
  

TEL（東京）03-3894-1730   FAX 03-3894-1731 
  （大阪）06-6755-4011  FAX  06-6755-4022 

◆Applicant Details －申請書について－ 

1、性(パスポートに記載の英文字) 2、名(パスポートに記載の英文字) 3、その他の姓名(旧姓・通称名等)   □なし 
姓 
 

名 

4、性別 
□男性 □女性 □性転換者 

5、生年月日 
 
年  月  日 

6、出生地 
(国) (州/省/都道府県) (市/区/群) 

 
7、身分証番号をお持ちですか？ 
 
□いいえ 

 
□はい⇒番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

8、宗教 
□BUDDHISM(仏教)  □BUHAI(バハーイ教)  □CHRISTIAN(キリスト教)  

□無宗教  □HINDU(ヒンズー教)  □ISLAM(イスラム教)  
□PARSI(パールシー教)  □SIKH(シーク教)  
□ZORASTRIAN(ゾロアスター教)  □その他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

9、外見上の特徴がありますか？(目元にホクロ 等) 
 
□いいえ 
□はい⇒特徴：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

10、国籍 11、現在の国籍は生まれた時からの国籍ですか？ 
 
□生まれた時から 
□帰化⇒帰化する以前の国籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

12、最終学歴 
□Barlow Matriculation(小、中学校卒業) □Graduate(大学卒業) □Higher  Secondary(高校卒業) 
□Illiterate(未就学者)  □Matriculation(大学入学有資格者)  □Na Being Minor (幼児) 
□Poet Graduate(修士取得)  □Professional(博士取得)  □その他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

13、婚姻状況 
   

□既婚 
   

□未婚 
◆Passport Details －旅券について－ 

14、パスポート番号 
 

 

15、パスポート発行地 (申請した場所) 16、パスポート発行日 
 
年  月  日 

17、パスポート失効日 
 
年  月  日 

(国) (州/都道府県) 

18、上記以外に有効なパスポート、身分証明書はありますか？ 
 
□いいえ □はい⇒ 発行国：        番号：         書類上の国籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
                   

発行日：    年   月   日   失効日：     年   月   日 
◆Applicant‘s Address Details －住所について－ 

19、日本国内の現住所 
(ふりがな)  
〒 
           

上記住所に・・・□2 年以上居住 □2 年未満居住 ※いずれかにチェックをしてください。 

20、自宅電話番号  □なし 
 

21、携帯の番号  □なし 22、E-mail アドレス □なし 

23、本籍住所 ★町名・番地まで全てご記入ください。 
(ふりがな) 
〒 
                                            □現住所に同じ 
◆Family Details －家族について－ 

24、父親の姓名(死別・離別の場合も記入) 25、父親の国籍 26、父親の旧国籍 
 
□なし 
□あり⇒国籍：     

27、父親の出生地 

姓(英文で記入) 名(英文で記入) (都道府県) (市/区/郡) 

 

28、母親の姓名(死別・離別の場合も記入) 29、母親の国籍 30、母親の旧国籍 
 
□なし 
□あり⇒国籍：     

31、母親の出生地 
姓(英文で記入) 名(英文で記入) (都道府県) (市/区/郡) 

32、配偶者の姓名(死別・離別の場合も記入) 33、配偶者の国籍 34、配偶者の旧国籍 
 
□なし 
□あり⇒国籍：     

35、配偶者の出生地 
姓(英文で記入) 名(英文で記入) (都道府県) (市/区/郡) 

36、祖父母(父方もしくは母方)にパキスタンまたはパキスタン占領地の国籍を持ったことがある人はいますか？ 
 
□いいえ  □はい   ⇒詳細を記入してください：                             



  

TEL（東京）03-3894-1730   FAX 03-3894-1731 
  （大阪）06-6755-4011  FAX  06-6755-4022 

37、職業 

 □Housewife(主婦)★主婦の方は、下記 No.44 の質問にもお答えください。 □Worker(会社員(営業等、外勤者)) 

 □Un‐Employed(無職) ★無職の方は、下記 No.38～42 の質問にもお答えください。 □Student(学生) 

 □Retired(定年退職者) ★定年退職者の方は、前職について下記 No. 38～42 の質問にもお答えください。□Police(警察官) 

□Business Men(実業家) □Engineer(技術者) □Private Service(会社員(事務員等、内勤者)) □Doctor(医者) 

□College/University Teacher(教師) □Official(公務員、政府一般職) □Cameraman(カメラマン)  □Lawyer(弁護士) 

□Charity/Social Worker(慈愛事業、社会実業家) □Chartered Accountant(公認会計士) □Diplomat(外交官) 

□Film Producer(映像製作者) □Governmment Service(政府要職者) □Journalist(ジャーナリスト)□Military(陸軍) 

□Labor(職人(農業、工業など)) □Media(マスコミ関係者) □Navy(海軍) □Miss lonely(宣教師、僧侶) 

□News Broadcaster(アナウンサー) □Press(新聞、報道記者) □Publisher(出版関係者) □Researcher(研究者) 

□Reporter(リポーター) □Air Force(空軍) □Trader(貿易業者、投資家) □TV Producer(TV プロヂューサー) 

□Writer(作家) □Other(その他)：詳細を記入してください                 

38、所属先名 
 
(ふりがな) 

39、住所 
(ふりがな)  

 
 〒 
(英文名) 

40、電話番号 
 

41、役職名 

42、前職はありますか？ 
 
 
□いいえ □はい⇒業種：(No.37 を参照しご記入ください。)                        
43、現在または過去に軍隊・警察官・謀報機関に所属していたことはありますか？ 
 
□いいえ □はい⇒機関名：(英文)                      役職名：          
           

住所：                         階級：          
44、[No.37Housewife(主婦)を選んだ方のみ]父親もしくは配偶者の職業について 
 
□父親について □配偶者について 
 
所属先名：(ふりがな)                         役職名：          
 

                                   電話番号：         
 
所属先住所：(ふりがな)                           
 
                                       
 
◆Previous Visit Details －インド流航歴について－ 
 ※No.45・46 に「はい」とご回答の場合は必ず詳細をご記入下さい。 

 年月日等不明では申請できませんので、必ず全ての項目に正確にご回答下さい。 
45、インドへの渡航歴はありますか？ 
  
□いいえ □はい⇒最新渡航歴：     年   月   日～   年   月   日 

          滞在先住所：                                  
訪問先住所：                                  

46、今までにインドのビザを取得したことがありますか？ 
  
□いいえ □はい⇒ビザの種類：□観光 □業務 □就労 □留学 □通過 □その他(       ) 

            
ビザの番号：          発給地：          発給日：          

47、インドの入国や滞在延長を拒否されたことがありますか？ 
  
□いいえ □はい⇒日付：    年   月   日  コントロール番号：              

◆Other Information －その他－ 
48、過去 10 年間で訪問した国を全てご記入下さい。  □渡航歴なし 
 
 
49、過去 3 年間の間にインド以外の SSARC（南アジア地域協力連合国）に訪問したことがありますか  □渡航歴なし 
ある場合はその国にチェック、及び最後に渡航した年、渡航回数をお知らせください。 
□パキスタン□バングラデシュ□スリランカ□ネパール□ブータン□モルディブ□アフガニスタン 
渡航した年      年   渡航回数    回 
 
 
 
 
 
 



  

TEL（東京）03-3894-1730   FAX 03-3894-1731 
  （大阪）06-6755-4011  FAX  06-6755-4022 

◆Details of Visa Sought －ビザについて－ 下記①～④の該当する項目に回答お願いします。 
①＜Tourist Visa 観光ビザ＞ 
50、インド訪問都市 52、入国回数 

 □1 回 □2 回 
 □3 回 □数次 

53、インド入国日 
   

年  月  日 
51、インドでの滞在先住所 
  
ホテル名・知人名：               電話番号：          
  
住所：                                   

54、インド入国地 
 
55、インド入国手段 

 
□空路 □陸路 □海路 

56、ご自宅以外の日本国内の連絡先(親戚・友人など) 
  
氏名：姓(英文)            名(英文)             続柄：         
  
住所：(ふりがな)                            
 〒                                   電話番号：           
②＜Business Visa 業務ビザ＞ 
57、インド受入れ先会社について 
  
会社：(英文)                    E‐mail アドレス：                 

  
住所：(英文)                              電話番号：           

58、入国回数 
  
□1 回 □2 回 □3 回 □数次 

59、インド入国日 
  年  月  日 

60、インド入国地 61、インド入国手段 
 
□空路 □陸路 □海路 

62、ご自宅以外の日本国内の連絡先(親戚・友人など) 
  
所属先名もしくは氏名： (英文)                       続柄：         
  
住所：(ふりがな)                            

〒                                   電話番号：           
63、業務ビザの目的詳細 
□短期間の業務、技術会議 
□中小規模の契約取引目的 
□大規模な契約取引目的 
□事業投資 
③＜Conference Visa 国際会議ビザ＞ 
64、学会/会議名(英文で記入) 
 
 

65、学会/会議開催日 
    

年  月  日 

66、学会/会議の開催会場名(英文で記入) 

67、主催者について 
 
主催者名：(英文)                         電話番号：             
  住所：(英文)                                           

68、入国回数 
 
□1 回 □2 回 □3 回 □数次 

69、インド入国日 
   

年  月  日 

70、インド入国地 71、インド入国手段 
 
□空路 □陸路 □海路 

72、ご自宅以外の日本国内の連絡先(親戚・友人など) 
  
氏名：姓(英文)            名(英文)            続柄：         

  
住所：(ふりがな)                            

 〒                                   電話番号：            
④＜Employment Visa 短期・最短就労ビザ＞ 
73、インド受入れ先会社について 
  
会社：(英文)                         役職名：                 

  
住所：(英文)                                              

 
電話番号：             月収：            インドルピー      

74、入国回数 
  
□1 回 □2 回 □3 回 □数次 

75、インド入国日 
   

年  月  日 

76、インド入国地 77、インド入国手段 
 
□空路 □陸路 □海路 

78、ご自宅以外の日本国内の連絡先(勤務先もしくは親戚・友人など) 
  
氏名：姓(英文)            名(英文)            続柄：         

  
住所：(ふりがな)                            

 
 〒                                   電話番号：           
 


