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 ◆ 重要な質問  ◆

渡航歴に関して： 下記の国いずれかに2011年3月1日以降渡航がある （　はい　・　いいえ　）

イラク、イラン、スーダン、シリア、リビア、ソマリア

ESTAに関して： ESTAの入力を失敗したために申請したい （　はい　・　いいえ　）

「はい」の場合→ 入力失敗した年月日 　 （　　　　年　　　月　　　日 ）

入力失敗した内容 詳細

犯罪歴に関して： 犯罪歴・逮捕歴があるために申請したい （　はい　・　いいえ　）

「はい」の場合→ 質問書②の記入が必要です。

判決記録等、犯罪歴・逮捕歴を説明できる書類を準備してください。

大使館提出後の審査に時間がかかります。通常1ヶ月以上かかるのが

一般的ですが、かかる日数は事前にはアナウンスされません。

出発に間に合わない可能性もあります。

上記以外の理由でESTAで渡航できる国籍（日本籍含む）がビザを申請を希望する場合、理由を明記してください

アメリカビザ歴に関して： 現在のパスポートで米国査証の申請履歴がある （　はい　・　いいえ　）

「はい」の場合→ ① 前回の申請もアジアトレーディングで行なった　（ はい ・ いいえ ）

①が「はい」の場合→ 前回申請したのはいつですか (　　　　　　年　　 月 ）

①が「いいえ」の場合→ ② 申請した領事館の所在地

[ ]

③ 予約取得時に米国ビザ申請ページ上で登録したメールアドレス

[ ]
➃ 米国ビザ申請ページのログインに必要なパスワード

[ ]

*前回の申請が他代理店を使用した場合、②～➃を確認の上、記入してください

** 前回の申請が日本で、③➃がどうしても不明な場合、弊社で前回のデータを削除した

 上で手続き可能ですが、削除に時間がかかる場合があります。削除を希望しますか？

(　希望する　・　希望しない　）

　　　希望しない場合は①－➃の記入が必須です

日本籍以外の方はお読みください：

・中東のイスラム系諸国、アフリカ諸国、ネパール、フィリピン等一部国籍の方

・日本のビザが在留期間１年で発給された方

・日本の滞在期間が短い方

・渡航歴が少なく米国査証の取得実績が無い方

→上記に当てはまる方は、米国査証発給の可能性が低い傾向があります。

次のページの質問事項に進む前に、下記を精読してください

弊社のアメリカビザサポートは申請が円滑に運ぶべく行なわれるものであり、ビザの発給を
100％約束するものではありません。ビザの発給は大使館領事が判断するもので、その結果
は様々な要因に左右されます、万が一ビザ発給が拒否されたとしても弊社よりお客様に
返金することはできません。

アメリカ　申請フォーム
ＤＳ-160用 質問書 ①

全ての申請者が提出必要です

質問書記入後、パスポートの写真面及びデータ面のコピー、

在留カード（両面コピー）、カラー写真1枚（5x5cm 背景白 眼鏡不可）、米国ビザ取得経験がある

方はそのページを一緒に提出ください。

質問書は漏れなくご記入ください。漏れがある場合は手続きに時間がかかる場合があります。

該当しないの場合も「無」、または「NONE」とご記入ください。
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2.姓名（ローマ字と漢字で記入) 別名 （旧姓名 ・ 日本名 など）

3.国籍 No Yes

5.生年月日　＆　出生地 6.パスポート番号＆発行地

市 パスポート番号

国

注：香港→返還前は香港（BNO)  返還後は香港(SAR）で入力

州/県（なければ「無」と記入） 州/都道府県 発行年月日

市 国 有効期間満了日

「Yes」の場合： パスポート番号

発行国

  .米国社会保障番号（なければ「無」と記入）
いつ・どこで・どのような状況で紛失・盗難されたか

  .米国納税者番号（なければな「無」と記入）

10.現住所
〒　（　　　　　　-               )

住所フリガナ

住所

現住所と郵送先住所が異なります 　　（ はい  ・  いいえ ） 「はい」の場合→郵送先情報を下記に明記

〒 (             -                  )

住所

11 電話番号

自宅TEL No.

携帯番号

12 .婚姻事項
独身 既婚 別居

死別 離婚 (離婚した回数　  　回）＊
姓　　　　　　　　　　　　　 名

配偶者の出生地（市、県） 配偶者の生年月日

結婚した日 　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 国籍 　

離婚した日 　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日 同居していない場合：配偶者の住所

離婚理由

離婚した国

Eメールアドレス
（ブロック体で記入してください）

学校や会社などが主催する旅行に参加する場合、主催団体からの英文説明レターが必要となります

面
接

希
望
日

※　離婚された場合：結婚した日＆離婚した日、
離婚理由、離婚した国を記入 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

沖
縄

大
阪

「Yes」の場合：その他の国籍のパスポートを持っていますか?　

　No     Yes パスポート番号：

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

ミドルネーム

勤務先/学校TEL No.

4.その他の国籍を持っている、あるいは以前持っていましたか？    

名

「Yes」の場合：

その他の国籍

名姓

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
7 自分の国籍以外に永住権を持っている国はありますか
 （例：中国籍→日本の永住権）　    Yes   /   No

「Yes」の場合→永住権のある国を明記

1.希望取得ビザタイプ（下記より選択）

　姓

8.身分登録番号「National Identification Number：パスポートに記載されてい
るもの（なければ「無」と記入）

姓名の区別をしていない場合：　姓にフルネーム、名に「FNU」と記入してください
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ビザは入力通りの名前で発給されます）

9 パスポートを紛失または盗難にあったことがありますか?　　　　　　　　　　No
Yes

東
京

福
岡

北
海
道

 個人旅行  ・ 友人 / 知人訪問  ・ 社員旅行  ・ 学校の旅行
 研修旅行 ( 内容を詳しく明記 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　 ）
 業務会議  ・ 国際会議  ・学会  ・ 展示会
 その他 　 ( 内容を明記 ： 　　　                                                　    ）

　
　　渡航目的を選択

　　してください

14 .配偶者の氏名（離婚・別居・死別の場合も記入。旧姓を含む）ローマ字記入
　*複数回離婚している場合はすべての元配偶者情報を提供してください

面
接
希
望
地

（
下
記
よ
り
選
択
し
て
く
だ
さ
い

）

  短期商用・観光（B1/B2)　　短期商用（B1)　　　観光（B2）　　　留学（F）　　専門留学（M）　　交流訪問者（Ｊ）　  その他 （
）
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15.現在の職業（主婦は "Housewife"、定年退職した場合は“Retired”、学生は“Student”と書く） 16.月収（円）

17.肩書と仕事内容

18.現在の勤務先会社名 （学生は学校名と学部名）　と　住所、郵便番号、電話番号

※現在お勤めされていない方は下記質問＃19もご記入ください（該当者のみ）

フリガナ
会社名/学校名 所属学部（学生のみ）：

〒 (            -               )

住所フリガナ 電話番号

住所

19.前職がありますか。 No Yes（「Yes」の場合：下記記入）

勤務先会社名 電話番号

住所 職名・肩書き

雇用開始日

上司の姓名 離職日

肩書と職務内容を簡単に記入

20.米国への到着予定日 21.滞在期間

名（ローマ字） 関係

費用負担者住所 電話番号

23.具体的な渡航計画がありますか？ NO

米国到着日 米国出国日

米国到着便名 米国出発便名

米国到着地（都市名） 米国出発地（都市名）

訪問予定の都市名（すべて明記）

24.グループや団体の一員として渡航する予定ですか？※団体旅行の一員、演劇、演奏グループやスポーツチームの一員として渡航する場合

No　　Yes

25.申請者と一緒に渡航する人の氏名（ローマ字）と続柄

26-a .米国の滞在先情報（ホテル名・住所・電話番号）

※本人以外の場合は
ご記入ください

22.旅行費用の負担者

本人　　/　　本人以外

下記の情報に関してこれまで勤務した会社の情報を2回分提供してください
（足りない場合は別紙に記入したうえで提出してください）

　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

「Yes」の場合：共に渡航するグループ名を記入（社員/学校/研修旅行の場合はその旨を明記）

26-b 米国の連絡先
＊業務の場合：現地訪問先の会社名・住所・電話番号
＊国際会議・学会の場合：会議や学会の名称・現地主催団体の名前・住所・電話番号・開催会場情報
＊研修旅行の場合：現地研修機関がある場合、その名前・住所・電話番号

費用負担者　姓（ローマ字）
会社の場合は企業名

　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

YES　(「YES」の場合：渡米の詳細を記入してください）

　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

＊未定の場合：渡航予定の都市名を記入してください
＊個人の家の場合：相手先の氏名、住所、電話番号、Eメールと申請者との関係を記入
→個人宅に滞在する場合、現地からの招待状と滞在者のパスポートコピー＋アメリカ在留資格を証明する書類が必要です
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27.これまでに米国に行ったことがありますか？　（サイパン／グアムへの渡航歴及び米国通過歴も含む） NO YES

（

主な訪問都市
③ 　　　　年　　　月　　　日から　　　　日間 （　　　　　　　　　）

① 　　　　年　　　月　　　日から　　　　日間 （　　　　　　　  　） ④ 　　　　年　　　月　　　日から　　　　日間　 （　　　　　　　　　）

② 　　　　年　　　月　　　日から　　　　日間 （ 　　　　　 　  　） ⑤ 　　　　年　　　月　　　日から　　　　日間 （　　　　　　　　　）

「Yes」の場合：米国の自動車免許を持っていますか？

NO YES →YESの場合、右記記入

28.これまでに米国ビザを発給されたことがありますか？　「Yes」の場合：最新のビザデータを記入。米国ビザページコピーを提出

No Yes 発行日

発行地 No    Yes

２００７年１１月１日以降は指紋採取が義務となっています

ビザの種類 No    Yes

（赤い数字） ビザ番号
No    Yes

No     Yes No     Yes

No     Yes
No     Yes

No Yes　

「Yes」の場合：米国の学校名・住所・電話番号・E-メールを記入してください

34.父親の姓名（ローマ字）＆生年月日 35.母親の姓名（ローマ字）＆生年月日

　※死亡、離婚の場合でも記入してください 　※死亡、離婚の場合でも記入してください

　※姓名（パスポート表記通り）は必ず記入してください 　※姓名（パスポート表記通り）は必ず記入してください

姓 名 姓 名

生年月日 　　　　　　　年　　　　月　　　　日 生年月日 　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

父親はアメリカにいますか？    No　　　Yes →滞在資格(          　　      ) 母親はアメリカにいますか？ 　　No     Yes →滞在資格(   　　             )

Spouse（配偶者） Fiance/Fiancee（婚約者）
Name 姓 名

Sibling（兄弟/姉妹） Child（子ども）
（ローマ字）

U.S. Citizen(米国籍者） U.S.LEGAL PERMANENT RESIDENT（米国永住者）

NONIMMIGRANT（非移民） OTHEＲ / I DON'T KNOW（その他・不明）

29.これまでに米国ビザを却下されたり、米国への入国を拒否されたことがあ
りますか。または入国審査の際、入国申請を取り下げたことがありますか？

「Yes」の場合：詳細を説明してください

36で回答した人の
米国での滞在資格

(Status）

32.米国で働く予定ですか？

　　　　　年　　　月　　　日

②米国ビザを紛失もしくは盗難にあったことはあります
か？

33.米国で勉強する予定ですか？

ライセンスナンバー

免許発行州

31.誰かがあなたのために移民ビザの請願書を米国移民局（USCIS)に提出し
たことがありますか？

「Yes」の場合：米国の会社名と住所・電話番号を記入してくださ
い

「Yes」の場合：説明してください

37.上記以外に米国滞在中の親族はいますか? No

「Yes」の場合：

30.これまでに米国国土安全保障省（DHS)による電子渡航認証システム
（ESTA)の承認を却下されたことがありますか？

「Yes」の場合：詳細を説明してください

③米国ビザを取り消されたことがありますか？

36.両親以外の近い親族が米国にいますか? 　　　　　　No   　　　 Yes　　　

Yes

①指紋を採取されたことがありますか？　

　直近5回全ての渡航情報を記入して下さい

＊記入上の注意：　親が再婚していて、新しい親の籍に入っている場合は、その親の情報を記入してください。
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38. の質問でYESの答えがあった場合、別紙に詳細を記入して下さい（様式自由）。

Do you have a communicable disease of public health significance such as tuverculosis(TB)?
あなたは、結核など公衆衛⽣上重⼤な影響を及ぼす伝染病にかかっていますか︖

Are you or have you ever been a drug abuser or addict?
あなたは、現在または過去において薬物乱⽤者または⿇薬中毒者だったことがありますか︖

あなたは、これまでに規制薬物に関する法律に違反したり、違反の企てに関わったことがありますか︖

Have you ever been involved in, or do you seek to engage in, money laundering?
あなたは、マネーロンダリング（不正資⾦浄化）を⾏ったことがありますか。または⾏おうとしていますか。

Are you a member or representative of a terrorist organization?
あなたは、テロ組織の⼀員または代表者ですか︖
Have you ever ordered, incited, committed, assisted, or otherswise participated in genocide?

Have you ever committed, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in torture?
あなたは、これまでに拷問を実⾏、命令、扇動、⽀援したこと、あるいはそれに関与したことがありますか︖

あなたは、⽶国内や⽶国外において重⼤な⼈⾝取引犯罪を犯した、または企てたことがある⼈物の配偶者や⼦供で、過去5年間
に承知の上で⼈⾝取引⾏為から利益を得ましたか︖

Are you coming to the United States to engage in prostitution or unlawful commercialized vice or have you been
engaged in prostitution or procuring prostitutes within the past 10 years?

38.質問（Yes/Noでご記入ください）

Do you have a mental or physical disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety or selfare of
yourself or others?

No  Yes

Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the
United States?
⽶国内や⽶国外において⼈⾝取引犯罪を犯したり企てたことがありますか?

No  Yes

Do you seek to engage in espionage, sabotage, export control violations, or any other illegal activity while in the
United States?

Have you ever knowingly aided, abetted, assisted or colluded with an individual who has committed, or conspired
to commit a severe human trafficking offense in the United States or outside the United States?

No  Yes

No  Yes
⽶国内や⽶国外において重⼤な⼈⾝取引犯罪を犯したり企てたことがことがある⼈物に、承知の上で幇助、援助、共謀したこ
とがありますか?
Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has committed or conspired to commit a human
trafficking offense in the United States or outside the United States and have you within the last five years,
knowingly benefited from the trafficking activities?

あなた⾃⾝や周囲の⼈々の安全や⽣活を脅かしたり、脅かす可能性のある精神的または⾝体的な疾患(障害）がありますか︖

Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even though subject of a pardon, amnesty, or
other similar action?
あなたは、これまでになんらかの違法⾏為あるいは犯罪によって逮捕されたり有罪判決をうけたことがありますか（恩赦、特
赦または同様の法的処置がとられた場合も含む）︖

No  Yes

No  Yes

No  Yes

Do you seek to engage in terrorist activities while in the United States or have you ever engaged in terrorist
activities?

No  Yes

No  Yes

No  Yes

あなたは、売春や違法な営利⽬的の性犯罪⾏為を⾏うために⽶国に⼊国しようとしていますか。あるいは過去10年間に売春⾏
為や売春斡旋をしたことがありますか。

Have you ever violated, or engaged in a conspiracy to violate, any law relating to controlled substances?

No  Yes

あなたは、⽶国滞在中にテロ⾏為に関わるつもりですか︖あるいはこれまでテロ活動に関わったことがありますか︖
No  Yes

No  Yes

No  Yes

あなたは、これまでにテロリストやテロ組織に対して資⾦提供やそのほかの⽀援を⾏ったことがありますか、あるいは⾏うつ
もりですか︖

あなたは、これまでに⼤量虐殺を命令、扇動、実⾏、⽀援したこと、あるいはそれに関与したことがありますか︖

Have you ever or do you intend to provide financial assistance or other support to terrorists or terrorist
organizations?

No  Yes

あなたは、⽶国滞在中にスパイ⾏為、諜報活動、妨害・破壊⾏為、輸出管理規制違反、その他の違法⾏為に関わるつもりです
か︖

No  Yes
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YESの答えがあった場合別紙に詳細を記⼊して下さい（様式⾃由）。

Have you ever been the subject of a removal or deportation hearing?
あなたは、国外退去や強制送還審問の対象になったことがありますか︖

Have you failed to attend a hearing on removability or inadmissibility whithin the last five years?
あなたは、過去5年間に国外退去または⼊国拒否に関する審問を⽋席したことがありますか︖

Have you voted in the United States in violation of any law or regulation?
あなたは、⽶国内において、法律あるいは規則に反して投票したことがありますか︖
Have you ever renounced United States citizenship for the purpose of avoiding taxation?
あなたは納税義務を回避する⽬的で⽶国籍を放棄したことがありますか︖

　　　　年　　月　　日 署名

代筆者署名

Have you ever been directly involved in the coercive transplantation of human organs or bodily tissue?

No  Yes

No  Yes

Have you ever engaged in the recruitment or the use of child soldiers?

No  Yes

Have you ever been directly involved in the establishment or enforcement of population controls forcing a woman
to undergo an abortion against her free choice or a man or a woman to undergo sterilization against his or her free
will?
⼥性の⾃由意思に反する中絶を強要したり、男性または⼥性の⾃由意思に反した不妊施術を強要する⼈⼯抑制の制定や施⾏に
直接かかわったことがありますか︖

（代筆の場合）

Have you ever sought to obtain or assist others to obtain a visa, entry into the United States, or any other United
States immigration benefit by fraud or willful misrepresentation or other unlawful means?

⼈の臓器や⾝体細胞組織の強制的な移植に直接関与したことがありますか?

こども兵⼠の徴⽤や利⽤にかかわったことがありますか?

Have you ever commited, ordered, incited, assisted, or otherwise participated in extrajudicial killings, political
killings, or other acts of violence?

I certify under penalty of perjury under the laws of the United States of America that  the foregoing is true and correct.

私は、米国法に基づき、偽証罪が適用されることを知った上で、申請書に記入した内容が真実で正しいことを証明します。

No  Yes

No  Yes

No  Yes

No  Yes

Have you attended a public elementary school on student (F) status or a public secondary school after November
30, 1996 without reimbursing the school?

No  Yes

あなたは、1996年11⽉30⽇以降に、学⽣（Ｆ）の資格で⽶国の公⽴学校（Grade K-8）に在学したこと、または公⽴学校
（Grade 9-12）に学費を納めずに在学したことがありますか︖

Have you ever withheld custody of a U.S. citizen child outside the United States from a person granted legal
custody by a U.S. court?

No  Yes

Have you ever been unlawfully present, overstayed the amount of time granted by an immigration official or
otherwise violated the terms of a U.S. visa?

あなたは、これまでに政府役⼈として宗教の⾃由に対する激しい弾圧の責任者であった、あるいは直接実⾏したことがありま
すか︖

No  Yesあなたは、これまでに超法規的殺害（処刑）、政治的殺害や他の暴⼒⾏為を実⾏、命令、扇動、⽀援、あるいはそれに関与し
たことがありますか︖

あなたは、不正または故意に事実を偽ったり、不法な⼿段を⽤いて、⽶国ビザ取得、⽶国⼊国、あるいはその他の⽶国移⺠法
の恩恵を得ようとしたり、またはその⼿助けをしたこがありますか︖

No  Yes

No  Yes

あなたは、⽶国裁判所の定めた親権者にたいして、⽶国籍の⼦供の親権を渡さず、⽶国外に引き留めたことがありますか︖
No  Yes

あなたは、これまでに不法滞在や⼊国審査官が許可した⽶国滞在期間を超えて滞在したり、その他⽶国ビザの規定に反する⾏
為をしたことがありますか︖

Have you, while serving as a government official, been responsible for or directly carried out, at any time,
particularly severe violations of religious freedom?


