
 
 
 
 
 
 
Passport No. ………………………………         Date of Expiry …………………………………….. 
 
Date of Issue ……………………………...          Place of Issue ……………………………………... 
 
Details of previous passport hold, if any ……………………………………………………………… 
 
1. Name in Full ………………………………………………………………………………………... 
                                                    (Surname first in block letters) 
 
    Name of Father ……………………………………………………………………………………... 
 
2. Nationality …………………………………………………………………………………………... 
 
    If nationalized, date and place of nationalization and former nationality …………………………... 
 
3. (a) Date of Birth ………………………………….. 
 
    (b) Place of Birth …………………………………. 
 
4. Civil Status ( Single, Married, Widower, Widow or Divorcee) ……………………………………. 
 
5. If married, where spouse is resident and full Postal Address ………………………………………. 
 
    ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Applicant’s height     ……………   feet   ………………. Inches /  …………………… C. M.    
 
7. Any identification Marks or Pecularities ……………………………………………………….…... 
 
8. Applicant’s Address ………………………………………………………………………….……... 
 
    (a) Profession …………………………………………………………………………………….…. 
 
    (b) During staying in Sri Lanka ………………………………………………………………….…. 
 
9. Profession or Occupation ……………………………………………………………………….…... 
 
10. Name and Address of employee, if any …………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
 
11. If in business where business is  …………………………………………………………………... 
 
 

DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND EMIGRATION 
REPUBLIC OF SRI LANKA 

Form “B” 
            Regulation 68 

 

APPLICATION FOR ENTRY VISA 

 
 

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
パスポート番号

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
有効期限

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
発行日

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
発行地

CP3
タイプライターテキスト
記入不要

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
申請者氏名（ブロック体で姓・名の順で記入）

CP3
タイプライターテキスト
父親の氏名

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
国籍

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
旧国籍がある場合は記入

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
生年月日

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
出生地

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
婚姻状況

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
既婚の場合：配偶者の住所

CP3
タイプライターテキスト
身長

CP3
タイプライターテキスト
空欄

CP3
タイプライターテキスト
空欄

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
身体的特徴

CP3
タイプライターテキスト
申請者の住所

CP3
タイプライターテキスト
職業

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
スリランカでの滞在先住所 (ホテル滞在時はホテル名と住所）

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
職務内容

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
所属会社名及び所在地

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
商用の場合：招聘機関名及び所在地



 
12. Whether previously in Sri Lanka? If so, last place of residence and date of leaving ……………... 
 
      Particulars of Visa or Residence Permit last obtained:- 

 
      (a) If, Visa, give date of issue and period of validity: ……………………………………………... 
 

(b) If Residence Permit, give date of issue, period of validity, permit No and purpose of issue: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
13 Whether permission to visit Sri Lanka or to extend stay in Sri Lanka has been refused previously 
and, if so by whom and when or whether application has been made now or previously to any Sri 
Lanka visa office abroad? If so, full particulars and position of such application: 
 
14. Object of present visit? ……………………………………………………………………………. 
 
15. Route and mode of travel to Sri Lanka …………………………………………………………… 
 
16. Period for which visit visa is required …………………………………………………………… 
 
17.  (a) Name and address of a person in Sri Lanka who can furnish information regarding applicant 
and security for maintenance and repatriation of the applicant, if so required. ……………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(b) Name and address of a responsible person in applicant's own country who can furnish 
information regarding applicant: ………………………………………………………………. 

 
18. How much money will the applicant have with him or have available for himself on arrival in Sri 
Lanka? …………………………………………………………………………………………………. 
 
19. Any other reason to urge in support of application ……………………………………………….. 
 
I hereby declare that to the best of my knowledge and belief the forgoing statements are true, that I 
shall not engage myself in any employment, paid or unpaid, on arrival in Sri Lanka and that I shall 
leave Sri Lanka before the date of expiry of the period of my authorized stay in the Island. I also 
undertake to notify the Controller of Immigration & Emigration, Colombo, immediately any change 
of my address, while in Sri Lanka occurs. 
 
 
                                                                                                             ………………………………………………… 

                                                                                  Signature 
Date: ……………………………. 
 
Note: (1) An application for a visa must be made at least one month before the date of intended  
  travel. 

(2) Fee for a visit visa is charged on a reciprocal basis. Holders of diplomatic or official 
passports will be granted or issued visas free of charge. 

(3) An applicant must submit two copies of his photograph 4.5 x 3.5 c.m. for issue of 
visa. 

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
スリランカ渡航歴のある方

CP3
タイプライターテキスト
直近の渡航日付

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
直近のビザ発行日と有効期間

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
居住許可証の取得歴ある方は直近の発効日と期限及許可番号と居住目的

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
過去にスリランカ査証の申請・延長が拒否された事がある場合、日付、内容等の詳細(この余白に記入）

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
今回渡航の目的

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
入国ルートと交通手段

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
滞在期間

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
業務：スリランカでの保証人の名前と住所、または現地の会社名と住所

CP3
タイプライターテキスト
スリランカ滞在中の日本の連絡先（氏名と住所）

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
渡航費用予定額

CP3
タイプライターテキスト
申請を急ぐ理由のある方は記入

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
パスポートと同じサイン

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
滞在先住所

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
観光：ホテル名と住所

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト




