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（官用欄）(Official use only)

上記のとおり　□ ①認証ＩＤの確認　　□ ②パスワードの再設定を行いました。

We hereby fulfill your request （  ① Confirmation of your user ID  　  ②Re-setting of your password  ）

年　　　　　　月　　　　　　日 　　　　　　　　　　　出入国在留管理局　　　　　　支局　　　　　　出張所　　
Year 　　　　　　Month 　　　　　　Day 　　　　　　　　　　　　　　　Rｅｇｉｏｎａｌ Iｍｍｉｇｒａｔｉｏｎ Services Bｕｒｅａｕ / 　　　　　　District Immigration Services office / 　　　　　branch office

貴機関の認証ＩＤ
Your user ID

連絡先電話番号
Contact telephone number

届出手続担当者
Person in charge

メールアドレス
E-mail address

（官用欄）(Official use only)

※メールアドレスは，半角英数字，60文字以内で記入してください。
Please ensure that you give an email address which  uses a maximum of 60 half-width alphanumeric characters.

２　新たに設定するパスワード（②にチェックを付けた場合のみ記入）
     New password (to be filled in only where a check has been added to box ②)

    半角英字・半角数字・半角記号を混在させて，８文字以上３２文字以内で，左詰めで記入してください。大文字，小文字は別の文字として
区別します。入力可能な記号は，$%&=@_#*+-?!です。パスワードに認証ＩＤを含むことはできません。【※数字の「0」と英字の「O」，数字の「1」
と英字の「l」などの混同を避けるため，わかりやすく記入してください。】
Please use a combination of 8 to 32 half-width alphanumeric characters and symbols aligned to the left. Please note that the system
differentiates between lower and upper case. The following symbols $%&=@_ #*+-?! may be used. Your password may not include the
character and symbol order already used in your user ID. 【※ In order to avoid confusion such as between the number “0” and the letter
“O” and the number “1” and the letter “l”, please fill the boxes in clearly.】

（官用欄）(Official use only)

機関の名称
Name of the organization

（フリガナ）

機関の所在地
Address of the organization

１　届出機関 Applying Organization

受付番号：
Reception No.

出入国在留管理庁電子届出システム認証ＩＤ・パスワード確認等申出書
Request Form to Confirm User ID or Reset the Password of Immigration Services Agency Electronic Notification System

出入国在留管理庁長官　殿　　To the Commissioner of the Immigration Services Agency

届出日　 　　　　　　　　年　  　　　月　　　 　日
Date                                 Year 　　　　 Month         Day

届出機関（名称及び代表者）
Applying Organization（Name of the organization and representative）

　 出入国在留管理庁電子届出システムの利用者登録情報のうち，
We hereby give notification as follows regarding the registered user information under Immigration Services Agency Electronic Notification System

①認証ＩＤの確認 Confirmation of our user ID ②パスワードの再設定 Re-setting of our password

を行いたいので，次のとおり届け出ます。

①と②のうち，希望するものにチェックを付けて，①の場合は１のみ，②の場合は１と２について記入してください。
Check whichever is applicable of ① or ②. In the case of ① fill in Part 1 only but in the case of ② fill in both Parts 1 and 2.

□ 半角英字・半角数字・半角記号（$%&=@_#*+-?!）が混在していること，認証ＩＤが含まれていないことを確認済み。

受付印
Seal

職員証の提示（郵送の場合は写しの同封）が必要です


