキャンセルする方法 

30分以内に、Tap Onした駅で再度カードをリーダーにかざします

と、Reversal（キャンセル）になります。 

◆Opal Card用語 

・Top Up ： カードに入金（チャージ）すること 

・Tap On：乗る際にカードをかざすこと 

・Tap Off：降りる際にカードをかざすこと 

・Value：カード残高 

・Default Fare：Tap Offし忘れてしまった際に支払わねばならない額 

◆Opal cardの入手について 

・Opal Cardの新規購入方法は、次のページより解説しています。 

・Opal Card購入手数料は一切かかりません。ただし、最低限の初期チャージ額である40ドルが必要です。 

・購入には、Opal card購入者の個人情報、セキュリティ情報、カード届け先住所、クレジットカード（VISAかMastercard）が必要です。 

・配送に５～７営業日かかります。 

・カード到着後は、Acticate作業を行います。 

・9年間使わないと、カードの有効期限が切れます。 

・チャージは、店頭、オンライン（opal.com.au）、電話などで可能です。 

◆Opal Cardについてもっと詳しく知りたい！ 

・Q＆Aページ（英語）： 
https://www.opal.com.au/en/faqs/ 

・日本語案内: 
https://www.opal.com.au/en/documents/japanese.pdf 
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２、トップ画面にある、「Order an Opal card」をクリックします。 

３、Choose  an Opal card 

16歳以上の学生ビザ、WHビザ、観光ビザの方

は「Adult」をお選びいただきます。 

「I want to order an Adult Opal card」をクリックし

てください。 

１、 opal cardのメインページ  に行きます。 
https://www.opal.com.au/ 
 

４、確認のポップアップ画面 

利用できる路線などの案内が出ますので、下までスクロールし、

「Continue ordering an Opal card」をクリックしてください。 

Opal Card を新しく買う方法 
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５、Enter your details （個人情報の入力）  
 

カードお申込の際の個人情報を入力します。 
------------------------------------------------------------------ 

Titile： タイトル 

（男性ならMr.  女性未婚ならMiss. 女性既婚ならMrs. 

女性全般Ms. 医者やドクターの場合Dr.をお選びください） 

First Name： 下の名前 

Last Name ：名字 

Address：住所 

City/Suburb：サバーブ（都市）名 

State/Province/Region：州 

Postcode/ZIP：郵便番号 

Contry：国 

Date of Birth：誕生日 

※Day（日） Month（月） Year（年）の順です。 

Mobile Phone：携帯電話番号 

Email Address：メールアドレス 

Choose a username：ユーザー名を選んでください。 

※このUsernameは、Opal アカウントにOnlineでログインする際

などに必要になります。  

※Usernameは、Email Addressと同じにすることが推奨されてい

ます。Email Address 欄にメールアドレスを入力しますと、「Use 

your email address as your username」というチェック欄が表示さ

れ、それをチェックすると、メールアドレスがコピーされます。 
 

Choose a password：Opaｌ アカウントにOnlineでログインされる際

のパスワードをお選びください。 

こちらは、最低８文字以上、うち、最低１文字は大文字、最低1

文字は数字である必要があります。 

Confirm password：パスワードの確認。再度入力してください。 

Choose an Opal PIN：Opaｌカードを認識する４桁のPIN番号を決

めてください。この番号は大切に保管してください。 

Choose a security question：PINをなくした時用の秘密の質問を

選んでください。 

母親の旧姓 

生まれた町の名前 

父親のミドルネーム 

初めて通った学校の名前 

初めてのペットの名前 

What is the answer to your Secirity Question?：ここに、選んだ質問に対

する答えを入力してください。 
To confirm you are a human(Not a robot), please enter the words as 

you see them above：人間であることを確認するために、画像内の文字

を入力してください。 

I accept the Opal Terms of Use：Opalカードの規約に同意します。チェッ

クボックスをチェックしてください。 

Woudl you like to hear about our promotions?：お得な情報を受け取り

たいですか？受け取りたい場合はチェックしてください。 
------------------------------------------------------------------ 

Save and continue：入力情報を確認し、こちらをクリック 

[opal.com.au]へのアカウント登録が終わりました！ 
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６、Choose a nickname for your Opal 

card（Opal cardのニックネームを決めま

す） 

一人で複数のOpal cardを持つこともでき

ますので、Cardを認識するためのニック

ネームを決めます。 

「Enter your card's nickname here」にニッ

クネームを入力してください。 

その後、「Continue with your Opal card」

をクリックします。 

７、Add  value to your Opal card（チャージします） 

新しいOpal Cardをオーダーする際、最低40ドル以上チャージ（Top Up）する必

要があります。Top Up Amountから金額を選びます。 

Top Up type（チャージ方法） 

チャージする方法を2種類から選びます。 
 

１）Automatic top up on low balance 

チャージ残高が10ドルを切ると、自動的に上で選んだチャージ額がチャージされます。 
 

２）One off top up 

自動的にチャージされませんので、残高がなくなってきたら、オンライン、店頭、電話などでチャージします。 

 
 

上記を選んだら、「Delivery Details」をクリックします。 
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８、Please confirm your order details（配達情報の確認） 

Order Information（オーダー情報）で、金額が表示されます。 

金額を確認し、もし変更されたい場合は、「Remove（取り除く）」や「Change amount（金額の変更）」から 

編集してください。 
 

Where would you like your order delivered ?（どこに配達したいですか？） 

こちらで、Opal Cardの配送先住所を入力します。 

もし、配送先が先に登録した住所で良い場合、「Address」を選択してください。 

もし、配送先を別の住所にしたい場合、「Delivery address」を選択しますと、さらにDelivery Addressを入力する欄が表示されま

すので、配送先住所を入力してください。 

確認しましたら、「Enter payment details」をクリックします。 
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※この翻訳情報源はＩＣＮオーストラリア留学情報館にございます。 

無断での転載・譲渡は固く禁じます。 

またこの情報は2014年9月1日現在に基づくものであり、申請内容は予告なしにいつでも変更されます。 

この申請書マニュアルに基づくいかなる結果についても一切弊社では責任を負いかねます。 

もし申請に心配がある際には、ＩＣＮオーストラリア留学情報館スタッフにご相談ください。 

９、Please enter your paymenr details（お支払い方法

の確認） 

Order Information（オーダー情報）で、金額が表示さ

れます。 
 

Order delivery address：配送先住所 
 

Delivery type：配送方法と配達にかかる日数の予想、

そして配送料が表示されます。 
 

Final Cost：合計額 
 

Payment Details：お支払い情報 

VISAとMastercardのみの対応となっています。 

Credit Card Type：VISAかMastercardを選択 

Name on card：カード名義名 

Credit card Number：カード番号 

Credit card expiry date：有効期限 

CVV：裏にある３－４桁の末尾の番号 
 

Save these details in my Opal account：このカード情報

をアカウントに保存したい場合は、こちらをクリックして

ください。Top Up（チャージ）する際に再度入力する手

間を省けます。 
 

全て確認し、「Make Payment」をクリックします。 

決済中です！無事に決済できましたら、Opal Cardの購入は終

了です。５～７営業日後の配送を待つのみ！ 
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