
＜オンライン入力用に必要な情報＞　※質問書記載の他、下記の書類が必要です。
　① パスポート原本　＋ 旧パスポート原本（インド渡航歴のある方で現行パスポートに査証が無い場合）

　② 観光（Ｔ）→ｅチケット　　観光以外→査証種類に応じた追加書類　（例）商用（Ｂ）の場合→会社推薦状および招聘状の原本

　★e-VISAの場合 → ＰＤＦ可（オンラインによるアップロードが必要なため、鮮明なスキャン画像のものをご用意ください。）

◆以下の項目はオンライン入力必須情報です。注）氏名はカタカナもしくはローマ字記入をお願いします。

申請者氏名： 生年月日：
パスポート発行地
（都道府県名）

出生地（都道府県）：

国籍の取得 出生 帰化 宗教　： 最終学歴　：

（旧国籍のある方） （二重国籍の方） 　　発行年月日：

　旧国籍　： もう一つの旅券番号： 　　発行地：

現住所（ﾌﾘｶﾞﾅ) ※入力情報となりますので、正しい郵便番号も記入して下さい。

〒 自宅電話番号：

携帯電話番号：

メールアドレス：

本籍地住所(ﾌﾘｶﾞﾅ)　　注）外国籍→パスポート発行国における住所　　帰化→旧国籍の住所　　日本に一時帰国中の海外居住者→海外居住先住所

父親の名前 姓　Surname 名 Given name 国籍 （旧国籍） 出生地（都道府県） 出生国

母親の名前 姓　Surname 名 Given name 国籍 （旧国籍） 出生地（都道府県） 出生国

配偶者氏名 姓　Surname 名 Given name 国籍 （旧国籍） 出生地（都道府県） 出生国

◆日本の緊急連絡先  ※原則としてご家族（近親者）の情報を記入願います。

氏名（フリガナ）NAME ： 電話番号TEL：　　　　　　　　　　　　　　　

住所 ADDRESS： 〒

◆親族情報
祖父/祖母はパキスタン国籍を取得していましたか？またはパキスタンに住んでいましたか？ NO / YES

→YESの場合は詳細記入

◆職業情報
現在の職種(*) 役職、肩書き、所属部署(*) *主婦は「主婦」と明記の上、43、44、45、46、47に夫または父親の会社情報を記入

　→夫または父親がすでに退職している場合、所属していた会社情報を記入してください。

勤務先名(*) *学生は「学生」と明記の上、上記の質問に父親か配偶者の会社の情報を記入

*退職者は「退職者」と明記の上、最後の仕事の情報を記入（アルバイト、パート可）

勤務先住所(*) 〒

勤務先電話番号(*)

軍隊、予備軍、警察、公安に所属したことがありますか？ NO / YES

→YESの場合　組織名 部隊 階級 配属地

（旧姓/別姓）　※ローマ字記入

中学　高校　大学　大学院　専門学校　未就学児　その他　

インドビザ申請書入力用補足質問書 1-2

yes  /  no（外国籍の方）日本に2年以上滞在していますか？　Have you lived in the country in which you are applying visa for more than 2 years?

　　　　　　　　　　→ インド査証の有効期限が切れている場合はコピー可（旧パスポートデータ面、直近で使用したインド査証＆渡航スタンプ押印ページ）

　　　　　　　→ インド渡航歴のある方は直近で使用したビザおよび渡航スタンプ押印ページのコピーも提出　※e-Businessの方は名刺コピーも必要

◆両親の情報 ※ローマ字記入(死亡、離婚している場合でも記入)

◆配偶者情報 （　有　・　無　）　※「有」の場合は下記ご記入ください。ローマ字記入



◆査証情報

 下記より申請するビザの種類を選択してください。

◆渡航歴情報
５６：インド渡航歴 (　有　・　無　）　　「有」の場合→宿泊先（ホテル等）の情報をご記入ください。

　※直近で使用した査証が現行パスポートに無い場合は旧パスポート原本が必要です。（査証が失効していればコピー提出可）

５７：インドへの訪問やビザの延長を拒否されたことはありますか？  NO /　ＹＥＳ

→ＹＥＳの場合　　　いつ　 どの機関に Control No. 日付

５８：過去１０年間で渡航した国

５９：SAARC国(下記参照）に直近３年間の渡航歴ありますか？　（　YES / NO　）※YESの場合、下記を記入下さい。

渡航した国 アフガニスタン ブータン パキスタン モルディブ バングラデシュ スリランカ ネパール

渡航した年

渡航回数

申請者サイン : （パスポートと同じもの） 記入日:　                       　

　インド入国予定日Date of Entry　　　      　　　/

　インド出国予定日Date of Depature　      　　　/

希望する査証の有効期間

現地での月収(単位 ： INR)
（長期１年以上の方のみ）

現地での役職

現地就労の資格要件等EPFO（年金積立）加入　（ 有 ・ 無 ）
※有の場合、ID番号を記入

※Employment Visaの方は以下もご記入ください。

　入国予定地 Place of Entry   　：

　出国予定地 Place of Depature　：

ヶ月

希望する査証タイプ　（　シングル　ダブル　トリプル　マルチ　）

◆　e-VISAは下記より入国空港の選択必須　（○で囲んでください。）

 Ahmedabad / Amritsar / Bengaluru / Chennai / Cochin / Delhi / Gaya / Goa
/ Hyderabad / Jaipur / Kolkata / Lucknow /Jaipur / Kolkata Luckinow /
Mumbai / Trruchirapalli / Trivandrum / Varanasi

◆　e-VISAの方は下記より該当する渡航目的をチェックしてください。

<e-Tourist>
 □ RECREATION/SIGHT-SEEING
 □ MEETING FRIENDS / RELATIVES
 □ SHORT TERM YOGA PROGRAMME

< e-Business >
  □ TO SET UP INDUSTRIAL/BUSINESS VENTURE
  □ SALE/PURCHASE/TRADE
  □ ATTEND TECHNICAL/BUSINESS MEETINGS
  □ TO RECRUIT MANPOWER
  □ PARTICIPATION IN EXHIBITIONS, BUSINESS/TRADE FARES
  □ EXCPERT/SPECIALIST IN CONNECTION WITH AN ONGOING PROJECT
  □ CONDUCTIONG TOURS
  □ TO DELIVER LECTURE/S UNDER GLOBAL INITIATIVE FOR ACADEMIC NETWORKS (GIAN）

   ◆申請者の勤務先ホームページURL：

   ◆インド訪問先企業情報を下記にご記入ください

　　（企業名、住所、TEL、E-mail、URL）

※査証タイプは領事判断です。　外国籍は種類ごとに料金が異なる場合があります。

◆インド宿泊予定先（ホテル等）
※観光の方は必ず記入してください。

インドビザ申請書入力用補足質問書 2-2

　＜ 大使館申請（パスポートに査証シールが貼られます。）　＞

 ※希望する査証を○で囲んでください　TOURISM　/ 　BUSINESS

　　　　CONFERENCE /　EMPLOYMENT /　ENTRY
　　　　JOURNALIST　/ STUDENT その他（　　　　　     　　　　）

＜　e-VISA　（Ｗｅｂで取得するものです。ダブルビザ）＞

※希望する査証を○で囲んでください。　 e-Tourist     e-Medical    e-Business※
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