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これは、申請書をご自宅等のパソコンで作成・印刷するためのものです。作成したデータをメール等で送付して電子申請を行ったり、USBメモリ等でデータを窓口に持ち
込んで申請することはできませんのでご注意ください。また、本申請書と共に提出が必要となる書類についてもご確認ください。→必要書類についてはこちら
１．申請者ご自身で注意事項を確認の上、「同意する」にチェックを入れてください。　　（「同意する」にチェックがないと、申請書を印刷することができません。）２．「申請者入力欄」（①～④）に必要事項を入力してください。必須項目を入力しないと印刷すること　　 はできません。必須項目以外の欄で、入力内容が不明な場合には、空欄のまま印刷の上窓口までお持　　 ちください。３．申請書を印刷してください。
【印刷方法】（１）入力が完了したら、入力内容に誤りがないことを確認の上「申請者入力欄（④）」の右下、又は
　　　申請書の最終頁の　　　　　ボタンを押下して申請書（片面で2頁）を印刷してください。
　　　（印刷ボタン以外からの印刷は行わないでください。）（２）入力内容に誤り又は不足がある場合は、警告表示の内容を確認の上、入力内容を修正又は追加して
　　　ください。（３）印刷後、申請内容を修正する場合は各頁右上の　　　ボタンを押下し修正してください。（４）印刷時の留意事項（外務省ホームページに記載の使用条件）を必ずお読みください。要件に適さな
　　　い場合、窓口にて申請書を手書きで記入し直して頂く場合があります。　　　①申請書頁（２枚）のみを印刷してください。　　　②以下の要件を満たすA4サイズ又はレターサイズの紙（未使用・白色）に片面印刷をしてくだ
　　　　さい。【使用可能な用紙】　色：白（カラー紙、わら半紙は不可）　紙の種類：上質紙、中性紙、ＰＰＣ用紙（普通紙、コピー用紙）　白色度：80％以上　坪量（1㎡あたりの重量）：64g/㎡　～　104g/㎡　参考）市販コピー用紙：65g/㎡前後、郵便はがき：209g/㎡　サイズ：A4、レター　・カラー、白黒印刷のどちらでも結構ですが、カラー印刷を推奨します。　・拡大、縮小による印刷は行わないでください。　・「印刷」ボタン以外からの印刷は行わないでください。【使用可能なプリンター】　レーザープリンター、インクジェットプリンターが使用可能です。解像度が400dpi以上のプリンターを
　ご使用し、通常（標準）印刷モード以上の画質で印刷してください。
申請書の作成、申請方法
印刷
編 集
一般旅券発給申請書用
( Ver．２.０ )
→レターサイズで印刷される方は、こちらの注意事項をご確認ください。
ダウンロード申請書を利用して申請書を作成するためには、以下の注意事項を申請者ご自身が必ずご確認 いただき、すべての条項に同意していただくことが必要です。
すべてご確認いただいた後、「同意する」にチェックを入れてください。
１．ダウンロード申請書の作成・印刷にあたっては、必ず外務省ホームページに記載の使用方法・必要
　　条件を確認した上で、要件を満たす用紙・プリンターを利用の上、ご自身で印刷し、必要書類と共に
　　パスポート申請窓口等にて申請手続を行ってください。２．手書き部分は、太枠内の所定の欄に黒インク（黒ボールペンでも可）で枠からはみ出さないように
　　記入してください。３．印刷された申請書は機械で読み取りますので折ったり、しわにしたり、濡らしたりしないでくだ
　　さい。折る等した場合は、別の申請書に改めて記入をお願いする場合もあります。４．わが国固有の領土である北方領土（択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島）は渡航先には含まれ
　　ません。５．虚偽の記載をして、この申請書を提出し、又はパスポート（旅券）の交付を受けた場合等は、旅券法　　（五年《営利目的は七年》以下の懲役、三百万円《営利目的は五百万円》以下の罰金）及び刑法に　　　よって処罰されます。６．申請書の個人情報は、海外での事故の際の援護等旅券発給以外の公の目的に利用されることがあり
　　ます。
注意事項
５．作成した申請書を他の必要書類とともに在外公館に提出して、旅券の発給申請を行います。
( Ver．２.０ )
４．印刷した申請書の以下の欄に手書きで記入してください。
（１）「所持人自署」欄（白い部分からはみ出さないように署名してください）　　　　必ず申請者本人が署名してください。そのままパスポート（旅券）に転写されます。申請者が
　　　　未就学の乳幼児で本人が署名できない場合は、その法定代理人（父又は母等）が、また、疾病等　　　　により署名が困難な場合は法定代理人、配偶者等が代理署名することができます。その場合に　　　　　は、▶　◀より上の枠内に申請者の氏名を、▶　◀より下の枠内に記入者の氏名及び申請者との関係　　　　を下記例のとおり記入してください。（代筆の記入例）
 
（２）2枚目中段の「申請者署名」欄（未成年者又は成年被後見人の申請の場合は、「法定代理人署名」　　　　欄も記入）　　　戸籍どおりにかい書で必ず申請者本人が記入してください。ただし、幼児等で漢字の署名が困難な　　　場合はひらがなで記入してください。（３）2枚目下段の申請書類等提出委任申出書（法定代理人を除く第三者が申請書類を提出する場合）　　　申請者記入欄には必ず申請者本人が、引受人記入欄には必ず代理で提出する人が記入してくださ　　　　い。
..\20150226_自署欄画像差し替え\代筆記入例（英字）_グレー.png
..\20150226_自署欄画像差し替え\代筆記入例（漢字）_グレー.png
.\代理人署名印（説明文）.png
.\代理人署名印（説明文）.png
申請者入力欄（①）
旅券 種別
申請する旅券の種別を選択してください（申請時に20歳未満の方は、10年有効旅券を申請することはできません。)。
（婚姻や養子縁組等により、現在所持している有効な旅券と今回申請する旅券の記載事項 （氏名、本籍の都道府県名等）に変更がある場合に、この旅券の申請が可能となります。)
氏名について入力してください（ヘボン式ローマ字の変換例は　　　。）。
例　　ガイム
姓
（全角カタカナ）
例　　ハナコ
名
（全角カタカナ）
例　　外務
姓
例　　花子
名
例　　GAIMU
姓
例　　HANAKO
名
ヘボン式 ローマ字 【必須】
戸籍上に 記載の氏名 【必須】
ヨミカタ 【必須】
氏 名
性別、生年月日を入力してください。 また、申請書を提出する日の満年齢を入力してください。
満
歳
年
月
日
性別 【必須】
生年月日 【必須】
年齢
本籍地を戸籍謄（抄）本に記載されているとおりに入力してください（住所とは異なります。）。
本籍 【必須】
都道府県名
市区郡以下　　　例　千代田区霞が関２丁目２番
( Ver．２.０ )
申請者入力欄（②）
現住所、郵便番号及び電話番号を入力してください。 （郵便番号が無い国・地域にお住まいの方は、郵便番号欄に 0 と半角数字で入力してください。）
現住所
住民票に
記載の住所
【必須】
〒
例　100-8919
例　東京都千代田区霞が関2-2-1
電　話　番　号
     例　(03)3580-3311
(      )
例 090-3580-3311     
携帯電話
その他
勤務先など
その他日中の連絡先（携帯電話、勤務先等）を入力してください。
その他 連絡先
〒
例　100-8919
例　東京都千代田区霞が関2-2-1
電　話　番　号
例　(03)3580-3311
居所で申請する場合は居所も入力してください。 （海外からの一時帰国中である場合や住民票上の住所以外の場所に長期間継続して居住している場合等、一定の要件を 　満たしていれば住民票上の住所以外の居所で申請できます（居所申請）。詳しくは申請先のパスポート申請窓口等に　　お問合せください。）
居所
日本国内で緊急に連絡の取れる方の連絡先を入力してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名欄は申請者ご本人以外の方を入力してください。なお、日本国内に連絡の取れる方が全くいない方は、　　　　　住所欄に なし とひらがなで入力してください。）
日本国内の緊 急 連 絡 先
住所 【必須】
〒
例　100-8919
例　東京都千代田区霞が関2-2-1
電　話　番　号
例　(03)3580-3311
例　外務太郎
氏　　　名
例　父  
申請者との関係
連絡先 【必須】
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申請者入力欄（③）
過去の旅券発給について入力してください。
過去の 旅券発給
今までに旧姓も含め旅券の発給を受けたことがありますか。【必須】
上欄で「ある」を選択された方は、最後に発給を受けた旅券について入力してください（不明な場合は、入力せずに印刷し、申請時にパスポート申請窓口等に相談してください。）。
旅券番号
　例　TZ9900548
例　2000      5(MAY)        10      
発行年月日
例　GAIMU
最後に発給を受けた旅券に記載の姓 （ローマ字で入力してください。）
申請日前３日以内に旅券の紛失（焼失）届出を 行っている場合には「はい」を選択してください。
次の質問事項に該当しているか否か、いずれかを選択してください（本人又は法定代理人が選択してください。）。
虚偽申請は旅券法違反になります。
以下で「はい」を選択された方は、「渡航事情説明書」等をご用意願います。詳しくはこちら
刑罰等 関係 【必須】
1. 外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
2. 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
3. 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けて    いますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
4. 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
5. 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として 　 偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、 　 判決が確定したことがありますか。
6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を 　 適用され外国から帰国したことがありますか。
外国籍を併せて有する方は、有する外国籍、外国籍取得年月日、外国籍取得方法を入力してください。
虚偽申請は旅券法違反になります。
外国籍 の有無 【必須】
現在、外国の国籍を有していますか。
上欄で「はい」を選択された方は、どこの国の国籍か入力してください。
例　アメリカ合衆国
取得年月日
西暦
年
月
日
例　1980年10月10日
どのような方法で取得しましたか（複数選択可）。
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申請者入力欄（④）
海外に渡航予定のある方は、出発予定日を入力してください（年月等のみの入力でも構いません。）。
具体的な渡航予定のない方は、「未定」を選択してください。
出発 予定日 【必須】
年
月
日
主な渡航先での滞在期間について選択してください。
主要渡航先での滞在期間
（参考）海外で3ヶ月以上滞在を予定される方は、在留届を提出する必要があります。
　　　　3ヶ月未満の短期滞在となる場合においても「たびレジ」への登録をお勧めします。リンクはこちら
以下のいずれかに該当する場合は、渡航目的及び渡航先を入力してください。
渡航目的 及び 渡航先
以下のいずれかに該当しますか。
上欄でいずれかを選択された方は、渡航目的と渡航先（国名）を入力してください。
渡航目的
（60文字以内）
渡航先
（30文字以内）
例　OHNO　※最大31字まで（別名を含む）   （　　SUMISU                             ）
姓
（
）
例　YOHKO  ※最大31字まで（別名を含む）  （　　ASHLEY　　　　  　　　　　　 　    ）  
名
（
）
注１：旅券面への表記可能な字数は、姓・名・スペース合わせて37字（別名併記を除く）までです。
　　　使用可能な文字は、アルファベット（26文字）及び、4つの記号（コンマ（，）、ハイフン（-）、
　　　アポストロフィー（’）、スラッシュ（/））のみです。
注２：非ヘボン式ローマ字の使用又は別名併記を希望される場合は、申請の際にその必要性を疎明する
　　　資料の提出をお願いすることがあります。
　　　非ヘボン式ローマ字の使用について（　　　）、別名表記について（　　　）
ヘボン式によらないローマ字表記及び別名表記を希望する場合は、以下を入力してください。
旅券面の 氏名表記
非ヘボン式ローマ字
別名併記
 
印字
イメージ
申請書類の提出を代理人に依頼しますか。
※はいをチェックする（委任する）場合、申請書印刷後、 　２枚目の「申請書類等提出委任申出書」を手書きで必ず記入してください。
申請書類等 提出委任
( Ver．２.０ )
(姓)
(名)
→レターサイズで印刷される方は、こちらの注意事項をご確認ください。
新規・切替
一般旅券発給申請書
厳折 　り 　曲 禁げ
受　理 年月日
受　理 番　号
窓　口 記入欄
区　分
確　認
発行年月日
交付年月日
旅券 番号
該当なし
二重発給
切替新規
入力あり
裏面あり
訂正新規
―
外 務 省 コード欄
03 13条
04 対立地域
10 別名併記
11 非ヘボン
14 暦外確認
15 暦外表示
0A 別人
0B 失効
0C 解除
0D その他訂正
0E 職権
0G 再作成
0M JICA
官庁コード
0J 特例2
0H 特例1
0K 特例3
0N 永住
外 務 省
都 道 府 県
.\顔写真.jpg
この署名は旅券にそのまま転写されます。白い部分からはみ出さないように署名してください。
 　　　　　　　　　
　所持人自署については申請者本人が署名してください。ただし、乳幼児など申請者が自ら署名することが困難な場合は、法定代理人などが代筆することができます。
　その場合には、「 ▶ ◀ 」印より上に申請者の氏名を記入し、「▶  ◀ 」印より下に記入者の氏名及び申請者との関係を記入してください。（例えば、by  A.YAMADA(Mother)
　や by  A.YAMADA(Father)など)
所持人自署
▶
◀
.\代理人署名印.png
.\代理人署名印.png
写真はここに貼らずにお持ちください。
(名)
　  (姓)
(姓)
(名)
ヨミカタ
ヘボン式 ローマ字
姓名
氏　　名
  生年月日
本籍
市区郡 以下
年
日
月
該当する性別を選択してください
性別 
（都道府県名）
現住所　〒
電話
携帯
その他勤務先など
居　所　〒
電話
日本国内の緊急連絡先　〒
氏名
申請者との関係
電話
居所で申請する場合は居所も記入してください
旅券番号
過去に旅券の発給の有無を選択してください
今までに旧姓も含め旅券の発給を受けたことがありますか。  もし、発給を受けたことがある場合は、最後に発給を受けた旅券について記入してください。
この申請書を提出する日の年齢
３日以内に紛失(焼失)届出を行っていますか。
 最後に発給を受けた旅券に  記載の姓のローマ字
発行年月日      （西暦）
年
月
日
満　　　　歳
刑   罰   等   関   係
はい
いいえ
※次の各事項に該当しているか否か、□をチェックしてください。 （本人又は法定代理人が記入してください。） 1.外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。 2.現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。 3.現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を    受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。 4.旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。 5.日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として                                        偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、    有罪となり、判決が確定したことがありますか。 6.国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に    関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。
現在外国の国籍を有していますか。 
該当する場合選択してください
国籍
取得年月日
年
月
日
どのような方法で取得しましたか。
外   国   籍   の   有   無
「はい」の場合は、下の項目にご記入ください。
（ Ver.2.0 ）
出発予定日
未定
年
月
日
※主要渡航先での滞在期間
※次の各項目のいずれかに該当する場合には、該当する項目の□にレ印をつけた上で、下記の渡航目的及び渡航先を記入してください。
①
②
渡航目的(具体的に) ②の場合は、二重発給が必要な理由も記入
今回の渡航先(渡航先国名と、コード表を参照して国コードを記入してください)
コード
旅券面の氏名表記（表面のヘボン式と異なる場合のみローマ字活字体大文字で記入）
(姓)
(名)
             注：旅券面への表記可能な字数は姓・名・スペース合わせて37字（別名併記を除く）までです。
             　　記号（、・～など）や、数字（ⅡⅢなど）等は記載できません。但し、別名併記の（　）は記載可。
国名
外　務　大　臣　殿
在
大使　総領事　殿
日
月
年
平成
この申請書の記載は事実に相違なく、旅券法第3条の規定により、一般旅券の発給を申請します。 この申請書に記入した氏名の表記を今後変更しないことを誓います。
申請者署名
法定代理人(後見人など)署名
（署名は必ず本人が戸籍に記載のとおり、かい書体で行ってください（署名が困難な場合を除く）。また、申請者が成年被後見人の場合は、法定代理人の署名も併せて必要です。なお、署名が困難な場合であって、法定代理人でない者が記名する場合には、その者の氏名も記名してください。本人確認のために印鑑登録証明書を使用する場合は、押印が必要です。）
本 人 確 認 欄
(1点でよい書類)
(偽造防止、写真付き）
(2点必要な書類)
(学生証、社員証、公的な資格証明書など)
官   公   庁   記   載   欄
□ 非ヘボン
□ 別名併記
疎明資料名
(
)
理　　　由
(
)
□ 長音表記
(平成　　　年　月制定)
（署名は必ず本人が戸籍に記載のとおり、かい書体で行ってください（署名が困難な場合を除く）。また、申請者が未成年者又は成年被後見人の場合は、法定代理人の署名も併せて必要です。なお、署名が困難な場合であって、法定代理人でない者が記名する場合には、その者の氏名も記名してください。本人確認のために印鑑登録証明書を使用する場合は、押印が必要です。）
申請書類等提出委任申出書
(法定代理人が申請者に代わって申請書類などを提出する場合には、本様式の提出は不要です)
申 請 者 記 入
引 受 人 記 入
注 意 事 項
  私は旅券法第3条第4項の規定に基づき、下記の引受人を通じて旅券申請書類等を提出いたしたく、申し出ます。
平成
年
月
日
申請者署名
引受人氏名
申請者との関係
引受人住所
私は本件申請に係る必要書類等を申請者に代わり提出することを引き受けました。私が提出する申請者の所持人自署 及び申請者署名は本人自筆のもの（又は適正な記名）であること及び写真は本人のものに相違ないことを確認します。 私は、過去5年間、旅券の不正取得に係わったことはありません。
平成
年
月
日
連絡先電話番号　　　　　（　　　）　
引受人署名
生年月日　明治・大正・昭和・平成
1. 「申請者記入」欄には、申請者本人が記入してください。
2. 申請者の指定した者が、代わりに申請書類などを提出する場合には、提出者本人を確認するに足る書類等を提示（出）してください。3. この申請による旅券取得が日本国法令の罰則に該当する場合、申請者に代わって必要書類などを提出した者も罰せられることがあり
　 ます。4. 署名は必ず本人が行ってください（署名が困難な場合を除く）。なお、署名が困難な場合であって法定代理人でない者が記名する場合
     には、その者の氏名も記名してください。
年
月
日
(平成　　　年　月改正)
（別記第３号の２様式）
（ Ver.2.0 ）
平成二十七年十一月改正
（　　　　　　　　　　　　　　）
平成二十七年十一月改正
（　　　　　　　　　　　　　　）
..\20150305_ヘボン式画像差し替え\ローマ字綴り方表_20150304.tif
【ヘボン式ローマ字表記へ変換する際の注意事項】１．撥音：B、M、Pの前の「ん」は、NではなくMで表記します。　　　例：難波（ナンバ）NAMBA、本間（ホンマ）HOMMA、三瓶（サンペイ）SAMPEI２．促音：子音を重ねて表記します。　　　例：服部（ハットリ）HATTORI、吉川（キッカワ）KIKKAWA　　　ただし、チ（CHI）、チャ（CHA）、チュ（CHU）、チョ（CHO）音の前には「T」を表記します。　　　例：発地（ホッチ）HOTCHI、八丁（ハッチョウ）HATCHO３．長音：OやUは記入しません。　　※長音表記を希望する場合には、下記【ヘボン式によらないローマ字氏名表記】を参照してくだ　　　さい。
        「－」を省略する場合          例：ニーナ（ニーナ）NINA、シーナ（シーナ）SHINA、サリー（サリー）SARI        「イ」を省略しない場合          例：新菜（ニイナ）NIINA、しいな（シイナ）SHIINA、さりい（サリイ）SARII        「ウ」を含む長音「ウウ」の場合（「UU」は表記しません。）          例：日向（ヒュウガ）HYUGA、裕貴（ユウキ）YUKI、優子（ユウコ）YUKO        「オ」を含む長音「オウ」の場合（「OU」は表記しません。）          例：幸太（コウタ）KOTA、洋子（ヨウコ）YOKO、亮子（リョウコ）RYOKO        「オ」を含む長音「オオ」の場合（「OO」は表記しません。）          例：大野（オオノ）ONO、大河内（オオコウチ）OKOCHI、大西（オオニシ）ONISHI        末尾が「オオ」音で、ヨミカタが「オ」の場合（「OO」と表記します。）          例：妹尾（セノオ）SENOO、高藤（タカトオ）TAKATOO、横尾（ヨコオ）YOKOO        末尾が「オウ」音で、ヨミカタが「ウ」の場合（「OU」とは表記しません。）          例：伊藤（イトウ）ITO、高藤（タカトウ）TAKATO、御園生（ミソノウ）MISONO４．「ヴ」のつく氏名例      例：ヴィヴィアン（ヴィヴィアン）BUIBUIAN 又はBIBIAN 、
　　　    ヴォードレール（ヴォードレール）BUODORERU 又はBODORERU　　【ヘボン式によらないローマ字氏名表記】１．国際結婚や両親のいずれかが外国人、又は二重国籍等により、外国式の名前をヘボン式ローマ字 　　以外の表記で記載することを希望する場合には、その綴りが実際に使用されていることを示す書　　類（出生証明書、婚姻証明書、配偶者や父母の外国旅券等）の提出をお願いしています。２．上記以外でヘボン式によらないローマ字表記（長音「OH」表記等）を希望するには、予めご相談　　ください。　　例：伊藤（イトウ）ITOH、大野（オオノ）OHNO３．パスポートを一度取得された後の表記の変更については、原則変更できません。【別名併記】　外国で旧姓での活動実績があり、旧姓表記でないと支障が生じる場合など、渡航にあたり旧姓などの別名も併記する必要がある場合、その必要性が確認できる書類等の提出をお願いしていますので、予め申請窓口にご相談ください。
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