
氏名はローマ字記入をお願いします。

◆査証情報

（弊社入力時点で入国日の４日前を切っていると申請できません）

◆申請者情報
名前（アルファベットで記入） 生年月日：

姓 名

パスポート発行地 国名：

姓 名 （発行された場所） 都市名：

国籍の取得 出生 帰化 宗教　： 最終学歴　：

（日本での申請の場合＝日本に2年以上滞在していますか？）

（旧国籍のある方） （二重国籍の方） もう一つの旅券の番号：

　　　　　発行年月日：

　旧国籍　： もう一つの国籍：  発行地（国と都市名)：

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：

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(Naturalization)→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

◆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

◆婚姻情報 （　独身　・　既婚　・　離婚　）　※「既婚」の 場合は下記ご記入ください。ローマ字記入

＜　e-VISA　＞

　□　e-Tourist   　(□30日ダブル  / □1年マルチ)
　□　e-Business　（□1年マルチ）

　□　e-Business　（□4ヶ月シングル）

◆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)

旧姓名（結婚や帰化などでの名前変更/アルファベットで記入）

　　　 都道府県名：

出生地　  　国名：

(メールアドレスは弊社アドレスを入力します）

インド 申請入力用質問書　1/2   ＜ e-Visa 専用　＞

yes  /  noビザを申請する国に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?

中学　高校　大学　大学院　専門学校　未就学児　その他　

◆下記より入国空空港/海港の選択必須 （一カ所だけ○で選択）

＜空港＞　Ahmedabad,  Amritsar,  Bagdogra,  Bengaluru
　　　　　  　Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Cimbatore
　            Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur
  　          Kolkata, Lucknow, Mangalore, Mumbai, Nagpur
    　        Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum & Varanas
＜海港＞  Cochin,  Goa,  Mangalore

　インド出国予定日Date of Depature　    /

　インド入国予定日Date of Entry　　　  　/

◆e-Tourist/e-Business は該当する渡航目的詳細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
  □ EXPERT/SPECIALIST IN CONNECTION WITH AN
      ONGOING PROJECT
  □ CONDUCTIONG TOURS
  □ TO DELIVER LECTURE/S UNDER GLOBAL INITIATIVE FOR
      ACADEMIC NETWORKS (GIAN）

 ★下記より入国地と申請するビザの内容を選択してください。
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◆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、枠内質問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

勤務先名(*) *学生は「学生」と明記の上、枠内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(*)　　〒

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

◆現地情報
訪問予定地
（都市名を記入）

ホテル名

住所

電話番号

名前

住所 会社名

電話番号 住所

会議の名前 電話番号

会議の期間 　月　　日 から 　  月　　日まで ホームページ
URL(必須事項)

開催場所 施設名

住所

郵便番号

主催者の情報 団体名 イベント名

住所 開催場所 (施設名)

電話番号 (住所)

メールアドレス 連絡先電話番号

◆渡航歴情報

インド渡航歴 (　有　・　無　）　　「有」の場合→下記項目を選択/記入

前回の渡航目的 観光　・　業務　・　左記以外→（詳細明記　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

前回取得したビザは (a)大使館発給のビザ　(b)e-Tourist/Medical/Businessビザ  (c)アライバルビザ

(a)    のビザで入国した場合→直近の使用したビザの情報を「前回取得したビザの詳細」に記入

(b)（c） のビザで入国した場合→入国時に押されたビザの情報を「前回取得したビザの詳細」に記入

前回宿泊したホテルの情報 ホテル名：

住所：
前回訪問した都市

前回取得したビザの詳細

ビザの番号 ビザのタイプ

発行場所（国と都市名） 発行年月日 年 月 日

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

過去１０年間で渡航した国 （10年以内の渡航歴がない場合は「なし」と明記）

過去3年以内で下記SAARC国（下記参照）への渡航歴がありますか？　（　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

◆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。　（外国籍の方は日本または自国の連絡先をご記入ください）
氏名（フリガナ）NAME 

住所 ADDRESS： 〒

電話番号TEL：　　　　　　　　　　　　　　　

インド 申請入力用質問書　2/2   ＜ e-Visa 専用　＞

e-Conferenceを申請する場合

e-Businessを申請する場合

①勤務先企業のホームページURL
   ホームページアドレスも入力必須項目です（無しは申請不可）

友人/親族の情報 (MEETING FRIENDS / RELATIVES選択の場
合)

e-Touristを申請する場合
宿泊先情報

②勤務先企業の業務内容（製造業、商社等）

③インド訪問先企業情報

勤務先電話番号

④イベント情報
「PARTICIPATION IN EXHIBITIONS, BUSINESS/TRADE FARES」選択の
場合
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