
別記様式 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

（グローバル・エントリー・プログラム登録者専用）

APPLICATION FOR REGISTRATION AS USER OF THE AUTOMATED GATES
(FOR FOREIGN NATIONALS ENROLLED IN THE GLOBAL ENTRY PROGRAM)

出入国在留管理局長 殿

To the Director General of Regional ImmigrationServicesBureau
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 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 グローバル・エントリー・プログラムの登録に基づき，アメリカ合衆国国土安全

保障省税関・国境取締局から付与されている「ＰＡＳＳＩＤ」を記載してください。

Please give your “PASS ID” which was issued to you by the U.S. Customs and Border
Protection Agency of the United States Department of Homeland Security on the basis of
your enrollment in the Global Entry Program.

２ 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）。

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 ・□ いいえ

Yes No
３ 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。

Have you ever been deported from Japan, departed from Japan on a departure order,
or been refused landing in Japan?

・□ はい ・□ いいえ

Yes No

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


