
■合臼云世2.＇出A|翅廿因［皆ズI Xii 17空人14] ＜刈さ2020. 12. 14.>

※記入例※

黒のボールペンでご記入ください

ヽ

査証発給申請書 朴吾皆号凶咎A-t
APPLICATION FOR VISA 

<��人1吋さ皆目/ How Io f i I I out I his form /申詰書作成方法＞
►ど忍包色人濯<>IIi:団司•01叫召説01習羞も団l d毯人1暑叫俎計010(習叶叫．

You must f i 11 out this form completely and correctly. 申諮人は事実に基づいて正確に申請店を作成しなければなりません。
► d咎人1ざ斗兄毛晉岳<>II哺芭目也名を疇王モ笞岳三豆フ1刈司010(習日cf.

You must wr i le in block letters either in English or Korean.申請害は韓国語、 日本語、 英語で作成して下さい。
►包剖人f壱Hき甜目乞[ l �foll ✓ 丑刈詈計人1フI 1::lf吾しE卜 ．

For multiple-choice questions, you must checkけ］alI that apply. 該宙する欄［ ］に✓をして下さい。
► ‘フIE卜＇ 曇•包卦芭召早 ， らfAilLH吾号フ1スH計人1フl 1::lf酋叫C卜．

If you select 'Other', please provide us with irore informal ion in the given space. その他を選択した場合、 詳細に内容を作成して下さい。

1.包科人H彗 ／PERSONAL DETAILS I人的事項
1.1 O抱oJIフ1-;:.胞答岳俎国/Ful I咽in砂Iis, (as如in yoor虚沼nrt)／パスポート上の英文姓名

俎Family Name 姓 轡Given Names名
写真

l(U�ONOSU TARO (35mmx45mm) 
白い背類で帽子をかぷっていな

1.2芭科俎習漢字姓名 1.3俎者Sex性別い正面を向かった写真 、 撮影
日から6ヶ月以内であること

黒 B 頌 太関
専！/Male/男[V]0遠/Female/女［ ］ 

PHOTO 
A color pholo laken凶lhin last 6 1.4遇甘毯省Date of B1 r th (yyyy/llYll/dd) 生年月日 1.5云� Nationality 国籍
months(full face without hat, 

"＂゜／ 1 ／ 1 日亭front view against while or 
ofI如ite background) 

1.6香牲云フトCountry of Birth 出生国家 1. 7 ヨ7凶巷否也立NationalIdentity No.

＂＊� 国家身分証番号 （記）、不要）

1.8 O|砂011を屯哺含鮨病限邑闘E遷俎習号人海烈告XI 0弄Have you ever used any other n寧s to enter or depart Korea? 
以前韓国を訪問した際、他の姓名で入国したことがありますか？ → 'はい ＇ を選択した方は詳細内容を記入
o�Lj.2.NoいいえIV] Oil Yes はいI l → '0il'包国人l 的ILfl吾フ1刈If 'Yes'please provide detai Is
澤� Ful I Name 姓名

1.9吟苧呻Are yru a citizen of nore t面咋畑try?あなたは複数国籍者ですか？〇IL-I仝めいいえ[�り 011 Yesはい［ ］ 
→'011'巫卦人1 糾ii屯邑フ1スHIf Yes'please write the⑬ntries 'はい ‘ を選択した方は詳細内容を記入 （ 

2.凶咎人片号を与/ DETAILS OF VISA APPLICATION / 申請査証情報

2.1対I弄フ1召（忍咤図）Period of Stay(Long/Short-term) 2.2ぇ�I弄X図Status of Stay滞在資格

90省0|乞f�フ1対I弄Long-term Stay over 90 days [ ］ 

oo望0/言い翌1えil弄珈rI-term Stay less than 00 days [ y] —紺雇見炎(c-3-q)
l 吾吾吾FOR OFFICIAL USE ONLY | 

フ1邑人｝習 えil弄XPi えI弄7|召 人ド 0
三コ=ロ

（T
三r せ令・号今(2主I, 3到OI�)

召令人｝習 召今望スト 召キ世空 え, 2.1叫

引フf人H彗 司フ樟望ズト 人H吾も空 ユス1人H営

ggx} ＜位人匡l召＞
習人ト フト［ ］

召刈
早[ ］

皆己刈

＜令臼色ズ1早掛色＞

210mmX297mm［国ざズl(80g/m'）王モ吾召スl(80g/m·)J

誤って記載してしまった場合は書き直しをお願いします。
修正液・修正テープでの訂正はお受けできません。



現住所を記載下さい（本籍ではありません）

本籍ではありません。パスポート
を申請された都道府県

本人の番号

緊急連絡先の番号

※専門学校は　その他　詳細に専門学校



弊社では観光・通過意外の代理申請は受けておりません。

お客様のご予定を記載下さい。

英語で記載 最新の５回分

韓国内に滞在している家族



今回の渡航に係る全ての費用の概算



KICTK16
ハイライト表示




