
10） どこか他の国他の国の国国（【質問①】で回答されたパスポートの発行国以外）で回答されたパスポートの発行国以外）回答されたパスポートの発行国以外）されたパスポートの発行国以外）パスポートの発行国以外）の国発行国以外）か他の国ら、これまで回答されたパスポートの発行国以外）に渡航用のパスポー渡航用のパスポーの国パスポー
　    トの発行国以外）またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？国家身分証明書を発給されたことはありますか？を発給されたことはありますか？発給されたことはありますか？されたパスポートの発行国以外）ことは国家身分証明書を発給されたことはありますか？ありますか他の国？

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ　

　「は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い」の国場合:発給されたことはありますか？国 　　  （　         　 　　　　　             　　 ）
　　　　　　   文書を発給されたことはありますか？の国種類　（　パスポートの発行国以外）　・　国家身分証明書を発給されたことはありますか？　）
　　　　 　　  文書を発給されたことはありますか？番号   　（　　              　　　　                  　）
  　　　　   　  有効期限   　（　　     　        年              月              日 　）

11） 今現在、あなたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？どこか他の国他の国の国国の国市民あるいは国民ですか？ あるいは国家身分証明書を発給されたことはありますか？国民あるいは国民ですか？ で回答されたパスポートの発行国以外）すか他の国？ 

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ　

　「は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い」の国場合:市民あるいは国民ですか？ 権・国籍のあの国ある都市名・国名　（　　               　　        　）
　　　　　　　市民あるいは国民ですか？ 権・国籍のあを発給されたことはありますか？取得した経緯 ： したパスポートの発行国以外）経緯 ： 
　　　 　　　　（ 出生による ・ 両親を通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）に渡航用のパスポーよる ・ 両親を通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）を発給されたことはありますか？通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）じて ・ 帰化 ・ その国他の国（　　　　　　　　　　　　　） ）

　　　　　　　　　 　   　　　         

12） これまで回答されたパスポートの発行国以外）に渡航用のパスポーどこか他の国他の国の国国の国市民あるいは国民ですか？ またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？国民あるいは国民ですか？ だったパスポートの発行国以外）ことは国家身分証明書を発給されたことはありますか？ありますか他の国？ 

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ　

　「は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い」の国場合:市民あるいは国民ですか？ 権・国籍のあの国あったパスポートの発行国以外）都市名・国名　（　　               　　        　）

13） あなたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？ CBP Global Entry プログラムのメンバーですか？ の国メンバーで回答されたパスポートの発行国以外）すか他の国？ 

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ　

　「は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い」の国場合:PASS ID／メンバーシップ番号（　　　　　　　　　　）
※CBP Global Entryプログラムのメンバーですか？ は国家身分証明書を発給されたことはありますか？、現時点で、米国永住資格を保持しない日本国籍の方は対象とはなりません。で回答されたパスポートの発行国以外）、米国永住資格を保持しない日本国籍の方は対象とはなりません。を発給されたことはありますか？保持しない日本国籍の方は対象とはなりません。しない日本国籍のあの国方は対象とはなりません。は国家身分証明書を発給されたことはありますか？対象とはなりません。とは国家身分証明書を発給されたことはありますか？なりません。

14） 他の国の国名前または別称を通用していますか？またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？別称を通用していますか？を発給されたことはありますか？通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）用のパスポーしていますか他の国？

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ　

   「は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い」の国場合:姓（　　                　          　） 名（　　             　　        　）
                             （ ローマ字でご記入ください）字でご記入ください）で回答されたパスポートの発行国以外）ご記入ください）記入ください）ください）
   
15） 2021 年 1 月１２日以降、キューバに渡航用のパスポー渡航あるいは国家身分証明書を発給されたことはありますか？滞在したパスポートの発行国以外）ことは国家身分証明書を発給されたことはありますか？ありますか他の国?
　

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ　

権利の放棄の国放棄

ESTAに渡航用のパスポーより取得した経緯 ： したパスポートの発行国以外）私の渡航認証が有効期間中の入国許可要件に関しの国渡航認証が有効期間中の入国許可要件に関し有効期間中の入国許可要件に関しの国入ください）国許可要件に関しに渡航用のパスポー関しし U.S. Customs and Border Protection
審査官が下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、が有効期間中の入国許可要件に関し下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、に渡航用のパスポーついて、審査またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、てを発給されたことはありますか？行う、あるいは国家身分証明書を発給されたことはありますか？亡命の申請事由を除き、の国申請事由を除き、を発給されたことはありますか？除き、き、Visa Waiver Program
（ビザ免除プログラム）による入国申請から生じる除外措置について、意義を申し立てる権利をここに放棄する、という通告免除き、プログラムのメンバーですか？ ）に渡航用のパスポーよる入ください）国申請か他の国ら生による ・ 両親を通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）じる除き、外措置について、意義を申し立てる権利をここに放棄する、という通告に渡航用のパスポーついて、意義を申し立てる権利をここに放棄する、という通告を発給されたことはありますか？申し立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、てる権利の放棄を発給されたことはありますか？ここに渡航用のパスポー放棄する、という通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）告
を発給されたことはありますか？読み、その旨承知しました。み、その国旨承知しました。しましたパスポートの発行国以外）。

上記の国放棄宣誓に加え、に渡航用のパスポー加え、え、Visa Waiver Programに渡航用のパスポー基づく米国への入国条件として、米国到着時の審査中、生体認証づく米国への国入ください）国条件に関しとして、米国到着時の国審査中の入国許可要件に関し、生による ・ 両親を通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）体認証
識別（指紋や写真など）を提出することにより、や写真など）を提出することにより、写真など）を提出することにより、など）を発給されたことはありますか？提出することに渡航用のパスポーより、U.S. Customs and Border Protection Officer（米国税関し国境取締
局）審査官が下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、の国入ください）国に渡航用のパスポー関しする決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、に渡航用のパスポーついて、審査またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、てを発給されたことはありますか？行う、あるいは国家身分証明書を発給されたことはありますか？亡命の申請事由を除き、の国申請事由を除き、を発給されたことはありますか？除き、き、 Visa Waiver
Program（ビザ免除プログラム）による入国申請から生じる除外措置について、意義を申し立てる権利をここに放棄する、という通告免除き、プログラムのメンバーですか？ ）に渡航用のパスポーよる入ください）国申請か他の国ら生による ・ 両親を通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）じる除き、外措置について、意義を申し立てる権利をここに放棄する、という通告に渡航用のパスポーついて意義を申し立てる権利をここに放棄する、という通告を発給されたことはありますか？申し立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、てる権利の放棄を発給されたことはありますか？放棄することを発給されたことはありますか？、
再度表明するもの国とします。

申請内容に関する証明に渡航用のパスポー関しする証明

私の渡航認証が有効期間中の入国許可要件に関し、申請者本人は、この申請についてのすべての質問事項および通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関するは国家身分証明書を発給されたことはありますか？、この国申請に渡航用のパスポーついての国すべての国質問事項および通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関するおよび通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関する通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）告を発給されたことはありますか？読み、その旨承知しました。み、あるいは国家身分証明書を発給されたことはありますか？既に読み終え、この申請に関するに渡航用のパスポー読み、その旨承知しました。み終え、この申請に関するえ、この国申請に渡航用のパスポー関しする
質問事項および通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関するおよび通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関する通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）告の国すべてを発給されたことはありますか？承知しました。したパスポートの発行国以外）旨、ここに渡航用のパスポー証明します。
この国申請書を発給されたことはありますか？に渡航用のパスポー提供された回答と情報は、私の知る得る限り真実かつ正確なものです。されたパスポートの発行国以外）回答されたパスポートの発行国以外）と情報は、私の知る得る限り真実かつ正確なものです。は国家身分証明書を発給されたことはありますか？、私の渡航認証が有効期間中の入国許可要件に関しの国知しました。る得した経緯 ： る限り真など）を提出することにより、実かつ正確なものです。か他の国つ正確なものです。なもの国で回答されたパスポートの発行国以外）す。

　　　　　　年　　　　月　　　　日　　ご記入ください）署名　　　　　　　  　　　　　　　　　　
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ESTA 代行登録申込書を発給されたことはありますか？
(渡航手続代行契約)

株式会社ジャパングレイス宛ジャパングレイス宛

株式会社ジャパングレイス宛ジャパングレイスに渡航用のパスポー「ESTA代行登録」を発給されたことはありますか？申し込みます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フリガナ）
申込番号　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、記の国質問  事項および通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関する  に渡航用のパスポーご記入ください）解答されたパスポートの発行国以外）の国うえ、署名を発給されたことはありますか？ご記入ください）記入ください）ください。  

以下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、記載は米国大使館公式ホームページより転載しております。全ての質問はは国家身分証明書を発給されたことはありますか？米国大使館公式ホームのメンバーですか？ ページより転載は米国大使館公式ホームページより転載しております。全ての質問はしております。全ての質問はての国質問は国家身分証明書を発給されたことはありますか？ESTA登録に渡航用のパスポー必要な事項および通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関する
として米国ＣＢＰ(U.S. Customs and Border Protection) より定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、められている内容に関する証明で回答されたパスポートの発行国以外）す。

【質問①】で回答されたパスポートの発行国以外） 以下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、の国項および通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関する目、全ての質問はての国情報は、私の知る得る限り真実かつ正確なものです。を発給されたことはありますか？必ずご記入ください）記入ください）ください。
１） パスポートの発行国以外）と違う名前またはう名前または別称を通用していますか？またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？
　 別称を通用していますか？を発給されたことはありますか？通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）用のパスポーしていますか他の国？

□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ

「は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い」の国場合　（ローマ字でご記入ください）字でご記入ください）で回答されたパスポートの発行国以外）ご記入ください）記入ください）ください）    

別の国名前または別称を通用していますか？：　　

２） 出生による ・ 両親を通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）地
※海外の国場合は国家身分証明書を発給されたことはありますか？ローマ字でご記入ください）字でご記入ください）で回答されたパスポートの発行国以外）ご記入ください）記入ください）ください。

国名：　　
　　　　　　
出生による ・ 両親を通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）したパスポートの発行国以外）市区町村名：　　　　
                                                都道　　　　　市区
　　　　　　　　　　　　　府県　　　　　町村

３） 両親を通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）の国名前または別称を通用していますか？を発給されたことはありますか？カタカナで回答されたパスポートの発行国以外）ご記入ください）記入ください）ください。
※ご記入ください）存命の申請事由を除き、の国有無にかかわらずご記入ください。に渡航用のパスポーか他の国か他の国わらずご記入ください）記入ください）ください。
(当社ジャパングレイス宛で回答されたパスポートの発行国以外）ヘボン式ローマ字でご記入ください）字でご記入ください）に渡航用のパスポー変換して手続きしますして手続きします)

父親を通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）（フルネームのメンバーですか？ ）：

母親を通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）（フルネームのメンバーですか？ ）：

4） 連絡先 E メールアドレス
※ご記入ください）自身の国Eメールアドレスが有効期間中の入国許可要件に関しない場合は国家身分証明書を発給されたことはありますか？、家族
　の国方は対象とはなりません。の国Eメールアドレスを発給されたことはありますか？ご記入ください）記入ください）ください。

E メールアドレス

5） 緊急連絡先
※Eメールアドレスが有効期間中の入国許可要件に関しない場合は国家身分証明書を発給されたことはありますか？当該名義を申し立てる権利をここに放棄する、という通告と異なな
   る方は対象とはなりません。で回答されたパスポートの発行国以外）もか他の国まいませんの国で回答されたパスポートの発行国以外）、家族の国方は対象とはなりません。の国Eメール
   アドレスを発給されたことはありますか？ご記入ください）記入ください）ください。

(フリガナ)　 

名前または別称を通用していますか？：　　

Eメールアドレス：

TEL：

6） 現在またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？過去に勤務経験がありまに渡航用のパスポー勤務経験がありまが有効期間中の入国許可要件に関しありま
　  すか他の国？

□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ

「は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い」の国場合:　 

勤務先名：

住所：

7） 個人は、この申請についてのすべての質問事項および通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関する識別番号（お持しない日本国籍の方は対象とはなりません。ちの国方は対象とはなりません。の国み）
※日本国籍のあの国方は対象とはなりません。は国家身分証明書を発給されたことはありますか？記入ください）不要で回答されたパスポートの発行国以外）す。

　 　　　※中の入国許可要件に関し面もご記入くださいもご記入ください）記入ください）ください
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B)代行登録ご希望の方ご希望の方希望の方の方方
の方みご希望の方提出ください。ください。



【質問②】で回答されたパスポートの発行国以外）免責事項および通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関する　

　　

 下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、記の国情報は、私の知る得る限り真実かつ正確なものです。を発給されたことはありますか？読み、その旨承知しました。み、承知しました。したパスポートの発行国以外）ことを発給されたことはありますか？表明してください：

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い、私の渡航認証が有効期間中の入国許可要件に関しは国家身分証明書を発給されたことはありますか？下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、記の国説明を発給されたことはありますか？読み、その旨承知しました。み、内容に関する証明を発給されたことはありますか？理解し、これらの国条件に関しに渡航用のパスポー合意します。 
　□　いいえ、より詳しい説明が必要です、または承知を拒否します。 しい説明が有効期間中の入国許可要件に関し必要で回答されたパスポートの発行国以外）す、またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？承知しました。を発給されたことはありますか？拒否します。 します。 

この国電子渡航認証で回答されたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？法執行機関しの国データベースを発給されたことはありますか？チェックします。します。Visa Waiver Program（ビザ免除プログラム）による入国申請から生じる除外措置について、意義を申し立てる権利をここに放棄する、という通告免除き、プログラムのメンバーですか？ ）に渡航用のパスポー
より米国へ入ください）国しようとしているすべての国旅行者は国家身分証明書を発給されたことはありますか？、搭乗に先立ちこのシステムを利用して電子渡航認証を取得する必に渡航用のパスポー先立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、ちこの国システムのメンバーですか？ を発給されたことはありますか？利の放棄用のパスポーして電子渡航認証を発給されたことはありますか？取得した経緯 ： する必
要が有効期間中の入国許可要件に関しあります。

電子渡航認証許可が有効期間中の入国許可要件に関し下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、りたパスポートの発行国以外）場合、あなたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？渡航資格を保持しない日本国籍の方は対象とはなりません。を発給されたことはありますか？得した経緯 ： たパスポートの発行国以外）ことに渡航用のパスポーは国家身分証明書を発給されたことはありますか？なりますが有効期間中の入国許可要件に関し、Visa Waiver Program（ビザ免除プログラム）による入国申請から生じる除外措置について、意義を申し立てる権利をここに放棄する、という通告免除き、プ
ログラムのメンバーですか？ ）に渡航用のパスポーより米国への国入ください）国が有効期間中の入国許可要件に関し確なものです。約されたパスポートの発行国以外）わけで回答されたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？ありません。
米国到着時に渡航用のパスポー入ください）国地で回答されたパスポートの発行国以外）の国U.S. Customs and Border Protection （米国税関し国境取締局）審査官が下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、の国審査に渡航用のパスポーよ
り、Visa Waiver Program（ビザ免除プログラム）による入国申請から生じる除外措置について、意義を申し立てる権利をここに放棄する、という通告免除き、プログラムのメンバーですか？ ）またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？米国の国法規に従い、入国が許可されない可能性もあります。に渡航用のパスポー従い、入国が許可されない可能性もあります。い、入ください）国が有効期間中の入国許可要件に関し許可されない可能性もあります。もあります。

     電子渡航不許可と判定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、されたパスポートの発行国以外）場合で回答されたパスポートの発行国以外）も、米国に渡航用のパスポー渡航するたパスポートの発行国以外）めの国ビザ免除プログラム）による入国申請から生じる除外措置について、意義を申し立てる権利をここに放棄する、という通告の国申請は国家身分証明書を発給されたことはありますか？可能で回答されたパスポートの発行国以外）す。

申請者本人は、この申請についてのすべての質問事項および通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関するまたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？第三者で回答されたパスポートの発行国以外）ある代理人は、この申請についてのすべての質問事項および通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関するが有効期間中の入国許可要件に関し提出したパスポートの発行国以外）すべての国情報は、私の知る得る限り真実かつ正確なものです。は国家身分証明書を発給されたことはありますか？、真など）を提出することにより、実かつ正確なものです。か他の国つ正確なものです。で回答されたパスポートの発行国以外）なければいけません。適格を保持しない日本国籍の方は対象とはなりません。性もあります。に渡航用のパスポー影
響を及ぼす新たな情報等により、時機や理由の如何を問わず、電子渡航認証は取り消されることがあります。もし本人を発給されたことはありますか？及ぼす新たな情報等により、時機や理由の如何を問わず、電子渡航認証は取り消されることがあります。もし本人ぼす新たな情報等により、時機や理由の如何を問わず、電子渡航認証は取り消されることがあります。もし本人たパスポートの発行国以外）な情報は、私の知る得る限り真実かつ正確なものです。等により、時機や理由の如何を問わず、電子渡航認証は取り消されることがあります。もし本人に渡航用のパスポーより、時機や写真など）を提出することにより、理由を除き、の国如何を問わず、電子渡航認証は取り消されることがあります。もし本人を発給されたことはありますか？問わず、電子渡航認証は国家身分証明書を発給されたことはありますか？取り消されることがあります。もし本人されることが有効期間中の入国許可要件に関しあります。もし本人は、この申請についてのすべての質問事項および通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関する
またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？代理人は、この申請についてのすべての質問事項および通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関するが有効期間中の入国許可要件に関し提出したパスポートの発行国以外）電子渡航認証の国申請内容に関する証明に渡航用のパスポー、故意に渡航用のパスポーよる著しい誤り、虚偽、詐欺的記載または説明がなさしい誤り、虚偽、詐欺的記載または説明がなさり、虚偽、詐欺的記載は米国大使館公式ホームページより転載しております。全ての質問はまたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？説明が有効期間中の入国許可要件に関しなさ
れたパスポートの発行国以外）場合、監視または刑罰の対象になります。またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？刑罰の対象になります。の国対象とはなりません。に渡航用のパスポーなります。

警告: 米国への国入ください）国申請に渡航用のパスポー応じて、通関手続地でじて、通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）関し手続地で回答されたパスポートの発行国以外）Visa Waiver Program に渡航用のパスポーよりUS Customs and Border
Protections審査官が下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、が有効期間中の入国許可要件に関しあなたパスポートの発行国以外）の国入ください）国を発給されたことはありますか？許可したパスポートの発行国以外）場合は国家身分証明書を発給されたことはありますか？、同プログラムでの滞在期間中に無許可の就労、または就学、プログラムのメンバーですか？ で回答されたパスポートの発行国以外）の国滞在期間中の入国許可要件に関しに渡航用のパスポー無にかかわらずご記入ください。許可の国就労、またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？就学、
あるいは国家身分証明書を発給されたことはありますか？外国情報は、私の知る得る限り真実かつ正確なものです。メディアの国代理人は、この申請についてのすべての質問事項および通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関するを発給されたことはありますか？務めては国家身分証明書を発給されたことはありますか？なりま せん。 section 245(c)(4) of the Immigration and
Nationality Actが有効期間中の入国許可要件に関し適用のパスポーされない限り、1）非移民あるいは国民ですか？ 資格を保持しない日本国籍の方は対象とはなりません。の国変更、 2）滞在期間の国延長、3）一時的またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？永久的な居
住者への国資格を保持しない日本国籍の方は対象とはなりません。変更は国家身分証明書を発給されたことはありますか？申請することは国家身分証明書を発給されたことはありますか？で回答されたパスポートの発行国以外）きません。上記に渡航用のパスポー違う名前または反した場合は、強制退去の対象となります。したパスポートの発行国以外）場合は国家身分証明書を発給されたことはありますか？、強制退去に勤務経験がありまの国対象とはなりません。となります。

【質問③】で回答されたパスポートの発行国以外）The Travel Promotion Act of 2009 

 下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、記の国情報は、私の知る得る限り真実かつ正確なものです。を発給されたことはありますか？読み、その旨承知しました。み、承知しました。したパスポートの発行国以外）ことを発給されたことはありますか？表明してください：

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い、私の渡航認証が有効期間中の入国許可要件に関しは国家身分証明書を発給されたことはありますか？下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、記の国説明を発給されたことはありますか？読み、その旨承知しました。み、内容に関する証明を発給されたことはありますか？理解し、これらの国条件に関しに渡航用のパスポー合意します。 
　□　いいえ、より詳しい説明が必要です、または承知を拒否します。 しい説明が有効期間中の入国許可要件に関し必要で回答されたパスポートの発行国以外）す、またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？承知しました。を発給されたことはありますか？拒否します。 します。 

2010 年 3 月 4 日、オバマ字でご記入ください）大統領が が有効期間中の入国許可要件に関し Travel Promotion Act (TPA) of 2009, Pub.L. No. 111-145 に渡航用のパスポー署名しま
したパスポートの発行国以外）。同プログラムでの滞在期間中に無許可の就労、または就学、法は国家身分証明書を発給されたことはありますか？、国土安全ての質問は保障省長官が下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、に渡航用のパスポー ESTA システムのメンバーですか？ の国利の放棄用のパスポー料を設定するよう指示しています。を発給されたことはありますか？設定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、するよう指示しています。しています。 The Further
Consolidated Appropriations Act, 2020 (PL 116-94) に渡航用のパスポーより ESTA 申請手数料を設定するよう指示しています。が有効期間中の入国許可要件に関し $21 に渡航用のパスポー改定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、となりましたパスポートの発行国以外）。
内訳は、米国への渡航許可を受ける は国家身分証明書を発給されたことはありますか？、米国への国渡航許可を発給されたことはありますか？受ける ける VWP 申請者 1人は、この申請についてのすべての質問事項および通告を読み、あるいは既に読み終え、この申請に関するに渡航用のパスポーつき $17.00、ESTA 申請手続費用のパスポーが有効期間中の入国許可要件に関し $4.00 となってい
ます。VWP に渡航用のパスポーより米国への国渡航が有効期間中の入国許可要件に関し拒否します。 されたパスポートの発行国以外）申請者に渡航用のパスポーは国家身分証明書を発給されたことはありますか？、$4.00 の国み請求されます。申請手数料の支払いには、クレされます。申請手数料を設定するよう指示しています。の国支払いには、クレいに渡航用のパスポーは国家身分証明書を発給されたことはありますか？、クします。レ
ジットの発行国以外）カードまたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？ PayPal の国み利の放棄用のパスポー可能で回答されたパスポートの発行国以外）す。申請者は国家身分証明書を発給されたことはありますか？、申請データを発給されたことはありますか？保存し、後日申請ページに渡航用のパスポー戻って支払い情報って支払いには、クレい情報は、私の知る得る限り真実かつ正確なものです。
を発給されたことはありますか？入ください）力することも可能です。ただし、すべての支払い情報の入力が完了するまで、申請書は提出されません。することも可能で回答されたパスポートの発行国以外）す。たパスポートの発行国以外）だし、すべての国支払いには、クレい情報は、私の知る得る限り真実かつ正確なものです。の国入ください）力することも可能です。ただし、すべての支払い情報の入力が完了するまで、申請書は提出されません。が有効期間中の入国許可要件に関し完了するまで、申請書は提出されません。するまで回答されたパスポートの発行国以外）、申請書を発給されたことはありますか？は国家身分証明書を発給されたことはありますか？提出されません。

   WARNING（警告）: この国手数料を設定するよう指示しています。は国家身分証明書を発給されたことはありますか？クします。レジットの発行国以外）カードで回答されたパスポートの発行国以外）支払いには、クレいます。

　すべての国申請者が有効期間中の入国許可要件に関し正確なものです。に渡航用のパスポー ESTA とクします。レジットの発行国以外）カード情報は、私の知る得る限り真実かつ正確なものです。を発給されたことはありますか？入ください）力することも可能です。ただし、すべての支払い情報の入力が完了するまで、申請書は提出されません。することが有効期間中の入国許可要件に関し極めて重要です。めて重要で回答されたパスポートの発行国以外）す。

    もし誤り、虚偽、詐欺的記載または説明がなさったパスポートの発行国以外）情報は、私の知る得る限り真実かつ正確なものです。が有効期間中の入国許可要件に関し入ください）力することも可能です。ただし、すべての支払い情報の入力が完了するまで、申請書は提出されません。されたパスポートの発行国以外）場合、再申請の国たパスポートの発行国以外）め申請者に渡航用のパスポー追加え、費用のパスポーが有効期間中の入国許可要件に関し請求されます。申請手数料の支払いには、クレされる可能性もあります。もあります。

申請内容に関する証明を発給されたことはありますか？更新たな情報等により、時機や理由の如何を問わず、電子渡航認証は取り消されることがあります。もし本人する場合は国家身分証明書を発給されたことはありますか？、追加え、費用のパスポーは国家身分証明書を発給されたことはありますか？発生による ・ 両親を通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）しません。支払いには、クレい手続きを発給されたことはありますか？完了するまで、申請書は提出されません。していない申請者は国家身分証明書を発給されたことはありますか？、米国への国渡航認
証を発給されたことはありますか？受ける け取ることは国家身分証明書を発給されたことはありますか？で回答されたパスポートの発行国以外）きず、米国が有効期間中の入国許可要件に関し目的地で回答されたパスポートの発行国以外）あるいか他の国なる航空機や写真など）を提出することにより、船舶にも搭乗することは許可されません。に渡航用のパスポーも搭乗に先立ちこのシステムを利用して電子渡航認証を取得する必することは国家身分証明書を発給されたことはありますか？許可されません。もし申請者
が有効期間中の入国許可要件に関しこの国費用のパスポーの国支払いには、クレいを発給されたことはありますか？中の入国許可要件に関し止した場合、米国への渡航認証は無効になります。したパスポートの発行国以外）場合、米国への国渡航認証は国家身分証明書を発給されたことはありますか？無にかかわらずご記入ください。効に渡航用のパスポーなります。

CBP は国家身分証明書を発給されたことはありますか？、申請者の国クします。レジットの発行国以外）カード会社ジャパングレイス宛が有効期間中の入国許可要件に関しこの国決済に対して請求する可能性のある追加費用に対しは責任を負いませに渡航用のパスポー対して請求されます。申請手数料の支払いには、クレする可能性もあります。の国ある追加え、費用のパスポーに渡航用のパスポー対しは国家身分証明書を発給されたことはありますか？責任を負いませを発給されたことはありますか？負いませいませ
ん。この国 "ApplyApply（申請する）"Applyボタンを発給されたことはありますか？押すと申請手続きは開始され、申請者はすと申請手続きは国家身分証明書を発給されたことはありますか？開始され、申請者はされ、申請者は国家身分証明書を発給されたことはありますか？ ESTA システムのメンバーですか？ の国利の放棄用のパスポーに渡航用のパスポー際して、して、CBP が有効期間中の入国許可要件に関し
請求されます。申請手数料の支払いには、クレするすべての国手数料を設定するよう指示しています。に渡航用のパスポー異な議を唱えないことに合意し、さらに払戻しもない旨を承知することになります。を発給されたことはありますか？唱えないことに合意し、さらに払戻しもない旨を承知することになります。えないことに渡航用のパスポー合意し、さらに渡航用のパスポー払いには、クレ戻って支払い情報しもない旨を発給されたことはありますか？承知しました。することに渡航用のパスポーなります。
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【質問④】で回答されたパスポートの発行国以外）
1） 2011 年 3 月 1 日以降、イラクします。、シリア、イラン、北朝鮮、スーダン、リビア、ソマ字でご記入ください）リアまたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？イエメンに渡航用のパスポー渡航
　あるいは国家身分証明書を発給されたことはありますか？滞在したパスポートの発行国以外）ことは国家身分証明書を発給されたことはありますか？ありますか他の国？ 

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ
　「は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い」の国場合:国名　 　（　　　　　　　　　　　　　　 　　）
　　　　　　    いつか他の国ら　（　　　　　　　　　年　 　　　月　）
　　　　　　    いつまで回答されたパスポートの発行国以外）　（　　　　　　　　　年　 　　　月　）
　　　　　　    主な理由  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）な理由を除き、  （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2）あなたパスポートの発行国以外）に渡航用のパスポーは国家身分証明書を発給されたことはありますか？身体もしくは国家身分証明書を発給されたことはありますか？精神の疾患がありますか、あるいは薬物乱用または中毒者ですか、  または現在 の国疾患がありますか、あるいは薬物乱用または中毒者ですか、  または現在 が有効期間中の入国許可要件に関しありますか他の国、あるいは国家身分証明書を発給されたことはありますか？薬物乱用のパスポーまたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？中の入国許可要件に関し毒者で回答されたパスポートの発行国以外）すか他の国、  またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？現在 
    次の疾病のいずれかを患っていますかの国疾病のいずれかを患っていますかの国いずれか他の国を発給されたことはありますか？患がありますか、あるいは薬物乱用または中毒者ですか、  または現在 っていますか他の国?

   ・ 軟性もあります。下す決定について、審査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申請事由を除き、疳
   ・ 淋病のいずれかを患っていますか
   ・ 鼠径部肉芽腫
   ・ ハンセン病のいずれかを患っていますか
   ・ 鼠径リンパ肉芽腫
   ・ 梅毒
   ・ 活動性もあります。結核

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ

3) あなたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？これまで回答されたパスポートの発行国以外）に渡航用のパスポー、他の国者またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？政府当局に渡航用のパスポー対して、所有物に渡航用のパスポー甚大な損害を与えるか重大な危害を加を発給されたことはありますか？与えるか重大な危害を加えるか他の国重大な危害を与えるか重大な危害を加を発給されたことはありますか？加え、
　 えたパスポートの発行国以外）結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか？またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？有罪判決を発給されたことはありますか？受ける けたパスポートの発行国以外）ことが有効期間中の入国許可要件に関しありますか他の国？

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ

4) あなたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？これまで回答されたパスポートの発行国以外）に渡航用のパスポー、違う名前または法薬物の国所持しない日本国籍の方は対象とはなりません。、使用のパスポー、またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？流通じて ・ 帰化 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　） ）に渡航用のパスポー関し連するいずれの国法規に従い、入国が許可されない可能性もあります。に渡航用のパスポー違う名前または反した場合は、強制退去の対象となります。したパスポートの発行国以外）ことが有効期間中の入国許可要件に関しあ
 　りますか他の国？

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ

5) あなたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？テロ活動、スパイ行為、破壊工作、またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？集団虐殺に参画しようとしたり、あるいは参画したことに渡航用のパスポー参画しようとしたり、あるいは参画したことしようとしたパスポートの発行国以外）り、あるいは国家身分証明書を発給されたことはありますか？参画しようとしたり、あるいは参画したことしたパスポートの発行国以外）こと
 　が有効期間中の入国許可要件に関しありますか他の国？

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ

6) あなたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？これまで回答されたパスポートの発行国以外）に渡航用のパスポー、あなたパスポートの発行国以外）自身またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？他の国者用のパスポーの国ビザ免除プログラム）による入国申請から生じる除外措置について、意義を申し立てる権利をここに放棄する、という通告を発給されたことはありますか？取得した経緯 ： するたパスポートの発行国以外）め、あるいは国家身分証明書を発給されたことはありますか？米国に渡航用のパスポー入ください）国するたパスポートの発行国以外）め、詐
 　欺行為またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？不正代理行為を発給されたことはありますか？犯したことはありますか？したパスポートの発行国以外）ことは国家身分証明書を発給されたことはありますか？ありますか他の国？

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ

7) あなたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？現時点で、米国永住資格を保持しない日本国籍の方は対象とはなりません。で回答されたパスポートの発行国以外）、米国で回答されたパスポートの発行国以外）の国就労を発給されたことはありますか？模索していますか、または過去に米国政府の許可なく、米国で雇していますか他の国、またパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？過去に勤務経験がありまに渡航用のパスポー米国政府の国許可なく、米国で回答されたパスポートの発行国以外）雇
 　用のパスポーされていたパスポートの発行国以外）ことが有効期間中の入国許可要件に関しありますか他の国？

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ

8) あなたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？これまで回答されたパスポートの発行国以外）に渡航用のパスポー、現在使用のパスポー中の入国許可要件に関しあるいは国家身分証明書を発給されたことはありますか？過去に勤務経験がありまに渡航用のパスポー使用のパスポーしていたパスポートの発行国以外）パスポートの発行国以外）を発給されたことはありますか？用のパスポーいて米国ビザ免除プログラム）による入国申請から生じる除外措置について、意義を申し立てる権利をここに放棄する、という通告を発給されたことはありますか？申請したパスポートの発行国以外）
 　際して、、否します。 認されたパスポートの発行国以外）ことが有効期間中の入国許可要件に関しありますか他の国、あるいは国家身分証明書を発給されたことはありますか？これまで回答されたパスポートの発行国以外）に渡航用のパスポー米国への国入ください）国を発給されたことはありますか？拒否します。 、あるいは国家身分証明書を発給されたことはありますか？米国入ください）国地で回答されたパスポートの発行国以外）の国入ください）
 　国申請を発給されたことはありますか？取り消されることがあります。もし本人されたパスポートの発行国以外）ことが有効期間中の入国許可要件に関しありますか他の国？

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ　
　「は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い」の国場合:いつ  （　　　　　　　　　年　 　　　月　）
　　　　　 　  どこで回答されたパスポートの発行国以外）（　　　 　　　　　　　　　　　　　）

9) あなたパスポートの発行国以外）は国家身分証明書を発給されたことはありますか？これまで回答されたパスポートの発行国以外）に渡航用のパスポー、米国政府が有効期間中の入国許可要件に関し許可したパスポートの発行国以外）滞在許可期間を発給されたことはありますか？超過して米国に渡航用のパスポー滞在したパスポートの発行国以外）ことが有効期間中の入国許可要件に関しありますか他の国？

　□　は国家身分証明書を発給されたことはありますか？い　　　□　いいえ

-3-　　                        　　     　　　 　　　　　　

※裏面もご記入くださいに渡航用のパスポーつづく 


