
日本への査証発給申請書 

 
 
   
  

 
 
 
  

姓 (パスポートの表記の通り)           MUANGYIM                                                                                   . 
名 (パスポートの表記の通り)           YIM                                                                                              . 
 改姓・改名があった場合は、旧姓・旧名を記入して下さい。 

           NONE                                                                                                                                        . 
生年月日       30/04/2007         出生地           MUANG           CHIANG MAI             THAILAND              . 
       （日／月／年）                            （市／区名）           （県名）                  （国名） 
性別 ：  男    女    結婚歴 ：  未婚       既婚       寡婦／寡夫       離婚   
国籍                   THAI                                                                                                                                     . 
 外国の国籍           NONE                                                                                                                  . 
国民登録番号           1-1234-12345-12-3                                                                                                      . 
パスポートの種類 ：  外交    公用    一般    その他     パスポート番号    AA123456    . 
パスポート発行地              CHIANG MAI                                             発行日             10/03/2017            . 
                          （日／月／年）    
パスポート発行官庁      MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS     有効期間満了日      09/03/2022           . 
                          （日／月／年）    
渡航目的     TO VISIT MOTHER                                                                                       . 
滞在日数              28 DAYS                                                                                  . 
日本到着予定日            13 APRIL 2017                                                                                          . 
日本入国空港名            NARITA              航空会社名・便名             JAL-006                        . 
ホテル名又は滞在先 

 名前           MRS. SUDA  GAIMU                                        電話番号            03-3230-1230            . 
 住所           8-1 SANBAN-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 102-0075                                                   . 
前回の渡航日・滞在日数              4 – 20 FEBRUARY 2016,   17 DAYS                                                 . 
申請者の現住所 

 住所             20 M.1, T.HAIYA, A.MUANG, CHIANG MAI 50100 THAILAND                                   . 
 電話番号           053-456789                      携帯電話番号            081-2345678                          . 
 メールアドレス                ABCDEFG@GMAIL.COM                                                                     . 
申請者の職業           STUDENT                                                                                                         . 
雇用主（会社／学校／大学） 

 名前           ABC SCHOOL                                                 電話番号           053-123456                 . 
 住所        90 MAHIDOL RD., T.HAIYA, A.MUANG, CHIANG MAI 50100 THAILAND                      . 
 
 

*Official use only 

写真 

(のりで貼付けて

ください) 

サイズ 45x35ｍｍ． 

又は 2x1.4 インチ 

英語でご記入下さい。 



*配偶者の職業（被扶養者の方は扶養者の職業）： 

            COMPANY EMPLOYEE                                                                                                                     . 
日本での身元保証人 

 名前           MRS. SUDA  GAIMU                                      電話番号            03-3230-1230              . 
 住所        8-1 SANBAN-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 102-0075                                                      . 
 生年月日      01/04/1977                          性別 ：  男     女    
                         （日／月／年）    
 申請者との関係             MOTHER                                                                                          . 
 職業                 HOUSEWIFE                                                                                                   . 
 国籍及び滞在資格         THAI,  PERMANENT RESIDENCE                       . 
招聘人（身元保証人と同じ時は “SAME AS ABOVE” と記載。） 

 名前           SAME AS ABOVE                                           電話番号                                            . 
 住所                                                                                                                                     . 
 生年月日                                                       性別 ：  男     女      
                               （日／月／年）    
 申請者との関係                                                                                                                     . 
 職業                                                                                                                                              . 
 国籍及び滞在資格                                                                                                                        . 
*査証申請の特別な事情／理由                                                                                                    . 
刑罰等関係（各事項に該当しているか否か、 に × を付けて下さい。） 

 日本又は他の国で犯罪若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   
 日本又は他の国で 1 年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられたことがありますか？**はい    いいえ   
 不法残留（ｵｰﾊﾞｰｽﾃｲ）若しくは法律や規則に違反し、日本又は他の国から強制送還         はい    いいえ   

若しくは、国外退去処分を受けたことがありますか？ 

 日本又は他の国で麻薬、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    はい    いいえ   
法令に違反して、有罪判決若しくは処罰を受けたことがありますか？** 

 売春又はその周旋、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  はい    いいえ   
に従事したことがありますか？ 

 人身取引等を行い、唆し、又はこれを共助しことがありますか？         はい    いいえ   
**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、「はい」にチェックをして下さい。 

もし、上記質問に「はい」がある場合は、詳細について記述して下さい。 
 
 

“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.” 
“I hereby consent to the provision of my personal information (by an accredited travel agent, within its capacity of representing my visa 
application) to the Japanese embassy/consulate-general and (entrust the agent with) the payment of my visa fee to the Japanese 
embassy/consulate-general, when such payment is necessary.” 

申請年月日           01/03/2022                              申請者の署名      (パスポートと同じ署名)         . 
                                （日／月／年）  
* It is not mandatory to complete these items. 

Any personal information gathered in this application as well as additional information submitted for the visa application (hereinafter referred 
to as "Retained Personal Information”) will be handled appropriately in accordance with the Act on the Protection of Personal Information 
Held by Administrative Organs (Act No. 58 of 2003, hereinafter, “the Act”). Retained Personal Information will only be used for the purpose of 
processing the visa application and to the extent necessary for the purposes stated in Article 8 of the Act. 


