
（第七条の二関係）別記第七号の六様式
日本国政府法務省

Ministry of Justice, Government of Japan

自動化ゲート利用希望者登録申請書（特定登録者カード交付用）
APPLICATION FOR REGISTRATION AS USER OF THE AUTOMATED GATES

( )FOR ISSUANCE OF REGISTERED USER CARD

出入国在留管理局長 殿
To the Director General of Regional Immigration Services Bureau

写 真出入国管理及び難民認定法第９条第８項の規定に基づき，次のとお
Photoり自動化ゲート利用希望者登録を申請します。

Pursuant to the provisions of Paragraph 8 of Article 9 of the Immigration
Control and Refugee Recognition Act, I hereby apply as follows to register as a
user of the automated gates.

１ 国籍・地域
Nationality/Region

２ 生年月日 年 月 日
Date of birth Year Month Day

Family name Given name
３ 氏 名

Name

４ 性 別 男・女
Sex Male / Female

５ 住居地
Address in home country

６ 旅券
Passport
番号

Number
発行年月日 年 月 日

Date of issue Year Month Day

有効期限 年 月 日
Date of expiration Year Month Day

７ 職 業
Occupation

勤務先名称

Name of work place

８ 電話番号
Telephone no.
電子メールアドレス
Email address



以下の質問に回答してください。
Please answer the following questions.

１ あなたは，これまでに日本国又は日本国以外の国の法令に反して，懲役，禁錮若しくは罰金又はこ

れらに相当する刑に処せられたことはありますか（執行猶予も含みます 。）

1. Have you ever been convicted of a violation of any law or regulation of Japan, or of any other country, and been sentenced to
imprisonment with or without work, a fine or to an equivalent penalty (including suspension of execution of the sentence)?

・□ はい Yes ・□ いいえ No
２ あなたは，日本から退去強制されたこと，日本から出国命令により出国したこと，又は，日本への

上陸を拒否されたことはありますか。
2. Do you have a record of departure from Japan pursuant to a deportation order or a departure order, or have you ever been denied

landing in Japan?
・□ はい Yes ・□ いいえ No

３ あなたが該当する項目にチェックをしてください。
3. Please check the applicable items.

□① 日本の公的機関（政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となっている機関）
に所属している。

(i) You are affiliated with a Japanese public organization (the national government or local government, or an organization
where the national government or local government is the principal investor).

□② 特定国※の公的機関（政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となっている機
関）に所属している。

(ii) You are affiliated with a public organization the national government or local government, or an organization where(

the national government or local government is the principal investor of a designated state.*)
□③ 国際機関に所属している。

(iii)You are affiliated with an international organization.
□④ 日本の株式上場会社又はその子会社に所属している。

(iv) You are affiliated with a Japanese listed company or its subsidiary.
□⑤ 特定国※の株式上場会社に所属している。

(v) You are affiliated with a listed company of a designated state.*
□⑥ 資本金若しくは出資の総額が五億円以上の日本又は特定国※の法人に所属している。

(vi) You are affiliated with a Japanese company or a company of a designated state* where the amount of the stated capital
or the total amount of the contribution is at least 500 million yen.

□⑦ ①の公的機関又は④の会社と業務上の関係を有しており，かつ，その業務に関し反復して来

日する必要があることを理由として，当該機関又は会社から，あなたの希望者登録について
の要望がなされている。

(vii) You have a business relationship with the public organization given in (i) or the company given in (iv), and have been
requested by such public organization or company to apply to register as a user of the automated gates owing to the need
to visit Japan repeatedly for the business.

⑧ 十分な資力信用があることを認めるに足りるクレジットカードを所持している。□
(viii) You have a credit card which can be used to ascertain that the holder has sufficient funds and credit.
⑨ ①～⑧のいずれかの要件を満たして，特定登録者カードの交付を受け又は受けようとしてい□
る者の配偶者又は未成年で未婚の子である。

(ix) You are the spouse or an unmarried minor child of a person who meets one of the requirements listed in (i) through
(viii) and has been or is to be issued a registered user card.

□⑩ 上記のいずれにも該当しない。

(x) I do not come under any of the above.
※ 日本国がその国（又は地域・行政区画）の一般旅券所持者に対して査証免除措置を取っている国（又は地
域・行政区画）をいいます。

*This refers to countries or regions or special administrative regions to which the Government of Japan grants visa( )
exemption measures for ordinary passport holders from such countries or regions or special administrative regions .( )

４ ３で①～⑥に該当すると回答された方のみお答えください。
役員又は常勤の職員として所属していますか。

4. Please only answer if you checked one of the boxes from (i) to (vi) in question 3.
Have you been affiliated with an organization or company in the capacity of director or full-time employee?

Yes No・□ はい ・□ いいえ

以上の記載内容は事実と相違ありません。

I hereby declare that the statement given above is true and correct.
申請人の署名／申請書作成年月日

Signature of the applicant / Date of filling in this form

年 月 日

Year Month Day


