カナダ人に対する「日本人配偶者ビザ」
このビザは日本人配偶者に対し発給されるもので、労働許可も含まれています。
申請必要書類については、下記を参照して下さい。
在留資格認定証明書を既に取得した場合：
１． パスポート
２． 申請書 (外務省ウェブサイトよりダウンロード可、
www.mofa.go.jp/j̲info/visit/visa/)
３． 写真１枚（45mm x 45mm）
４． 在留資格認定証明書
＊ 日本の入国管理局にて申請可能。詳細は、お近くの入国管理局までお問い合
わせ下さい。（日本在住のご家族の方による代理申請も可能。）
http://www.immi‑moj.go.jp/soshiki/index.html
在留資格認定証明書なしで申請する場合：
１． パスポート
２． 申請書 (当館ウェブサイトよりダウンロード可)
３． 写真１枚（45mm x 45mm）
４． 戸籍謄本（婚姻が記載されていること、婚姻を証明するもの）
５． 生計維持能力を証明する資料
＊ ビザ申請者本人、又は保証人となる日本人配偶者である方の経済能力を証明
する書類 （例：日本やカナダでの納税証明書（Ｔ４）、源泉徴収書、雇用主
からの雇用証明書、銀行の貯蓄残高証明書等）
＊ 申請者、配偶者の書類がとれない場合は、保証人となる日本人配偶者の親の
ものでも可。
６． 日本在住者による身元保証書（当館ウェブサイトに書式例あり）
＊ 身元保証能力がある日本人配偶者の親、雇用主等が保証人となる。
＊ ビザ申請者にすでに日本国内における雇用内定がある場合、保証人は申請者
が日本国法令を遵守するよう監督し、いかなる場合にも身元を引き受けると
いう旨を記入して下さい。（この場合、雇用主からの内定書も提出要）
＊ ビザ申請者が内定未定者である場合、保証人は、法令上の保証だけでなく、
経済的な保証もするという旨を記入して下さい。経済的保証をする保証人は、
その保証能力を証明する書類（上記 5 のような書類）の提出も必要となりま
す。
この他、個別の事案に応じて上記以外の書類を提出して頂くこともあります。
在留資格認定証明書なしでのビザ申請に関しては、審査に時間がかかる可能性があ
りますので、時間に十分余裕をもって申請する様お願い致します。

Visa for Spouse of Japanese National (Canadian Citizen)
Application filed with Certificate of Eligi bility:
1.
2.
3.
4.

Valid passport
Visa application form (downloadable from our website or available at the Embassy)
One photo (45mm x 45mm)
Certificate of Eligibility (issued by the Immigration Bureau in Japan)
*For instructions on obtaining the Certificate of Eligibility, please have your family
member in Japan contact the nearest Immigration Bureau;
http://www.immi- moj.go.jp/soshiki/index.html)

Applications filed without Certificate of Eligibility:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Valid passport
Visa application form (downloadable from our website or available at the Embassy)
One photo (45mm x 45mm)
Koseki Tohon (Japanese Family Registry) as a proof of your marriage
Documents to certify your profession and income or
documents to certify the profession and income of your spouse if your spouse is your
guarantor
＊ For example, T4 slip, employment letter with your income statement or bank
statement to show your saving etc
A letter of guarantee from a Japanese person residing in Japan (sample letter available on
our website)
＊ For example, a letter from your Japanese spouse’s parents, siblings etc
＊ If the applicant has already arranged an employment, the letter should state that the
guarantor provides necessary supervision to ensure the applicant’s activities to abide
by Japanese laws and regulations. (A letter from the future employer must also be
submitted with the application.)
＊ If the applicant does not yet have a job offer, the letter should not only state the
above but also the guarantor’s willingness to provide any financial needs or support
in the event that the applicant is unable to support him/herself financially. In this
case, the guarantor must provide a proof of financial stability (see #5 for examples).

The Embassy of Japan reserves the right to request additional documents if
deemed necessary. Please allow us at least three business days to have your
application reviewed. Applications without the Certificate of Eligibility may
take one month or longer.

