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滞在予定表 
平成    年    月    日 


 
 
査証申請人              ほか   名の滞在予定は次のとおりです。 
 
 


年 月 日 行 動 予 定 連 絡 先 宿 泊 予 定 先 


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


 
 





		(年 月日, <Row 1>): 

		(行動 予 定, <Row 1>): 

		(連 絡先, <Row 1>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 1>): 

		(年 月日, <Row 2>): 

		(行動 予 定, <Row 2>): 

		(連 絡先, <Row 2>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 2>): 

		(年 月日, <Row 3>): 

		(行動 予 定, <Row 3>): 

		(連 絡先, <Row 3>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 3>): 

		(年 月日, <Row 4>): 

		(行動 予 定, <Row 4>): 

		(連 絡先, <Row 4>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 4>): 

		(年 月日, <Row 5>): 

		(行動 予 定, <Row 5>): 

		(連 絡先, <Row 5>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 5>): 

		(年 月日, <Row 6>): 

		(行動 予 定, <Row 6>): 

		(連 絡先, <Row 6>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 6>): 

		(年 月日, <Row 7>): 

		(行動 予 定, <Row 7>): 

		(連 絡先, <Row 7>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 7>): 

		(年 月日, <Row 8>): 

		(行動 予 定, <Row 8>): 

		(連 絡先, <Row 8>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 8>): 

		(年 月日, <Row 9>): 

		(行動 予 定, <Row 9>): 

		(連 絡先, <Row 9>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 9>): 

		(年 月日, <Row 10>): 

		(行動 予 定, <Row 10>): 

		(連 絡先, <Row 10>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 10>): 

		(年 月日, <Row 11>): 

		(行動 予 定, <Row 11>): 

		(連 絡先, <Row 11>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 11>): 

		(年 月日, <Row 12>): 

		(行動 予 定, <Row 12>): 

		(連 絡先, <Row 12>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 12>): 

		(年 月日, <Row 13>): 

		(行動 予 定, <Row 13>): 

		(連 絡先, <Row 13>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 13>): 

		(年 月日, <Row 14>): 

		(行動 予 定, <Row 14>): 

		(連 絡先, <Row 14>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 14>): 

		(年 月日, <Row 15>): 

		(行動 予 定, <Row 15>): 

		(連 絡先, <Row 15>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 15>): 

		(年 月日, <Row 16>): 

		(行動 予 定, <Row 16>): 

		(連 絡先, <Row 16>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 16>): 

		(年 月日, <Row 17>): 

		(行動 予 定, <Row 17>): 

		(連 絡先, <Row 17>): 

		(宿泊 予 定 先, <Row 17>): 

		PrintButton1: 

		TextField1: 

		TextField2: 

		TextField3: 

		TextField4: 

		TextField5: 










- 1 -


 


会社・団体概要説明書 


平成  年  月  日


会 社・団体名 


 代 表 者 氏 名 


 所  在  地 


 資  本  金 


 年     商 


 従 業 員 数 


 事 業 内 容 
 


 


  


 


 沿     革 
 


 


  


 


 国内外支店等一覧（名称、所在地、電話番号 
 


 


  


 


 今回の招へいにおける相手方との取引・交流関係及び経緯 
 


 


  


 


（※）会社・団体が未登記で、既存の概要案内（パンフレット等）がない場合に作成して下さい。 





		会 社・団体名: 

		代 表 者 氏 名: 

		所 在 地: 

		資 本 金: 

		年 商: 

		従 業 員 数: 
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VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN 
 
 
Name in full                                                                  


(Surname) 
 
                                                               


(Given and middle name) 
 


Different name used, if any                          
 
 
 


Date and place of birth                       :                                                             
                         (Day)    (Month)      (Year)         (City)          (Province)          (Country) 
     Sex                         Marital status:  married         single              


 Nationality or citizenship                                                                                                         


 Former nationality, if any                                                                                                         


 Purpose of journey to Japan                                                                                                    


 Length of stay in Japan intended                                                                                                  


 Route of present journey : Probable date of entry                                                                                    


     Port of entry into Japan                                   Name of ship or airline                                                


 Passport    (Refugee or stateless should note the title of Travel Document)                                             


     No.                              Diplomatic, Official, Ordinary Issued at                                  on                      


     Issuing authority                                      Valid until                                                              


 Criminal record, if any                                                                                                            


 Home address                                                                                                                  


                                                                                              Tel.                             


 Profession or occupation                                                                                                         


 Name and address of firm or organization to which applicant belongs                                                                    


                                                                                              Tel.                              


 Post or rank held at present                                                                                                      


 Principal former positions                                                                                                         


＊Partner’s Profession/occupation (or Parents’ Profession/occupation)                                                                        


 Address of hotels or names and addresses of persons with whom applicant intends to stay 
                                                                                                 
 Dates and duration of previous stays in Japan                                                                                       


 Guarantor or reference in Japan : Name                                                                                             


     Address                                                                                  Tel.                              


     Relationship to applicant                                                                                                      


＊(Remarks) Special circumstances, if any                                                                                             
 
     I hereby declare that the statement given above is true and correct. I understand that immigration status and period of stay to 
be granted are decided by the Japanese immigration authorities upon my arrival. I understand that possession of a visa does not 
entitle the bearer to enter Japan upon arrival at port of entry if he or she is found inadmissible. 
 
       Date of application                                            
                           (Day)       (Month)       (Year) 
                                                        Signature of  applicant                                                    
*These items are not essential to be filled 


(Paste a photo here) 
 


approx. 45mm ×45mm 
 


2in×2in 







[SAMPLE –ENGLISH-] 


 


 
VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN 
 
 
Name in full      KNEDDY                                                            


(Surname) 
 
                    John Firzgeraid                                           


(Given and middle name) 
 


Different name used, if any     none                     
 
 
 


Date and place of birth  15      April    1970  :  Skipton    Yorkshire   United Kingdom                     
                         (Day)    (Month)      (Year)         (City)          (Province)          (Country) 
     Sex    Male                      Marital status:  married   ×    single              


 Nationality or citizenship      America                                                                                            


 Former nationality, if any    United Kingdom                                                                   


 Purpose of journey to Japan    to visit relatives                                                                                          


 Length of stay in Japan intended   15 days                                                                                            


 Route of present journey : Probable date of entry   May 25, 2007                                                                            


     Port of entry into Japan   Narita AP     Name of ship or airline  JAL-006                                        


 Passport    (Refugee or stateless should note the title of Travel Document)                                             


     No.   A11223344    Diplomatic, Official, Ordinary Issued at     Boston           on     March 10,2007        


     Issuing authority        U.S.Dept. of State        Valid until    March 10, 2012                                                    


 Criminal record, if any    none                                                                                                        


 Home address   321 East Maple Street, Los Angeles, California 90012, United States of America                                              


                                                                                              Tel.                             


 Profession or occupation   Company Employee                                                                                


 Name and address of firm or organization to which applicant belongs  America Trade Inc.                                                   


         654 Park, Avenue, New York , N. Y. 10171, U. S. A.                     Tel.  (212) 333-8888                           


 Post or rank held at present  Assistant Director                                                                             


 Principal former positions  Section Chief                                                                                   


＊Partner’s Profession/occupation (or Parents’ Profession/occupation)                                                                        


 Address of hotels or names and addresses of persons with whom applicant intends to stay 
    Hotel Kayu Kaikan, 8-1, Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102 (03)3230-1230                               
 Dates and duration of previous stays in Japan   February 4 – April 3, 2007,  3 month                                                        


 Guarantor or reference in Japan : Name        Mr. Roberr Taylor                                                      


     Address     2-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100                        Tel.  (03)3230-1111           
     Relationship to applicant        brother in law                                                                           


＊(Remarks) Special circumstances, if any                                                                                             
 
     I hereby declare that the statement given above is true and correct. I understand that immigration status and period of stay to 
be granted are decided by the Japanese immigration authorities upon my arrival. I understand that possession of a visa does not 
entitle the bearer to enter Japan upon arrival at port of entry if he or she is found inadmissible. 
 
       Date of application   25          April          2007           
                           (Day)       (Month)       (Year) 
                                                        Signature of  applicant   KNEDDY                                               


*These items are not essential to be filled 


(Paste a photo here) 
 


approx. 45mm ×45mm 


2in×2in Please print. 


Surname should be capitalized. 


Please clarify as concrete as 


possible. 


Please paste a photo here. (Do 


NOT staple.) 


The photo should be clear and 


identifiable, taken within the 


last 6 months. 


If not applicable, please write “none” or “N/A”. 


In case the applicant is a dependant. 


In case the applicant has humanitarian reasons should be considered. 


In case of an infant, parents or a 


legal representative can sign here. 


Please indicate the relationship. 


(eg. Signed by mother) 


Please write accurately. (Phone numbers should start from the area code.) 


Please write accurately. 


(Phone numbers should 


start from the area code.) 


Please write accurately.  


(Phone numbers should start from the area code.) 


Please write accurately. 


(Phone numbers should 


start from the area code.) 





		Name in full: 

		Given and middle name: 

		Different name used, if any: 

		Sex: 

		married: 

		single: 

		Nationality or citizenship: 

		Former nationality, if any: 

		Purpose of journey to Japan: 

		Length of stay in Japan intended: 

		Route of present journey : Probable date of entry: 

		Port of entry into Japan: 

		Name of ship or airline: 

		Refugee or stateless should note the title of Travel Document: 

		No: 

		Diplomatic, Official, Ordinary Issued at: 

		on: 

		Issuing authority: 

		Valid until: 

		Criminal record, if any: 

		Home address: 

		Profession or occupation: 

		Name and address of firm or organization to which applicant belongs: 

		Post or rank held at present: 

		Principal former positions: 

		Profession/occupation: 

		Address of hotels or names and addresses of persons with whom applicant intends to stay: 

		Dates and duration of previous stays in Japan: 

		Guarantor or reference in Japan : Name: 

		Relationship to applicant: 

		Remarks) Special circumstances, if any: 

		Date of application: 

		PrintButton1: 

		TextField1: 

		TextField2: 
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申 請 人 名 簿  
 
※氏名は必ず旅券上のアルファベット表記で記載（但し、中国国籍者については漢字記載）して下さい。 
 
※「招へい人・身元保証人との関係」については「親族・知人訪問」目的で招へいされる場合のみ記載して下さい。 
 
 
 
 
1. 査証申請人（代表者） 


国  籍： 
職  業： 
氏  名：       （男・女） 
生年月日：西暦     年  月  日生   歳 
招へい人・身元保証人との関係： 


 
2. 査証申請人 


国  籍： 
職  業： 
氏  名：       （男・女） 
生年月日：西暦     年  月  日生   歳 
招へい人・身元保証人との関係： 


 
3. 査証申請人 


国  籍： 
職  業： 
氏  名：       （男・女） 
生年月日：西暦     年  月  日生   歳 
招へい人・身元保証人との関係： 


 
4. 査証申請人 


国  籍： 
職  業： 
氏  名：       （男・女） 
生年月日：西暦     年  月  日生   歳 
招へい人・身元保証人との関係： 


 
5. 査証申請人 


国  籍： 
職  業： 
氏  名：       （男・女） 
生年月日：西暦     年  月  日生   歳 
招へい人・身元保証人との関係： 
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身 元 保 証 書 
 


平成    年    月    日 
大 使 


在   日本国  殿 
総領事 


 


査証申請人 


（氏名は必ず旅券上のアルファベット表記で記載（但し、中国国籍者については漢字記載）して下さい。申請人が複数


の場合には、代表者の身分事項を下記空欄に記入の上、申請人全員の名簿を作成して、添付して下さい。） 
国  籍：                                                                       
 
職  業：                                                                       
 
氏  名：       （男・女）  ほか  名 
 
生年月日：西暦        年    月     日生           歳 


 
上記の者の本邦入国に関し、下記の事項について保証します。 
 


1. 滞在費 
2. 帰国旅費 
3. 日本国法令の遵守 


 
上記の通り相違ありません。 
 


身元保証人 


住  所：〒    － 
                                                                          
 
職  業：                                                                       
 
氏名（会社・団体等が招へいする場合には、会社・団体名及び役職名も記入の上、代表者印及び社印を押印して下さい。


外国籍の方で印鑑のない場合は署名して下さい。） 


        印 


 
生年月日：西暦        年     月     日生          歳 
 
電話番号：（    ）    －        （内線    ）FAX 番号：（    ）    － 


 
 


  申請人との関係：                                                                 
以下は、会社・団体等が招へいする場合に記入して下さい。 


担当者所属先名：                                                                
 
担当者氏名：                                                                   
 
担当者電話番号：（    ）    －        （内線     ）FAX 番号：（    ）    － 
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招 へ い 理 由 書 
平成    年    月    日 


 
大 使   


在   日本国  殿 
総領事  


 
 


招へい人  


住      所 ：〒    － 
                                                                    
氏名（会社・団体等が招へいする場合には、会社・団体名及び役職名も記入の上、代表者印及び社印を押印して下さい。


外国籍の方で印鑑のない場合は署名して下さい。） 


         印 


電話番号：（    ）    －         （内線    ）FAX 番号：（    ）    － 
 


 
以下は、会社・団体が招へいする場合に記入して下さい。 
 


担当者所属先名：                                                                
担当者氏名：                                                                   


担当者電話番号：（    ）    －        （内線    ）FAX 番号：（    ）    － 
 


 


査証申請人 


（氏名は必ず旅券上のアルファベット表記で記載（但し、中国国籍者については漢字記載）して下さい。申請人が複数


の場合には代表者の身分事項を下記に記入の上、申請人全員の名簿を作成し、添付して下さい。 
国  籍：                                                                       
 
職  業：                                                                       
 
氏  名：     （男・女） ほか  名 
 
生年月日：西暦        年    月    日生   歳 


 
上記の者の招へい目的等は次のとおりです。 
（（１）及び（２）については今回、招へいするに至った目的、経緯の詳細について記入してください。本欄に記入しきれない 
場合は、「別紙のとおり」と記入し、別紙に記入して下さい。） 
（１） 招へい目的 
 
 
（２） 招へい経緯 
 
 
 
 
 
（３） 申請人との関係 
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