
                    作成日 ２０２０年 １２ 月１7日 

ウエストンが代行申請書作成するための資料 

＊お客様ご自身で下記資料にご記入いただき、この記入済資料、写真、パスポート原本、 

招聘状（P.U）コピーおよび弊社ホームページ記載の必要書類も同時にお送りください。 

それらをもとに、弊社がオンライン申請をお客様に代わって行い、申請予約、申請 

受領、ご返送までのすべて行います。 

料金表に記載の申請代行料金のほか別途オンライン申請書作成料金がかかります。 

詳細に関してはお問い合わせください。 

＊お願い：間違った情報、 不正確な情報が多いと 結果として申請が大幅に遅れる場合が

多く出ておりますので、文字は大きく、内容は正確に書いてください。 

※重要：中国の都市名、名前、会社名、住所等は必ずアルファベット又はピンイン（拼音）

で書いてください。それ以外は申請を受け付けてもらえません。 

 

年末年始は混雑が予想されます。また現在中國大使館が月、火、水の３日間しか取り扱って

ないので申請日からビザ受領日まで１週間前後かかります、また申請予約に時間がかかる場

合がありますので、お早目の申請代理お申し込み、および書類発送お願いいたします。 

 

  

 P1   フリカナ       フリカナ    婚姻状況    □男 □女 

□既婚□独身□離婚□死別  姓 名 

 漢字    漢字 旧姓名  

姓 名 旧国籍  

現住所 〒  

電話         携帯          メール 

出生国名       都市名   

中國国籍取得したことありますか ある場合    

身分証番号           最後のパスポート番号 

中國名（アルファベット、またはピンイン）          

中國ビザ紛失、盗難されたことありますか もしそうなら  いつ 

どこで      そのパスポート番号         発行国            

発行国機関（外務省）    盗難にあった国名      都市名 



 

 P2 御希望のビザのタイプ □に レ点お願いします。 

 □業務ビザ（Ｍビザ） 貿易活動 一般商談 製品検査等 ○丸で囲んでくださ

い  

□業務ビザ（Ｍビザ） その他の活動 具体的に詳しくお願いいたします。 

重要その他の活動具体的に： 

□親族訪問ビザ（Ｑ１、Ｑ２）ご親族に中國国籍の方がいる方 

 招聘状（PU）必要、 ない場合でも重大な人道的理由がある場合 深刻なご病 

気で診断書入手可能 死亡などの場合 取得できる可能性があります 

□家族訪問ビザ（Ｓ１，Ｓ２）駐在、就労のご家族のビザ 招聘状（PU）必要  

現在は重大な人道的理由でも可能性ありますが 実際は難しいです。 

□駐在 就労 （Ｚビザ）現在はご本人様のビザのみ申請可 

※重要  申請方法 

□普通申請（申請後４日間） 

□緊急申請（申請後３日間） 

□特急申請（申請後２日間） 認証のみ申請可 

 P3 職業（仕事） 

 □会社員 □自営業 □無職 □退職 □その他 具合的に詳しく 

職歴（現職） 

会社名             入社日      電話 

住所 

上司名       役職      職場 

仕事の内容できるだけ詳しく 

 P4 学歴    大学 又は高校 又は専門学校  

 学校名             入学日       卒業日 

学長名（出来れば）    学部又は選考科目     学位               

住所    電話番号                     

 

家庭情報     電話番号        携帯番号 

現住所 詳しく正確に 丁寧に       メール    

〒 

 

家族構成 

配偶者名前          国籍       生年月日 



   

 P5 

出生国名、県名 都市名            職業 

現住所 

親父  同居していなければ記入不要 not live together とだけ と記入くださ

い 

同居している場合 下記記入ください 

姓名        国籍    職業       生年月日 

住所 

現在父親は中国にいますか  いる場合下記記入してください 

□市民 □居留（就労：９０日～５年）□非労働（１８０日～５年） 

□永久居留 □停留工作（１８０日以下）□停留日工作）￥（１８０日以上） 

母親  同居していなければ記入不要 not live together とだけ 記入くださ

い 

同居している場合は 下記記入ください」 

姓名         国籍    職業       生年月日 

住所 

現在母親は中国にいますか  いる場合下記記入してください 

□市民 □居留（就労：９０日～５年）□非労働（１８０日～５年） 

□永久居留 □停留工作（１８０日以下）□停留日工作）￥（１８０日以上） 

子供 

姓名         国籍      職業     生年月日 

住所 

姓名         国籍      職業     生年月日 

住所 

姓名         国籍      職業     生年月日 

住所 

親族が中国にいますか YES の場合 下記記入ください（アルファベット） 

姓名                あなたとの関係 

その親族の中國での状況 

□市民 □永久居留□居留就労（９０日～５年）□居留非就労（１８０日～５年」

□停留：就労短期（９０日以内）□停留非就労（１８０日以内） 

 

旅行日程表     招聘状（P.U）番号 

中國入国日     入国便名        入国都市名 

中国出国日     出国便名        到着都市名 

中國国内日程  アルファベット 又は ピンインで    



１訪問都市名        訪問日      電話番号 

訪問会社名        アルファベット 又は ピンインで 住所も同じ       

住所 

２訪問都市名       訪問日      電話番号 

訪問会社名 

住所 

緊急連絡先    電話番号       メール 

会社名 又は個人名       あなたとの関係 

住所 

 

 P6 １旅費の負担  

 □自己   □会社 又は自己以外の個人   

名前         あなたとの関係        電話 

□ 住所 

 

国内。国外 保証人（アルファベット 又はピンイン） 

会社  □ 個人 

会社名          あなたとの関係       電話 

□ 住所 

渡航歴  ３年以内に訪中したことありますかアルファベット、ピンイン 

1 訪問都市      到着日        出国日 

 

2 日訪問都市      到着日        出国日 

 

以前中國ビザ取得したことありますか □YES□NO YES の場合記入ください 

ビザの種類      番号       発行地     発行日 

中國の居留証取得したことありますか □YES□NO YES の場合ご記入下さい 

居留証番号 

 

 

 

他国の有効のビザお持ちですか □YES □NO YES の場合下記記入ください 

ビザの国名         番号         有効期間 

 P7 過去５年間に訪問した国あります□YES□NO YES の場合２－３か国記入して 

ください 注）中東 アフリカ トルコなど訪問の場合ビザ発給不可場合あり 



 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ  

 

営業時間：月―金 9：00―17：00  

０３－６８９０－２０８１ および０８０－７５００－８１４６（中国語可）  

０９０－２５４５－５１４５（英語可） 

 

営業時間外 月―金 17：00―21：00 土、日 祭日 9：00―17：00 

０９０－２５４５－５１４５（英語可） 都合により出られない場合もあります 

 

 P8 その他の情報：NOにチェックが必要 YES があると申請、受理困難 

 １中國ビザ発給又は入国拒否されたことありますか □YES□NO 

２中國ビザ取り消されたことありますか      □YES□NO 

３不法入国 不法滞在したことありますか     □YES□NO 

４中國又は他国で犯罪歴ありますか        □YES□NO 

５精神障害 又は感染症ありますか        □YES□NO 

６過去３０日以内に流行病地域訪問しましたか   □YES□NO 

７特殊訓練受けたことありますか         □YES□NO 

８軍隊へ服役したことありますか         □YES□NO] 

９反乱組織に参加したことありますか       □YES□NO 

１０慈善団体に加入したことありますか      □YES□NO 

１１ほかに申告することありますか        □YES□NO 


