
 

 

 

 

２０２０年１２月より運用開始している「申請予約システム」についてご案内

させていただきます。なお、申請予約システム運用開始時にご案内した別紙１の

リーフレットも併せてご覧ください。 

 

１ ご利用できる方 

  有効な申請等取次者証明書又は届出済証明書を所持している方 

※ 東京出入国在留管理局（品川庁舎）に来庁し、申請される方 

 

２ 対象となる手続 

  ・在留資格認定証明書交付申請 

  ・在留資格変更許可申請 

  ・在留期間更新許可申請 

  ・在留資格取得許可申請 

  ・永住許可申請 

  ・資格外活動許可申請 

  ・就労資格証明書交付申請 

  なお、本システムの対象とならない申請は別紙２のとおりとなります。 

また、対象とならない申請の一部につきましても、事前に審査部門に相談い

ただき、確認が取れた案件につきましては、申請予約システムをご利用の上、

申請することが可能です。事前に相談が必要となる申請は別紙３のとおりとな

りますので、ご確認願います。 

    

３ ご利用の流れ 

 

Step１ 下記の URL 又は QR コードから申請予約システムにアクセスしてく

ださい。 

https://www.tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp/ 

 

Step２ 表示された画面にメールアドレスを入力してください。入力いただい
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たメールアドレス宛てにリンクが送信されます。 

 

Step３ 送信された URL にアクセスいただき、「有効な【申請等取次者証明書」

又は【届出済証明書】を所持している方はこちら」を選択いただき、申請等取次

者証明書番号又は届出済証明書番号を入力し、送信ボタンを押してください。 

※ 一般の申請者の方につきましては、「申請人等の方はこちら」を選択いただく

ことになります。申請等取次者の方とは入力先が異なりますので、ご注意く

ださい。 

 

Step４ ①の日付選択、②手続選択、③フォームの入力を進めていただき、入

力が完了しましたら、確認画面をご確認ください。誤りがなければ、送信ボタン

を押し、手続が完了します。 

 

※ ①（日付選択）ではカレンダーに表示された５開庁日の中から日時の選択が

可能です。 

※ 予約の入力については、前日の午前１１時５９分までとなります。 

※ 予約のキャンセルについては、前々日の午後６時までとなります。 

 

Step５ 予約をした当日、予約日時が分かる携帯電話などの画面を表示いただ

くか、予約確認内容を印刷した紙を持参の上、入館（※）いただき、４階の F カ

ウンターにご来庁ください。 

 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場規制を実施しているときは、

予約時刻の３０分前から優先入場をご案内しております。お手数をおかけし

ますが、予約時刻の３０分前よりも早い時間に入場することはできませんの

で、御協力願います。 

 

よくあるご質問 

 

 

ここではよくあるご質問をご紹介します。 

 

Q１ 対象となる手続を教えてください。 

A1  本システムで対象となる手続は、 

・在留資格認定証明書交付申請 

・在留資格変更許可申請 

● よくあるご質問 



・在留資格更新許可申請 

・在留資格取得許可申請 

・永住許可申請 

・資格外活動許可申請 

・就労資格証明書交付申請  となっております。 

 

※ 対象となる手続は、上記のとおりとなりますので、在留カードの有効期間の更新や

紛失等に伴う再交付申請、再入国許可申請、在留資格抹消、証印転記等については

対象外となります（２０２２年５月時点）。 

 

Q２ メールアドレスを入力しましたが、リンクを記載したメールが送られてこない場

合はどうしたら良いですか？ 

A２ 迷惑メール対策などで、受信ボックスのほかに迷惑メールのボックスにもメール

が届いていないか、ご確認ください。また、メールの受信が拒否されていないかご

確認いただき、ドメイン指定でメールの受信を拒否している場合は、下記ドメイン

を受信できるようにしてください。 

  「＠tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp」 

   メールの受信拒否を設定されている場合は、設定の解除や下記のメールアドレス

を受信できるように設定してください。 

  「admin@tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp」 

   その他、いずれの手段においてもメールを受信できない場合は、別のメールアド

レスをご利用いただくことも検討願います。 

 

Q３ 予約をキャンセルしたいのですが、キャンセル期限を過ぎてしまいました。どう

したら良いですか？ 

A３ できる限り、多くの方にシステムを利用していただくため、キャンセルについて

は、前々日の午後６時まで受け付けしております。それ以降は、申請予約システム

でのキャンセルができませんので、万一、キャンセル期限を過ぎてしまった場合に

は、東京出入国在留管理局審査管理部門（０５７０－０３４２５９（部署番号：２

１０））までご連絡ください。なお、本システムを利用し申請予約を行った後、キ

ャンセルすることなく申請日に来庁しなかった申請等取次者、キャンセル件数が多

いと認められる申請等取次者等につきましては、次回以降の申請予約をお断りする

こともございますので、予めご了承ください。 

mailto:admin@tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp
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東京出入国在留管理局

対象となる手続
What kind of applications can be submitted online?

利用できる方
Whom is  an online system available to?

1

東京出入国在留管理局
Tokyo Regional Immigration Services Bureau

制度に関する詳細については、出入国在留管理庁
のホームページを確認してください。
For details of the systems, please check the Immigration Services Agency website!

在留資格認定証明書交付申請
Application for “Certificate of Eligibility”

2 在留資格変更許可申請
Application for “Change of status of Residence”

3 在留期間更新許可申請
Application for “Extension of Period of Stay”

4 在留資格取得許可申請
Application for “Permission to Acquire Status of Residence”

5 永住許可申請
Application for “Permission for Permanent Residence”

6 資格外活動許可申請
Application for “Permission to Engage in an Activity Other Than That Permitted 
under the Status of Residence Previously Granted”

7 就労資格証明書交付申請
Application for “Certificate of Authorized Employment”

有効な【申請等取次者証明書】又は
【届出済証明書】を所持している方

From December,7,2020

はじめます！！

２０２０年１２月７日から

東京出入国在留管理局

Agent or other authorized person

申請等取次者証明書 届出済証明書

をお持ちの方が対象です。

PC・スマホ
で予約

申請予約のオンライン化

申請予約システム
Application Reservation system 

申請予約
できました！！

QRコード
貼付予定

http://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/index.html

別紙１
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別紙２

対象とならない申請について

ご利用前に必ずお読みください。

以下に掲げる申請は、東京出入国在留管理局申請予約システム（以下「本

システム」という。）の対象とはなりません。

１ 在留資格認定証明書交付申請のうち、以下に掲げる在留資格に係るもの

（１）高度専門職

（２）家族滞在（高度専門職外国人の扶養を受けるもの）

（３）特定活動

ア 高度専門職外国人に雇用される家事使用人（告示２号又は２号の２）

イ 高度専門職外国人の就労する配偶者（告示３３号）

ウ 高度専門職外国人又はその配偶者の親（告示３４号）

２ 在留資格変更許可申請

（１）以下に掲げる在留資格からの在留資格変更許可申請

ア 短期滞在

イ 告示外特定活動

（注）「出国準備のための活動」、「継続就職活動」、「特定技能移行準備」

並びに「帰国が困難な元中長期在留者」など

（２）従前の在留資格から以下に掲げる在留資格への在留資格変更許可申請

ア 短期滞在

イ 告示外特定活動

（注）「出国準備のための活動」、「継続就職活動」、「特定技能移行準備」

並びに「帰国が困難な元中長期在留者」など

３ 在留期間更新許可申請のうち、以下に掲げる在留資格に係るもの

（１）短期滞在

（２）告示外特定活動

（注）「出国準備のための活動」、「継続就職活動」、「特定技能移行準備」

並びに「帰国が困難な元中長期在留者」など

４ 資格外活動許可申請のうち、以下に掲げる在留資格に係るもの

（１）短期滞在



- 2 -

（２）告示外特定活動

（注）「出国準備のための活動」、「継続就職活動」、「特定技能移行準備」

並びに「帰国が困難な元中長期在留者」など



ば

申請等取次者 のみなさまへのお知らせ

Ｔ

Ｃ５ Ｄ５

②入管へＧＯ！ ④申請

東京出入国在留管理局審査管理部門
Tokyo Regional Immigration Services Bureau
Facility administration Inspection Coordination Department

TEL:0570-034259（210）

申請予約システムの対象範囲の変更

これまで対象とならなかった申請の一部につい
て、事前に審査部門の確認を経た上、本システム
をご利用いただけます。

③事前相談

※ 「事前に審査部門に対し相談が必要となる申請」及
び「本システムの対象とならない申請」については、
右下のＱＲコードからご確認願います。

①申請予約

◎ 例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」
から、在留資格「高度専門職」への在留資格変更許可
申請について、申請予約システムにおいて予約した上
で、申請日の前日までに、事前に申請を取り扱う審査
部門に対し相談の上、「受付可」であれば、Ｆカウン
ターでの申請が可能となります。

別紙３
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別紙３

事前に審査部門に相談が必要な申請について

ご利用前に必ずお読みください。

以下に掲げる申請は、東京出入国在留管理局申請予約システム（以下「本

システム」という。）を利用した申請の前に、審査部門での事前確認が必要と

なりますので、必ず、申請日の前日までに、審査部門に対し相談の上で、申

請願います。

１ 在留資格認定証明書交付申請のうち、以下に掲げる在留資格に係るもの

（１）文化活動

（２）研修

２ 在留資格変更許可申請

（１）以下に掲げる在留資格からの在留資格変更許可申請

ア 外交

イ 公用

ウ 特定活動（ワーキングホリデー（告示５号））

（注）オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国及びドイツ

を除く。

（２） 従前の在留資格から以下に掲げる在留資格への在留資格変更許可申

請

ア 外交

イ 公用

ウ 高度専門職

エ 文化活動

オ 研修

カ 特定活動

（ア）高度専門職外国人に雇用される家事使用人(告示２号又は２号の２)

（イ）医療滞在（告示２５号）

（ウ）医療滞在同伴者（告示２６号）

（エ）高度専門職外国人の就労する配偶者（告示３３号）

（オ）高度専門職外国人又はその配偶者の親（告示３４号）

３ 在留期間更新許可申請のうち、以下に掲げる在留資格に係るもの
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（１）外交

（２）公用

（３）高度専門職

（４）文化活動

（５）研修

（６）特定活動

ア 高度専門職外国人に雇用される家事使用人（告示２号又は２号の２）

イ 高度専門職外国人の就労する配偶者（告示３３号）

ウ 高度専門職外国人又はその配偶者の親（告示３４号）

４ 在留資格取得許可申請のうち、以下に掲げる在留資格に係るもの

（１）外交

（２）公用

（３）永住者

５ 資格外活動許可申請のうち、以下の在留資格に係るもの

（１）文化活動

（２）研修

６ その他

上記に掲げる申請以外の申請であっても、予約当日、申請受付前に各審

査部門の事前確認を受けることをお願いする場合がありますので、ご承知

おきください。


	【申請等取次者の皆様へ】 申請予約システムの利用案内.pdf
	【別紙１】リーフレット（申請予約のオンライン化はじめます！）
	【別紙２】対象とならない申請について
	【別紙３】 リーフレット（対象範囲変更）
	【別紙３】事前に審査部門に相談が必要な申請について

