リチウム電池を内蔵した端末*
LITHIUM BATTERIES POWERED DEVICES*
機内持込およびお預か
り手荷物で禁止されて
いる物
NOT AUTHORIZED
IN CABIN AND IN
CHECKED BAGGAGE

電池容量計算 : Wh = V x Ah
Watt-hour rating calculation of one battery: Wh = V x Ah
未完成の一覧
Non-exhaustive list

バッテリー駆動またはバッテリーなし
With or without batteries

バッテリー駆動
With batteries

ホバーボード 電動一輪車 セグウェイ モーター付き
の手荷物
Self balancing Self balancing Gyropods
Motorized
devices
wheels
baggage

電動自転車
Electric bikes

> 160Wh

大型工具類
major tools

ドローン
Drones

バッテリー
Batteries

機内

IN CABIN

電池の取り外しができ
ない手荷物
Baggage equiped with a
non-removable battery
お預かり手荷物

IN CHECKED BAGGAGE

電池が取り外されていて、電池を機内に持ち込む場合

With battery removed and transported in cabin
電池の取り外しができる手荷物
Baggage equipped with a removable battery

電池が手荷物の中に入っている場合

With battery left in baggage

≤ 160Wh (1)

小型工具類
Small tools

ドローン
Drones

カメラ
Digital cameras

タブレット
Tablets

コンピューター
Laptops

電源完全オフ
Completely switched off

身に付けたもの／体内にあるものに限り可

On one’s person

電子タバコ、ヴァポライザーおよび関連製品
E-cigarettes, personal vaporizers and related items

予備電池および交換用外部バッテリー(2)
Spare and external power bank batteries (2)

* 破損しているもの、不良品または製造者がリコールしたリチウム電池および端末の輸送は禁止されています。
(1) 電池残量が100ワット以下の場合、搭乗者1人あたり最大15台の端末と20個の電池に制限されています。それを超える場合、エールフランス航空またはKLMオ
ランダ航空から事前に許可を得る必要があります。
ワット時定格量が100 Wh～160 Wh以下の場合 : 予備電池および交換用の外部バッテリーは1人につき2個まで。端末および/または電池に対してエールフラン
ス航空会社またはKLMオランダ航空からの事前許可要。
(2) ワット時定格量が100 Wh～160 Wh以下の場合 : 予備電池および交換用の外部バッテリーは1人につき2個まで。端末および/または電池に対してエールフランス航空会社またはKLM
オランダ航空からの事前許可要。
詳細は、旅行代理店またはエールフランスコールセンター（フランス国内からのお電話は3654またはフランス国外からは+33 (0) 892 702 654）までお問い合わせください。KLMオラ
ンダ航空は、+31 (0) 20 47 47 747までお電話ください。

* Devices or lithium batteries that are defective, damaged, or recalled are forbidden for transport.
(1) If Watt-hour rating ≤ 100 Wh, a maximum of 15 devices and 20 spare batteries is permitted per passenger. If more, prior approval from Air France or KLM is
mandatory.
If Watt-hour rating > 100 Wh and ≤ 160 Wh: maximum of 2 spare batteries and power bank per passenger. Prior approval from Air France or KLM for the device
and/or batteries is mandatory.
(2) Spare and power banks must be individually protected to prevent short circuits.
Please contact your travel agent or call Air France call center at 3654 (France) or +33 (0) 892 702 654 (international). For KLM, call +31 (0) 20 47 47 747.
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