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FOREIGN SERVICE OF THE PHILIPPINES

Applicant’s Signed
colored
Photograph(3.5cm
x 3.5cm) with plain
white background)

Embassy of the Republic of the Philippines
Tokyo, Japan

申請者の署名入り
の写真 （ ロ ーマ 字
で写真の下に署名
して下さ い）

APPLICATION FOR NONIMMIGRANT VISA

非移民査証申請書
Surname 姓

First Name 名

Date of Birth 生年月日 Month 月
Place of Birth

Middle Name ミド ルネーム

Day 日

City 市

出生地

Gender性別(Male, Female)

Year 年

Age 年齢

Province 県

Citizenship 国籍

Country 国

If married, state name and address of spouse

見
本
既婚者の場合は配偶者の名前と 住所

Civil Status

婚姻事項 (Single, Married, Widowed, Separeted, Divorced)

Applicant’s Address 現住所

Since いつから

Home Tel. No.住居の電話番号

Applicant’s Registered Domicile 本籍

Tel:

Occupation 職業 (具体的に記入すること )

Since いつから

Business Tel. No.勤務先の電話番号

Names and Ages of Children 子供の名前と 年齢
Father’s Name 父の名前

Mother’s Name 母の名前

Description of Travel Document 旅券又はそれにかわるもの
Type 類別
No.番号
Date of Issue 発行日

Place of Issue 場所

Valid Until 有効期限

Other persons travelling to the Philippines with applicant under the same travel document or under separate travel document
あなたと 同一の旅券又は別の旅券で一緒に旅行する 人の姓名

Port of Entry 入国地

Purpose of Entry 旅行の目的

Address in the Philippines フィリ ピンでの住所

Length of Stay 滞在日数

Destination after the Philippines フィリ ピン訪問後の渡航先

References in the Philippines フィリ ピン国内の連絡先
Tel:
Name : 名前
Address : 住所
Supporting Documents offered for inspection 申請内容を立証する 書類

How many times have you visited the Philippines in the past twenty four (24) months? State dates and purposes.
最近二年以内にフィリ ピンを 何回訪問しまし たか？具体的な出入国月日及び目的を 記入し て下さ い。

Were you ever refused any kind of visa for, denied admission into or deported/removed at government expense from the
Philippines? あなた は今ま でに 入国、 ある いは入国査証を 拒否さ れたり 、 国費でフィリ ピン から 送還ある いは国外退去さ れたこと
がありますか？
If Yes, State circumstances 事情を 説明し てく ださ い。
I understand that I may only enter the Philippines at a Port of Entry designated by the Philippine Immigration Authorities and
with the permission of and under the conditions imposed by those authorities. I solemnly swear that the foregoing statements
are true to the best of my knowledge and belief. 私はフィリ ピン 出入国管理当局で指定さ れた 入国地から のみ入国を 許さ れるこ

と 、 およ び国当局の許可並びに定めら れた 条件の下で入国を 許さ れること を 承知し て おり ま す。 上記の記載事項が私の知る
限り ､ま た 信じる 限り 真実であること を 誓いま す。

Date 日付

Signature of Applicant 申請者の署名 (ロ ーマ字)

こ れより 下 は 何も 記 入し な いで 下さ い 。

Subscribed and sworn to before me this ___ day of ____________ , 20__
(For Official Use Only)

Consul of the Republic of the Philippines

Visa No. __________________ Granted on _________________________, 20___ as non-immigrant under Section 9 ( ) of the Republic
Immigration Act of 1940, as amended, Valid until __________________ , 20 ____
Fee Paid : __________ O.R.No, : ___________ Service No._____________
Remarks, if any:
Consul of the Republic of the Philippines

ONLY students and those who are not currently employed are required to submit this Letter. (This comment will not be printed)
本保証書は、学生または無職の方のみフィリピン観光査証の申請に必要です。それ以外の方は提出不要です。（この注意書きは印刷されません）

The Consul General
Embassy of the Philippines, Tokyo, Japan
Date:
日

付

Letter of Guarantee
身 元 保 証 書

Sir / Madam
This is to request your good office for the issuance of appropriate visa to Mr Mrs/Miss
(Name of applicant ①申 請 者 氏 名 ）
for the purpose of
(State the purpose ②目的) ②の目的において、 ①の申請者に適切な査証の発給をお願いいたしま す。

見
本

In this regard, I guarantee the followng :

こ の件に関しまして、 私は下記の条項を 保証いたしま す。

1)

I am of sufficient financial means to back up this Guarantee ;
私は、 こ の被保証人を十分保証する 能力があり ます。

2) My company’s name, telephone number and my position in the said company are as follows ;
保証人の会社名 ・ 所在地 ・ 電話番号 ・ 地位 （ 役職）は、 以下の通り です。

Name of company

（会

社

名）

Address

（所

在

地）

（ 電 話 番 号）

Telephone number

Position in the company （ 地 位・ 役 職 ）
3) I know personarlly the above named applicant ;
私は、 上記の申請者を個人的に存じています。

4) He / She will not become a public charge while in the Philippines ;
本人は、 フィリ ピン滞在中、 公的保護の世話にはなりません。

5) I also guarantee that he / she will abide by respect and obey the laws and regulations of the Philippines ;
私は、 本人が敬意を持って、 フィリ ピン共和国の法規規則を遵守し 、 滞在することを保証しま す。

6) Logistic or financial support while in the Philippines ;
フィリ ピン滞在中における 論理的、 財政的援助。

7) I further guarantee that I will pay for his / her air fare back to Japan and other related expenses should be he / she be unable to pay for such
私は、 本人の日本へ帰国の際の航空券およ びその他の諸経費が支払不能と なった場合の保証をいたしま す。

8) Other pertinent Documents / Paper / Letters would be gladly given to the Philippine Government authorities when requested.
フィリ ピン政府から 要請があり 次第、 関係書類の提出。

Your favorable consideration of this request would be deeply appreciated.
こ の請願書に関する 御考察を 宜しく お願いいたしま す。

Very truly yours,

印

Guarantor’s Signature and Name Seal 保証人署名およ び捺印 （ 法人の場合、代 表 者 印 ）

Relationship to the Applicant

申請人と の続柄

Address of the Guarantor and telephone number

保証人住所 ・ 電話番号

