
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA
BORANG PERMOHONAN VISA 

VISA APPLICATION FORM 

*Jenis Permohonan  
 Type of Application 

A. MAKLUMAT PEMOHON 
PARTICULARS OF APPLICANT

1. Nama Penuh (Huruf Besar) 
Full Name (Capital Letter) 

 
Gambar 

Pemohon 
Photograph Of 

Applicant 
(3.5 cm  5.0 

cm) 

2.   *Jantina  
       Gender 

Lelaki 
Male 

Perempuan 
Female

3.  Tempat/Negara Lahir 
     Place/Country of Birth 

4.  **Tarikh Lahir 
        Date of Birth 

hari      bulan      tahun
day       month     year

5.  Warganegara 
   Nationality

B. MAKLUMAT PASPORT PERJALANAN / DOKUMEN PERJALANAN
PARTICULARS OF PASSPORT / TRAVEL DOCUMENT

IM. 47– Pin. 1/97 

• Borang ini hendaklah ditaip. Tandakan (x) dalam petak yang berkenaan. 
This form should be typed. Mark (x) in the appropriate box. 

** Format Tarikh 99/99/9999 
Date Format DD/MM/YYYY 

Dalam Malaysia     
 In Malaysia 

Seberang Laut 
Oversea

7.  Alamat 
      Address 

6.  Pekerjaan 
     Occupation 

8.  Taraf Perkahwinan 
      Marital Status 

 Belum Berkahwin 
 Single 

 Berkahwin 
 Married 

9.  Jenis Dokumen Perjalanan 
      Type Of Travel Document 

11.  Tempat / Negara DiKeluarkan 
       Place/ Country Of Issue  

10.  Nombor 
      Number

 12. **Sah Sehingga 
         Valid Until 

hari      bulan      tahun
day       month     year

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
×

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
×

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
海外(=日本)で申請

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
性別

atc
タイプライターテキスト
男性

atc
タイプライターテキスト
女性

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
出生地　省（県）、国 

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
生年月日

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
日

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
月

atc
タイプライターテキスト
年

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
国籍

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
MANAGER OF SALES DIVISION OF ASIA TRADING CO., LTD

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
役職(職業)＆部署名&会社名

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
現住所

atc
タイプライターテキスト
1-2-3, GINZA, CHUO-KU, TOKYO, JAPAN

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
婚姻状況

atc
タイプライターテキスト
未婚

atc
タイプライターテキスト
結婚

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
パスポート種類

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
ORDINARY

atc
タイプライターテキスト
パスポート番号

atc
タイプライターテキスト
G12345678

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
発行地

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
省(県）、国

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
有効期間

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
日

atc
タイプライターテキスト
月

atc
タイプライターテキスト
年

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
テキストボックス
見本

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
LI YING

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
JILIN,  CHINA

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
01            JAN         1988

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
CHINESE

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
※"STAFF MEMBER" "BUSINESS MAN" "OFFICE WORKER"は不可

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
×

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
     青字→例

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
JILIN,  CHINA

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
15          OCT            2015



            
       

• Borang ini hendaklah ditaip. Tandakan (x) dalam petak yang berkenaan. 
             This form should be typed. Mark (x) in the appropriate box. 

** Format Tarikh 99/99/9999 
Date Format DD/MM/YYYY 

Tarikh 
Date        

Tandatangan Pemohon / Penganjur 
Signature of Applicant / Sponsor            

C. BUTIR-BUTIR PENGANJUR DI MALAYSIA 
PARTICULARS OF SPONSOR IN MALAYSIA

13. Nama Penuh ( Huruf Besar) 
      Ful Name(Capital Letter) 

14. No.Kad Pengenalan 
      NRIC 

16. Alamat 
      Address 

15. No Telefon 
     Telephone No. 

Negeri 
State 

D. BUTIR-BUTIR PERMOHONAN
DETAIL OF APPLICATION

17. Tempoh Tinggal Yang Dicadangkan 
      Duration Of Proposed Stay 

18. *Tujuan Perjalanan 
       Purposed Of Journey 

Bercuti 
Holiday 

Bekerja 
Employment 

Belajar 
Study 

Transit 
Transit

Lain-lain (Nyatakan) 
Other Specify

Persidangan 
Conference

Bulan 
Month 

Melawat Saudara Mara / Kawan
VisitingFriends / Relatives

Urusan Rasmi 
Official Trip

Urusan Perniagaan 
Business 

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
KUALA HOTEL

atc
タイプライターテキスト
氏名（大文字記入）

atc
タイプライターテキスト
身分証明書番号

atc
タイプライターテキスト
3-1234567

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
電話番号

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
住所

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
滞在期間

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
    7 DAYS

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
渡航目的

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
観光

atc
タイプライターテキスト
商用

atc
タイプライターテキスト
知人・親族訪問

atc
タイプライターテキスト
雇用

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
留学

atc
タイプライターテキスト
通過

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
公務

atc
タイプライターテキスト
会議出席

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
その他

atc
タイプライターテキスト
詳細記入

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
弊社記入

atc
タイプライターテキスト
パスポートと同じサイン

atc
タイプライターテキスト
※申請書2部ともサインはオリジナルのこと！

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
17-21 JALAN BUKIT BINTANG, KUALA LUMPUR 55100, MALAYSIA

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト
×

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

atc
タイプライターテキスト

CP3
テキストボックス
マレーシアの照会先　・業務：現地会社名・住所・電話番号　・観光：ホテル名・住所・電話番号　・知人訪問：知人名・身分証明書番号・住所・電話番号

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト

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

CP3
楕円

CP3
タイプライターテキスト

CP3
タイプライターテキスト
サインは必ずこの位置

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




