VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN
⽇本への査証発給申請書
写真 (のりで貼付)

⾒本

(Paste photo here)

SAMPLE

45mm ×45mm

*Official use only

or 2in×2in

(サイズは45mm×45mm)

①

Surname (as shown in passport)

姓 (パスポート表記)

Given and middle names (as shown in passport)

名 (パスポート表記)

Other names (including any other names you are or have been known by)
旧姓・旧名など (該当する⽅のみ)
⽣年⽉⽇
出⽣地
Date of birth
Place of birth
(Day)/(Month)/(Year)

Sex: Male

性別

男性

(City)

⼥性

Nationality or citizenship

(State or Province)

Marital status: Single

Female

国籍

Married

Widowed

(Country)

Divorced

婚姻状況 (独⾝・既婚・死別・離婚)

Former and/or other nationalities or citizenships 前の国籍・その他の国籍 (現在の国籍と異なる場合のみ)
ID No. issued to you by your government

国⺠登録番号

Passport type: Diplomatic

②

Place of issue

Official
Ordinary
パスポートの発⾏地

Issuing authority

パスポートの発⾏官庁

Other

Passport No.

(Day)/(Month)/(Year)

Date of expiry 有効期間の満了⽇

(Day)/(Month)/(Year)

渡航の⽬的

Intended length of stay in Japan

滞在予定⽇数

Date of arrival in Japan

⽇本到着予定⽇

Name of ship or airline

利⽤する航空会社の名前

Names and addresses of hotels or persons with whom applicant intends to stay

③

Name
Address

パスポート番号

Date of issue パスポートの発⾏⽇

Purpose of visit to Japan

Port of entry into Japan ⽇本⼊国時の空港名

パスポートの種類 (外交・公⽤・⼀般・その他)

宿泊するホテルの名称または宿泊先となる⼈物の名前

Tel.

宿泊するホテルの名称または
宿泊先となる⼈物の名前と住所

連絡先となる電話番号

宿泊するホテルの住所または宿泊先となる⼈物の住所

Dates and duration of previous stays in Japan

前回の⽇本渡航⽇ (いつからいつまで) & 滞在⽇数

Your current residential address (if you have more than one address, please list them all)
申請⼈の住所 (複数の住所がある場合、そのすべてを記載)

Address

④

申請⼈ (来⽇する外国⼈) の住所

Tel. 申請⼈の電話番号 Mobile No. 申請⼈の携帯電話番号
E-Mail 申請⼈ (来⽇する外国⼈) のEメールアドレス
Current profession or occupation and position

申請⼈ (来⽇する外国⼈) の現在の職業

Name and address of employer 申請⼈の勤務先の情報(⼤学や各種学校を含む)
Name

申請⼈の勤務先 (通学先) の名称

Address

申請⼈の勤務先 (通学先) の住所

Tel.

電話番号

当⽇本語訳は在外公館及びその他関係機関とは⼀切関係ありません。

④

*Partner's profession/occupation (or that of parents, if applicant is a minor):
配偶者の職業 (既婚者の⽅のみ) / 申請⼈が未成年者の場合は親の職業を記⼊

Guarantor or reference in Japan(Please provide details of the guarantor or the person to be visited in Japan)
⽇本側の⾝元保証⼈の⽒名 (アルファベット表記)
Tel. ⾝元保証⼈の電話番号
⽇本側の⾝元保証⼈ Name
に関する情報

Address

⑤

⽇本側の⾝元保証⼈の住所 (アルファベット表記)

Date of birth

⽣年⽉⽇

(Day)/(Month)/(Year)

Relationship to applicant

性別

男性

Sex: Male

⼥性

Female

申請⼈ (来⽇する外国⼈) との関係

Profession or occupation and position ⽇本側の⾝元保証⼈の職業
Nationality and immigration status ⽇本側の⾝元保証⼈の国籍 (外国⼈が⾝元保証⼈の場合は在留資格も記⼊)

招へい⼈の情報 (⾝元保証⼈と同じ場合は" same as above "と記載)
Inviter in Japan(Please write 'same as above' if the inviting person and the guarantor are the same)

⑥

Name

⽇本側の招へい⼈ (招待する⼈) の⽒名

Address

⽇本側の招へい⼈ (招待する⼈) の住所

Date of birth

⽣年⽉⽇

(Day)/(Month)/(Year)

Relationship to applicant

性別

男性

Sex: Male

Tel.

招へい⼈の電話番号

⼥性

Female

申請⼈ (来⽇する外国⼈) との関係

Profession or occupation and position ⽇本側の招へい⼈ (招待する⼈) の職業
Nationality and immigration status ⽇本側の招へい⼈の国籍 (外国⼈が招へい⼈の場合は在留資格も記⼊)
*Remarks/Special circumstances, if any
Have you ever:
●

⑦

申請にあたっての特別な事情や理由 (* ある場合のみ)

⽇本または他の国で犯罪もしくは違法⾏為の有罪判決を受けたことがありますか？

はい

いいえ

Yes

No

●

⽇本または他の国で1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられたことがありますか？**

Yes

No

●

不法残留もしくは法律や規則に違反し、⽇本または他の国から国外退去処分を受けたことが
ありますか？

Yes

No

●

⽇本または他の国で⿇薬、⼤⿇、あへん、覚醒剤または向精神薬の取り締まりに関す
る法令に違反して、有罪判決もしくは処罰を受けたことがありますか？**

Yes

No

●

売春またはその周旋、売春の勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に
従事したことがありますか？

Yes

No

Yes

No

●

⼈⾝取引等を⾏い、そそのかし、またはこれを共助しことがありますか？

**

刑の執⾏が猶予された場合であっても、有罪判決を受けた場合は、" Yes " にチェックをしてください。

もし、上記の質問に"はい"がある場合は、詳細を記述してください。

私は上記の内容が真実で正しいことを宣⾔します。私は⽇本⼊国時に⼊国管理局によって、在留資格と滞在期間が決
定されることを理解しています。仮に⽇本⼤使館・総領事館からビザが発給されたとしても、⼊国審査の結果によっ
ては⽇本へ上陸できないことを理解しています。私は⽇本⼤使館・総領事館、代理申請機関へ個⼈情報を提供するこ
と及び、⽇本⼤使館・総領事館、代理申請機関へ所定の⼿数料を⽀払うことに同意します。

⑧

Date of application 申請 (作成) 年⽉⽇

Signature of applicant 申請⼈ (来⽇する外国⼈) の⾃筆署名

(Day)/(Month)/(Year)
* It is not mandatory to complete these items.

本申請書に記載された個⼈情報については、「⾏政機関の保有する個⼈情報の保護に関する法律」に基づき適切に管
理されます。保有された個⼈情報は、同法に則り、ビザ申請の処理等の必要な範囲においてのみ使⽤されます。

当⽇本語訳は在外公館及びその他関係機関とは⼀切関係ありません。

