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1 はじめに 

1.1 本マニュアルについて 

 

本マニュアルでは，電子届出システム（所属機関用）の操作方法を説明します。 

中長期在留者が在籍する所属機関の届出担当者を対象としています。 

 

中長期在留者の場合は，別マニュアル「出入国在留管理庁電子届出システム 操作マニュアル～中長期

在留者用～」を参照してください。  

 

 

本マニュアルでは，以下の図，絵表示を用いて操作を説明します。 

 利用者がクリックや入力など画面を操作する対象（範囲）を示しま

す。また，利用者が確認する対象（範囲）を示します。 

 画面のボタンや項目の説明をする際に，図と表の番号記号がリンク

し，どの部分を説明しているのかを示します。番号記号は赤枠の左

又は左上に配置します。 

なお，画面に入力されている文字等は全て記入例となっていま

す。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困ったときは，よくある質問（Ｑ＆Ａ）をご確認いただくか，お手数ですがヘルプデスクまでお

問い合わせください。いずれも電子届出システム TOP 画面に掲載されています。 

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer（電子届出システムＴＯＰ画面） 

 

  

マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

画面リンク番号 内容 

  

  

 

画面 A 
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1.2 電子届出システム（所属機関）機能一覧と全体イメージ 

 

電子届出システムの所属機関用環境では以下の機能を使用できます。本マニュアルでは，本機能の主な

流れ，画面の説明を記載しています。 

 

・届出情報個別登録（入管法第１９条の１７） 

・届出情報一括登録（入管法第１９条の１７） 

・中長期在留者に代わって行う届出情報一括登録（入管法第１９条の１６） 

・メールアドレス変更 

・パスワード変更 

・届出状況参照 

 

 
 

  

トップ画面

入国管理局

ホームページ

中長期在留者

ログイン画面

所属機関

ログイン画面

認証後

ログアウト画面

画面遷移

画面

サブ画面

中長期

在留者
操作

所属機関

メニュー画面

届出所属機関

情報入力画面

届出情報

一括ファイル指定

画面

届出対象者情報

入力画面

届出情報

届出事由選択画面

届出情報

入力画面

届出情報一括登録

受付完了画面

届出情報

確認画面
届出情報

受付完了画面

届出状況

参照画面

メールアドレス変更

入力画面

メールアドレス変更

確認画面

パスワード変更

入力画面

パスワード変更

完了画面

メールアドレス変更

完了画面

登録エラー内容

画面

都道府県市区町村

検索画面

代理届出担当者情

報入力画面

代理届出情報一括

ファイル指定画面

代理届出情報一括

登録受付完了画面

届出情報一括登録（入管法第１９条の１７）

中長期在留者に代わって行う届出情報一括登録（入管法第１９条の１６）

メールアドレス変更

パスワード変更

届出状況参照

届出情報個別登録（入管法第１９条の１７）
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1.3 前提環境 

 

電子届出システムでは次の環境を前提としています。他の環境での動作保証はしておりませんので，ご了

承願います。 

 

・ 前提ブラウザ：Google Chrome（Ver72） 

・ 前提プログラム（一括届出利用時）：Microsoft Office Excel 2013 

 

また，電子届出システムから，登録されたメールアドレスにメールを送信しますので，次のドメインを受信可

能に設定してください。 

@ens-immi.moj.go.jp 

 

なお，電子届出システムは画面の移動などの動作が一定時間(30 分以上)ない場合，再ログインが必要と

なりますので，ご注意ください。（セッションタイムアウト） 
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1.4 電子届出システム画面の見方 

 

電子届出システム各画面で共通の見方を説明します。 

  

 

画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 処理ステップ 処理の流れと，現在のステップを表示します。 

 エラーメッセージ 各入力画面で，入力内容にエラーがあった場合に，画面上部にエラーメッ

セージが赤字で表示されます。 

 「！」マーク エラーが発生している項目に「！」が表示されます。 

ただし，在留カード券面の内容と入力内容が異なる場合は，全ての項目に

「！」が表示されます。 

 必須項目 入力必須項目に「必須」アイコンを付与しています。 

未入力の場合，エラーとなり次のステップに進めません。 
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画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 「確認」ボタン 入力箇所が存在する画面において，入力内容が正しいことを確認した上

で「確認」ボタンをクリックしてください。 

入力内容にエラーがなければ，確認画面に進みます。 

入力内容にエラーがあれば，エラーメッセージが表示されます。 

 「戻る」ボタン 「戻る」ボタンをクリックすると，前画面に戻ります。 

ブラウザの「←」（戻る) や「back space」キーでは前画面に戻らず，不正な

操作とみなされ，ログアウトしてしまいますのでご注意ください。 
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2 基本操作（所属機関用） 

2.1 利用者情報登録 

 

電子届出システムを利用して，中長期在留者が所属する機関（所属機関）の担当者からの届出を行うため

には，事前に利用者情報登録が必要です。 

所属機関の担当者につきましては，インターネットでの利用者情報登録を行うことができません。所属機関

による利用者情報登録様式を，下記からダウンロードし，必要事項を記載の上，お近くの出入国在留管理局

の窓口にて利用者情報登録を実施してください。 

 

＜利用者情報登録様式ダウンロード URL＞ 

https://www.ens-immi.moj.go.jp/excel/FAA01L.pdf 

 

（注）利用者情報登録後，最後に「電子届出システム」をご利用されてから１年間が経過すると，認証ＩＤの有

効期限が切れて，「電子届出システム」を利用できなくなります。有効期限を経過したことにより，認証ＩＤ

が失効してしまった場合は，お手数ですが，最寄りの地方出入国在留管理局の窓口で認証ＩＤを再度

取得してください。  
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2.2 届出情報個別登録（入管法第１９条の１７） 

 

電子届出システムを利用して，中長期在留者１人ずつの届出を行う手順です。届出事由発生後，届出を

行うことができます。事前（事由発生前）に届け出ることはできませんのでご注意ください。 

事前に利用者情報登録をされた所属機関の担当者がご利用いただけます。 

なお，複数名の中長期在留者の届出をまとめて行う場合は，「2.3 届出情報一括登録（入管法第１９条の

１７）」をご参照ください。 

 

2.2.1 届出情報登録の流れ 

# 画面 操作内容 

1 

 

電子届出システムトップ

画面 

【操作】 

電子届出システムトップ

画面から，「所属機関は

こちら」ボタンをクリックし

て，所属機関ログイン画

面に進みます。 

 

２ 

 

所属機関ログイン 

【操作】 

ログイン画面から認証ＩＤ

と パ ス ワ ー ド を 入 力 の

上，「ログイン」ボタンをク

リックして，次の画面に

進みます。 

 

●認証ＩＤとパスワードに

ついて 

認証ＩＤとパスワードの取

得方法については，【2.1 

利用者情報登録】を参

照してください。 
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# 画面 操作内容 

３ 

 

所属機関メニュー 

【操作】 

届出情報登録（入管法

第１９条の１７）のうち，

「届出情報登録」ボタン

をクリックして，次の画面

に進みます。 
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# 画面 操作内容 

４ 

 

届 出 対 象 者 情報 入 力

(STEP1) 

【操作】 

届出の対象となる中長

期在留者について入力

します。 

各項目の入力欄(身分事

項等)は，対象となる中

長期在留者の在留カー

ドの券面の内容通りに入

力してください。 

在留カードの券面に氏

名英字が記載されてい

ない場合は，旅券に記

載されている氏名英字を

入力してください。 

必要項目を入力の上，

「届出事由選択」ボタン

をクリックして，次の画面

に進みます。 

 

●エラーについて 

未入力の場合や，入力

に誤りがあった場合はエ

ラーメッセージが表示さ

れます。エラーを修正す

るまで次の画面に進むこ

とができません。 
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# 画面 操作内容 

５ 

 

届出情報届出事由選択

(STEP2) 

【操作】 

対象となる届出事由

（「受入れの開始」又は

「受入れの終了」）を選択

の上，該当ボタンをクリッ

クして，次の画面に進み

ます。 
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# 画面 操作内容 

６ 

 

届出情報入力(STEP3) 

【操作】 

それぞれの届出事由に

応じた情報を入力の上，

「確認」ボタンをクリックし

て，次の画面に進みま

す。 

 

 

●エラーについて 

未入力の場合や，入力

に誤りがあった場合はエ

ラーメッセージが表示さ

れます。エラーを修正す

るまで次の画面に進むこ

とができません。 
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# 画面 操作内容 

７ 

 

 

届出情報確認(STEP4) 

【操作】 

前画面で入力した内容

を確認します。 

届出内容については，

後にシステム上で確認

することはできませんの

で，必要に応じて，スクリ

ーンショットの取得（画面

の保存）や印刷する等，

控 え を 保 存 し て く だ さ

い。 

届出内容を控え，画面

下部の「届出内容を控え

ました」チェックボックス

をクリックしてチェックを

入力の上，「届出」ボタン

をクリックして，次の画面

にお進みください。 

 

修正する場合は，「戻る」

ボタンをクリックして入力

画面に戻り，正しい情報

を入力してください。ブラ

ウザ の「←」（戻る) や

「back space」キーでは前

画面に戻らず，不正な

操作とみなされ，ログア

ウトしてしまいますのでご

注意ください。 
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# 画面 操作内容 

 

 

８ 

 

届 出 情 報 受 付 完 了

(STEP5) 

【操作】 

以上が届出情報登録の

手順となります。 

数分後に，登録されてい

るメールアドレスに「受付

完了通知」メールが届き

ます。 

また，受け付けた届出に

ついては，出入国在留

管理庁で内容を確認し，

届出内容に問題がない

ことを確認できた時点

で，登録されているメー

ルアドレスに「登録完了

通知」メールをお送りい

たします。（１～２日程度

お 時 間 を い た だ き ま

す。）  

 

一方で，受け付けた届

出内容に不備があった

場合には，そのことにつ

いてメールをお送りいた

します。その際は，正し

い内容にて再度届出を

していただくことになりま

す。 

 

画面下の「メニューへ」リ

ンクをクリックすると，所

属機関メニュー画面に

戻ります。 

 

  



 

 
操作マニュアル～所属機関用～  

- 14 -

2.2.2 届出対象者情報入力画面の説明 
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画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 エラーメッセージ 「届出事由選択」ボタンをクリックした際，入力内容にエラーがあればエラー

メッセージを表示します。 

 届出の対象者情

報 

届出の対象者情報を入力します。在留カード又は外国人登録証明書の券

面内容のとおりに入力してください。 

「必須」アイコンは必須項目を表しています。必ず入力してください。 

●氏名英字について 

在留カードの券面の内容通りに半角スペースも入力してください。 

在留カードの券面に氏名英字が記載されていない場合は，旅券に記載さ

れている氏名英字を入力してください。 

●国籍について 

国籍欄のプルダウンから選択してください。国籍は，原則，英字表記のア

ルファベット順に表示されています。 

 

 「届出事由選択」

ボタン 

入力内容にエラーがなければ，届出事由選択画面に進みます。 

入力内容にエラーがあれば，画面上部にエラーメッセージが表示されま

す。 

 

 「戻る」ボタン メニュー画面に戻ります。 

ブラウザの「←」（戻る) や「back space」キーでは前画面に戻らず，不正な

操作とみなされ，ログアウトしてしまいますのでご注意ください。 

 

 「ログアウト」リン

ク 

電子届出システムからログアウトします。 
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2.2.3 届出情報入力画面の説明 
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画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 エラーメッセージ 「確認」ボタンをクリックした際，入力内容にエラーがあればエラーメッセー

ジを表示します。 

 届出情報 届出情報を入力します。在留資格ごとに表示される項目が変わります。 

「必須」アイコンは必須項目を表しています。必ず入力してください。 

 届出機関情報 機関情報の「担当者氏名」「担当者電話番号」を入力します。 

「必須」アイコンは必須項目を表しています。必ず入力してください。 

 「確認」ボタン 入力内容にエラーがなければ，確認画面に進みます。 

入力内容にエラーがあれば，画面上部にエラーメッセージが表示されま

す。 

 

 「戻る」ボタン メニュー画面に戻ります。 

ブラウザの「←」（戻る) や「back space」キーでは前画面に戻らず，不正な

操作とみなされ，ログアウトしてしまいますのでご注意ください。 

 

 「ログアウト」リン

ク 

電子届出システムからログアウトします。 
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2.2.4 届出情報入力画面の届出事由情報の説明 

 

届出情報入力画面の届出情報は，以下の条件により入力項目が異なります。 

 ・現在の在留資格 

 ・届出事由 

 

●最新の在留資格が「留学」以外，届出事由が「受入れの開始」の場合 

 

 

画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 届出情報 対象者の受入れの開始情報を入力します。 

 

 

●最新の在留資格が「留学」，届出事由が「受入れの開始」の場合 

 

 

画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 届出情報 対象者の受入れの開始情報を入力します。 
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●最新の在留資格が「留学」以外，届出事由が「受入れの終了」の場合 

 

 

画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 届出情報 対象者の受入れの終了情報を入力します。 

 

 

●最新の在留資格が「留学」，届出事由が「受入れの終了」の場合 

 

 

画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 届出情報 対象者の受入れの終了情報を入力します。 

 

受入れ終了の理由において，「その他の理由」を選択する場合は，テキスト

ボックスに内容の入力が必須となります。 
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2.3 届出情報一括登録（入管法第１９条の１７） 

 

通常の届出情報登録が中長期在留者１人ずつの届出を行うのに対して，一括登録では，複数名の中長

期在留者の届出をまとめて行うことが可能です。一括登録は指定の入力用エクセルファイルを利用して行い

ます。届出事由発生後，届出を行うことができます。事前（事由発生前）に届け出ることはできませんのでご

注意ください。 

事前に利用者情報登録をされた所属機関の担当者がご利用いただけます。 

 

2.3.1 一括届出のための事前準備（入力用エクセルファイルの取得・入力） 

# 画面 操作内容 

1 

 

所属機関ログイン 

【操作】 

ログイン画面から，認証ＩＤと

パスワードを入力の上，「ロ

グイン」ボタンをクリックして，

次の画面に進みます。 

 

 

2 

 

所属機関メニュー 

【操作】 

入力用のエクセルファイル

をダウンロードします。所属

機関メニュー画面下部にあ

る「テンプレートファイル」の

うち，「受入れ一括届出用

テンプレートダウンロード」リ

ンクをクリックして，エクセル

ファイルをダウンロードして

ください。 

●テンプレートファイルは２

種類リンクがありますので，

ダウンロードする際はご留

意ください。「受入れ一括届

出用テンプレート」と「所属

機関の名称，所在地変更代

理届出一括用テンプレート」

がありますが，ここでは，「受

入れ一括届出用テンプレー

ト」からダウンロードしてくだ

さい。 
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# 画面 操作内容 

3 

 

届出情報の入力・csv ファイ

ルの作成 

【操作】 

ダウンロードしたエクセルフ

ァイルをデスクトップ等適宜

の場所に保存してください。

保存後，ファイルを開き，届

出情報を入力してください。

入力方法・csv ファイルの作

成方法については，エクセ

ルファイル内の利用手順を

ご確認ください。 

 

●一括届出用 csv ファイル

は，編集したエクセルファイ

ル自体ではなく，編集した

エクセルファイルから出力

するファイルですので，ご注

意ください。 

 

●出力後の一括届出用 csv

ファイルは編集しないでくだ

さい。編集すると登録できな

くなります。 
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2.3.2 受入れ届出一括ＣＳＶファイル作成手順 

 
 

 ※実行環境はマクロの使用が可能な環境にしてください。 

画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 セキュリティの警

告 

「コンテンツの有効化」をクリックします。 

●届出情報を入力する前に行ってください。 

 届出情報 エクセルファイルの【利用手順】に従って CSV ファイル作成を行ってくださ

い。 
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※受入れ一括届出用テンプレートの使用の際の注意事項 

・ 受入れ一括届出用テンプレートを使用した受入れ届出一括 csv ファイルの作成は，マクロ有効状態で

ないと作成できません。 

・ 「受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」については，対象の中長期在留者の在留資格が「留

学」の場合は入力不要です。 

・ 「５月１日における受入れ状況」，「１１月１日における受入れ状況」の届出事由については，「届出の事

由発生年月日」の入力は不要です。 

・ プルダウン項目の入力については，プルダウン項目から該当項目を選択して入力してください。プルダ

ウン項目に存在しない項目を直接入力した場合，エラーとなります。 

・ 「一括届出ファイル出力」ボタンを押して受入れ届出一括 csv ファイルを作成した後も，受付エラーとな

った場合に備え，受入れ一括届出用テンプレートを保存しておくことを推奨します。 
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2.3.3 受入れ届出情報（入管法第１９条の１７）一括登録の流れ 

受入れ届出一括 csv ファイルを作成した上で，次の手順を行ってください。受入れ届出一括 csv ファ

イルの作成手順は，【2.3.1 一括届出のための事前準備（入力用エクセルファイルの取得・入力）】を参

照してください。 

# 画面 操作内容 

1 

 

所属機関ログイン 

【操作】 

ログイン画面から，認証ＩＤ

とパスワードを入力の上，

「ログイン」ボタンをクリック

して，次の画面に進みま

す。 

 

2 

 

 

 

 

所属機関メニュー 

【操作】 

届出情報登録（入管法第

１９条の１７）のうち，「受入

れ届出（一括）」ボタンをク

リックして，次の画面に進

みます。 
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# 画面 操作内容 

3 

 

届出所属機関情報入力

（STEP1） 

【操作】 

届出に係る所属機関情報

を入力します。 

必要項目を入力の上，「次

へ」ボタンをクリックして，

次の画面に進みます。 

 

●エラーについて 

未入力の場合や，入力に

誤りがあった場合はエラー

メッセージが表示されま

す。エラーを修正するまで

次の画面に進むことがで

きません。 
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# 画面 操作内容 

4 

 

届出情報一括ファイル指

定（STEP2） 

【操作】 

「一括届出ファイル」に，別

途テンプレートのエクセル

ファイルから作成した【受

入れ一括届出用 CSV ファ

イル】を指定します。 

「届出」ボタンをクリックし

て，次の画面に進みます。 

 

●一括届出ファイルの作

成方法は，【2.3.1 一括届

出のための事前準備】を

ご確認ください。 

●入力したエクセルファイ

ルではなく，エクセルファ

イルから作成した CSV フ

ァイルを指定してくださ

い。  

●エラーについて 

未入力の場合や，入力に

誤りがあった場合はエラー

メッセージが表示されま

す。エラーを修正するまで

次の画面に進むことがで

きません。 
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# 画面 操作内容 

5 

 

届出情報一括登録受付

完了（STEP3） 

【操作】 

以上が届出情報一括登録

の手順となります。 

数分後，登録されているメ

ールアドレスに「受付完了

通知」メールが届きますの

で，ご確認ください。 

 

受け付けた届出内容に不

備があった場合には，そ

のことについてメールをお

送りいたします。その際

は，該当するエラー内容

を修正の上，正しい内容

にてエラーとなっていない

中長期在留者についても

再度届出をしていただくこ

とになります。 

 

受け付けた届出について

は，出入国在留管理庁で

内容を確認し，届出内容

に問題がないことが確認

できた時点で，登録されて

いるメールアドレスに「登

録完了通知」メールをお

送りいたします。（１～２日

程度お時間をいただきま

す。） 
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2.3.4 届出所属機関情報入力画面の説明 

 

 

画面リン

ク番号 
画面説明項目 内容 

 エラーメッセージ 「次へ」ボタンをクリックした際，入力内容にエラーがあればエラーメッセージを

表示します。 
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画面リン

ク番号 
画面説明項目 内容 

 届出担当者情報 届出の機関情報を入力します。「担当者氏名」と「担当者電話番号」を入力し

てください。 

「必須」アイコンは必須項目を表しています。必ず入力してください。 

 「次へ」ボタン 入力内容にエラーがなければ，届出情報一括ファイル指定画面に進みます。 

入力内容にエラーがあれば，画面上部にエラーメッセージが表示されます。 

 「戻る」ボタン メニュー画面に戻ります。 

ブラウザの「←」（戻る) や「back space」キーでは前画面に戻らず，不正な操

作とみなされ，ログアウトしてしまいますのでご注意ください。 

 「ログアウト」リン

ク 

電子届出システムからログアウトします。 
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2.3.5 届出情報一括ファイル指定画面の説明 
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画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 エラーメッセージ 「届出」ボタンをクリックした際，入力内容にエラーがあればエラーメッセージ

を表示します。 

 届出情報一括フ

ァイル指定 

一括登録するファイルを指定します。 

 「届出」ボタン 入力内容にエラーがなければ，受付完了画面に進みます。 

入力内容にエラーがあれば，画面上部にエラーメッセージが表示されます。 

 「戻る」ボタン メニュー画面に戻ります。 

ブラウザの「←」（戻る) や「back space」キーでは前画面に戻らず，不正な操

作とみなされ，ログアウトしてしまいますのでご注意ください。 

 「ログアウト」リン

ク 

電子届出システムからログアウトします。 
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2.4 中長期在留者に代わって行う届出情報一括登録(入管法第１９条の１６) 

 

中長期在留者の依頼によって，所属機関の担当者が中長期在留者本人に代わって，入管法第１９条の１

６に基づく届出（一括届出）を行うことができます。届出事由発生後，届出を行うことができます。事前（事由

発生前）に届け出ることはできませんのでご注意ください。 

事前に利用者情報登録をされた所属機関の担当者がご利用いただけます。 

また，届出対象の中長期在留者の方も電子届出システムの利用者情報登録をされている必要があります。

利用者情報登録をされていない中長期在留者について届出を行った場合，エラーとなりますのでご注意くだ

さい。 

 

2.4.1 一括届出のための事前準備（入力用エクセルファイルの取得・入力） 

# 画面 操作内容 

1  

 

所属機関ログイン 

【操作】 

ログイン画面から，認証ＩＤとパス

ワードを入力し「ログイン」ボタン

をクリックします。次の画面に進

みます。 

 

 

2 

 

所属機関メニュー 

【操作】 

入力用のエクセルファイルをダウ

ンロードします。所属機関メニュ

ー画面下部にある「テンプレート

ファイル」のうち，「所属機関の名

称，所在地変更代理届出一括

用テンプレートダウンロード」リン

クをクリックして，エクセルファイ

ルをダウンロードします。 

 

●テンプレートファイルは２種類リ

ンクがありますので，ダウンロード

する際はご留意ください。「受入

れ一括届出用テンプレート」と

「所属機関の名称，所在地変更

代理届出一括用テンプレート」が

ありますが，ここでは，「所属機関

の名称，所在地変更代理届出一

括用テンプレート」からダウンロ

ードしてください。 
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# 画面 操作内容 

3 

 

  

届出情報の入力・csv ファイルの

作成 

【操作】 

ダウンロードしたエクセルファイ

ルをデスクトップ等適宜の場所に

保存してください。保存後，ファイ

ルを開き，届出情報を入力してく

ださい。 

入力方法・csv ファイルの作成方

法については，エクセルファイル

内の利用手順をご確認ください。 

 

●一括届出用csv ファイルは，編

集したエクセルファイル自体では

なく，編集したエクセルファイル

から出力するファイルですので，

ご注意ください。 

 

●出力後の一括届出用 csv ファ

イルは編集しないでください。編

集すると登録できなくなります。 
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2.4.2 代理届出一括ＣＳＶファイル作成手順 

 
 

 ※実行環境はマクロの使用が可能な環境にしてください。 

画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 セキュリティの警

告 

「コンテンツの有効化」にチェックし，クリックします。 

●届出情報を入力する前に行ってください。 

 届出情報 エクセルファイルの【利用手順】に従って CSV ファイル作成を行ってくださ

い。 
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※所属機関の名称，所在地変更代理届出一括用テンプレートの使用の際の注意事項 

・ 所属機関の名称，所在地変更代理届出一括用テンプレートを使用した代理届出一括 csv ファイルの

作成は，マクロ有効状態でないと作成できません。 

・ プルダウン項目の入力については，プルダウン項目から該当項目を選択して入力してください。プルダ

ウン項目に存在しない項目を直接入力した場合，エラーとなります。 

・ 「一括届出ファイル出力」ボタンを押して受入れ届出一括 csv ファイルを作成した後も，受付エラーとな

った場合に備え，所属機関の名称，所在地変更代理届出一括用テンプレートを保存しておくことを推

奨します。 
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2.4.3 中長期在留者に代わって行う届出情報（入管法第１９条の１６）一括登録の流れ 

代理届出 csv ファイルを作成した上で，次の手順を行ってください。代理届出 csv ファイルの作成手

順は，【2.4.1一括届出のための事前準備（入力用エクセルファイルの取得・入力）】を参照してください。 

# 画面 操作内容 

1 

  

所属機関ログイン 

【操作】 

ログイン画面から，認証ＩＤとパス

ワードを入力の上，「ログイン」ボ

タンをクリックして，次の画面に進

みます。 

 

 

2 

 

所属機関メニュー 

【操作】 

「届出情報登録（入管法第１９条

の１６）」のうち，「名称，所在地変

更届出（一括）」ボタンをクリックし

て，次の画面に進みます。 
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# 画面 操作内容 

3 

 

代 理 届 出 担 当 者 情 報 入 力

（STEP1） 

【操作】 

届出担当者情報を入力します。 

必要項目を入力の上，「次へ」ボ

タンをクリックして，次の画面に進

みます。 

 

●エラーについて 

未入力の場合や，入力に誤りが

あった場合はエラーメッセージが

表示されます。エラーを修正する

まで次の画面に進むことができま

せん。 

4   

 

代理届出情報一括ファイル指定

（STEP2） 

【操作】 

「一括届出ファイル」に，別途テ

ンプレートのエクセルファイルか

ら作成した【代理届出一括 CSV

ファイル】を指定します。 

「届出」ボタンをクリックして，次の

画面に進みます。 

 

●一括届出ファイルの作成方法

は，【2.4.1 一括届出のための事

前準備】をご確認ください。 

●入力したエクセルファイルでは

なく，エクセルファイルから作成

した CSV ファイルを指定してくだ

さい。  

●エラーについて 

未入力の場合や，入力に誤りが

あった場合はエラーメッセージが

表示されます。エラーを修正する

まで次の画面に進むことができま

せん。 
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5 

 

代理届出情報一括登録受付完

了（STEP3） 

【操作】 

以上が届出情報一括登録の手

順となります。 

数分後，登録されているメールア

ドレスに「受付完了通知」メール

が届きますので，ご確認くださ

い。 

 

受け付けた届出内容に不備があ

った場合には，そのことについて

メールをお送りいたします。その

際は，該当するエラー内容を修

正の上，正しい内容にてエラーと

なっていない中長期在留者につ

いても再度届出をしていただくこ

とになります。 

 

 

受け付けた届出については，出

入国在留管理庁で内容を確認

し，届出内容に問題がないことが

確認できた時点で，登録されて

いるメールアドレスに「登録完了

通知」をお送りいたします。（１～

２日程度お時間をい ただきま

す。） 
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2.4.4 代理届出担当者情報入力画面の説明 

 

 

画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 エラーメッセージ 「次へ」ボタンをクリックした際，入力内容にエラーがあればエラーメッセー

ジを表示します。 

 届出担当者 届出担当者の情報を入力します。 

「必須」アイコンは必須項目を表しています。必ず入力してください。 

 「次へ」ボタン 入力内容にエラーがなければ，代理届出情報一括ファイル指定画面に進

みます。 

入力内容にエラーがあれば，画面上部にエラーメッセージが表示されま

す。 

 「戻る」ボタン メニュー画面に戻ります。 

ブラウザの「←」（戻る) や「back space」キーでは前画面に戻らず，不正な

操作とみなされ，ログアウトしてしまいますのでご注意ください。 

 「ログアウト」リンク 電子届出システムからログアウトします。 
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2.4.5 代理届出情報一括登録受付完了画面の説明 

 

 

画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 エラーメッセージ 「届出」ボタンをクリックした際，入力内容にエラーがあればエラーメッセージ

を表示します。 

 届出情報一括フ

ァイル指定 

一括登録するファイルを指定します。 



 

 
操作マニュアル～所属機関用～  

- 41 -

画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 「届出」ボタン 入力内容にエラーがなければ，受付完了画面に進みます。 

入力内容にエラーがあれば，画面上部にエラーメッセージが表示されます。 

 「戻る」ボタン メニュー画面に戻ります。 

ブラウザの「←」（戻る) や「back space」キーでは前画面に戻らず，不正な操

作とみなされ，ログアウトしてしまいますのでご注意ください。 

 「ログアウト」リン

ク 

電子届出システムからログアウトします。 
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2.5 メールアドレス変更 

 

出入国在留管理庁から送信するメールの宛先(メールアドレス)を変更する際の手順です。 

事前に利用者情報登録をされた所属機関の担当者がご利用いただけます。 

 

なお，認証ＩＤやパスワードを忘れた場合は，電子届出システムからパスワードを確認・変更することはでき

ませんので，お近くの地方出入国在留管理局の窓口にてご確認ください。 

 

2.5.1 メールアドレス変更の流れ 

 

# 画面 操作内容 

1 

 

所属機関ログイン 

【操作】 

ログイン画面から，認証ＩＤ

とパスワードを入力の上，

「ログイン」ボタンをクリック

して，次の画面に進みま

す。 

 

 

2 

 

所属機関メニュー 

【操作】 

利用者情報変更の「メー

ルアドレス変更」ボタンをク

リックして，次の画面に進

みます。 
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3 

 

メールアドレス変更入力

（STEP1） 

【操作】 

メールアドレスを入力しま

す。入力欄にメールアドレ

スを入力してください。必

要項目を入力の上，「確

認」ボタンをクリックして，

次の画面に進みます。 

 

●エラーについて 

未入力の場合や，入力に

誤りがあった場合はエラー

メッセージが表示されま

す。エラーを修正するまで

次の画面に進むことがで

きません。 

 

4  

 

メールアドレス変更確認

（STEP2） 

【操作】 

前画面で入力した内容を

確認の上，「登録」ボタン

をクリックして，次の画面に

進みます。 

内容を修正する場合は，

「戻る」ボタンをクリックして

入力画面に戻り，正しい情

報を入力してください。 

ブラウザの「←」（戻る) や

「back space」キーでは前

画面に戻らず，不正な操

作とみなされ，ログアウトし

てしまいますのでご注意く

ださい。 
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5 

 

メールアドレス変更完了

（STEP3） 

【操作】 

以上がメールアドレスの変

更手順となります。 

数分後，登録した新しいメ

ールアドレスに変更完了

通知メールが届きます。 



 

 
操作マニュアル～所属機関用～  

- 45 -

2.5.2 メールアドレス変更入力画面の説明 

 

 

 

画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 エラーメッセー

ジ 

「届出」ボタンをクリックした際，入力内容にエラーがあればエラーメッセージを

表示します。 

 メールアドレス

変更情報 

新しいメールアドレスを入力します。 

「必須」アイコンは必須項目を表しています。必ず入力してください。 

 「確認」ボタン 入力内容にエラーがなければ，確認画面に進みます。 

入力内容にエラーがあれば，画面上部にエラーメッセージが表示されます。 

 「戻る」ボタン メニュー画面に戻ります。 

ブラウザの「←」（戻る) や「back space」キーでは前画面に戻らず，不正な操

作とみなされ，ログアウトしてしまいますのでご注意ください。 

 「ログアウト」リン

ク 

電子届出システムからログアウトします。 
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2.6 パスワード変更 

 

電子届出システムにログインする際に使用するパスワードを変更する際の手順です。 

事前に利用者情報登録をされた所属機関の担当者がご利用いただけます。 

 

2.6.1 パスワード変更の流れ 

 

# 画面 操作内容 

1 

 
 

所属機関ログイン 

【操作】 

ログイン画面から，認証ＩＤとパスワ

ードを入力の上，「ログイン」ボタンを

クリックして，次の画面に進みます。 

 

2 

 

所属機関メニュー 

【操作】 

「パスワード変更」ボタンをクリックし

て，次の画面に進みます。 
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# 画面 操作内容 

3 

 

パ ス ワ ー ド 変 更 入 力

（STEP1） 

【操作】 

入力欄に現在のパスワ

ードと，新たに使用する

パスワードをそれぞれ入

力してください。なお，新

たに使用するパスワード

は，次の画面以降，表示

されることはありません。 

必要項目を入力の上，

「登録」ボタンをクリックし

て，次の画面に進みま

す。 

 

●エラーについて 

未入力の場合や，入力

に誤りがあった場合はエ

ラーメッセージが表示さ

れます。エラーを修正す

るまで次の画面に進むこ

とができません。 

 

4 

 
 

パ ス ワ ー ド 変 更 完 了

（STEP2） 

【操作】 

以上がパスワード情報の

変更手順となります。 

数分後，登録したメール

アドレスに変更完了通知

メールが届きます。 
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2.6.2 パスワード変更入力画面の説明 

 

 

 

画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 エラーメッセージ 「登録」ボタンをクリックした際に，入力内容にエラーがあればエラーメッセ

ージを表示します。 
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画面リンク

番号 
画面説明項目 内容 

 パスワード変更

情報 

パスワードを入力します。 

「必須」アイコンは必須項目を表しています。必ず入力してください。 

 

●パスワードについて 

パスワードは大文字，小文字を別の文字として区別しています。また，パス

ワードに認証ＩＤの文字列を含むことはできません。設定したパスワードに

ついては，ご自身で把握・管理をお願いします。なお，出入国在留管理庁

からのメールに，パスワードは記載されません。 

パスワード欄は入力文字が全て「●」で表示されます。入力内容を確認す

るため，まずメモ帳等にパスワードを入力し，正しいパスワードであることを

確認の上，パスワード入力欄にコピー＆ペーストすることを推奨します。 

 「登録」ボタン 入力内容にエラーがなければ，確認画面に進みます。 

入力内容にエラーがあれば，画面上部にエラーメッセージを表示します。 

 「戻る」ボタン 「戻る」ボタンをクリックすると，メニュー画面に戻ります。 

ブラウザの「←」（戻る) や「back space」キーでは前画面に戻らず，不正な

操作とみなされ，ログアウトしてしまいますのでご注意ください。 

 「ログアウト」リン

ク 

電子届出システムからログアウトします。 
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2.7 届出状況参照 

 

過去に，電子届出システムを用いて行った届出の状況を確認することができます。届出の内容は確認でき

ません。 

事前に利用者情報登録をされた所属機関の担当者がご利用いただけます。 

 

2.7.1 届出状況参照の流れ 

 

# 画面 操作内容 

1 

 

所属機関ログイン 

【操作】 

ログイン画面から，認証ＩＤと

パスワードを入力の上，「ロ

グイン」ボタンをクリックして， 

次の画面に進みます。 

 

 

2 

 

所属機関メニュー 

【操作】 

画面下部の届出状況参照

の「届出状況参照」ボタンを

クリックして，次の画面に進

みます。 
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# 画面 操作内容 

3 

 

 

届出状況参照 

【操作】 

ログインしている利用者の

過去の届出状況一覧が表

示されます。届出日時や

届出事由，届出状況(結

果)を確認できます。 

 

画面下の「戻る」ボタンで

中長期在留者メニュー画

面に戻ります。ブラウザの

「←」（戻る) や「back 

space」キーでは前画面に

戻らず，不正な操作とみな

され，ログアウトしてしまい

ますのでご注意ください。 

 

●届出状況について 

・「受付エラー」：届出情報

にエラーがあります。「受

付エラー」リンクをクリック

し，エラー内容を確認して

ください。該当するエラー

内容を修正の上，正しい

内容にてエラーとなってい

ない中長期在留者につい

ても再度届出をしてくださ

い。 

・「登録中」：システム上の

処理中です。登録完了

後，登録されているメール

アドレスに届出完了通知メ

ールが届きます。 

・「登録完了」：届出情報の

登録が完了しています。 

・「登録エラー」：届出情報

にエラーがあります。「登

録エラー」リンクをクリック

し，エラー内容を確認して

ください。正しい情報で，

再度届出を行ってくださ

い。 

なお，エラー内容確認画

面を印刷する場合は，画

面上で右クリックをし，「印

刷」を選択してください。 
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3 その他  

3.1 エラーメッセージ一覧 

 

電子届出システムにおいて表示される可能性のあるエラーメッセージの一覧を別紙に示します。 

 

 



操作マニュアル～所属機関用～　別紙「エラーメッセージ一覧」

メッセージID メッセージ 対応方法

MOE00001
「！」がついている項目に誤りがあります。入力内容及び画面入力例等を確認し，
再度入力してください。

入力内容及び画面入力例等を確認し，再度入力してください。
また，パスワードは「！」がついていない場合でも空白になりますので，再度入力してくだ
さい。

MOE00004 メールアドレスが電子メールアドレスの形式かを確認し，再度入力してください。 再度入力してください。

MOE00005 氏名英字には連続したスペースは入力しないでください。 スペースは２つ以上連続して入力しないでください。

MOE00007 「！」がついている項目を入力してください。
!がついている項目を入力してください。
また，パスワードは「！」がついていない場合でも空白になりますので，再度入力
してください。

MOE00008 届出の事由に値を入力してください。 届出の事由に値を入力してください。

MOE00009 届出の事由を選択してください。 届出の事由を選択してください。

MOE00010 届出の事由が正しく選択されていません。 届出の事由を正しく選択してください。

MOE00011 届出の事由発生年月日に値を入力してください。 届出の事由発生年月日に値を入力してください。

MOE00012 届出の事由発生年月日は8文字で入力してください。 届出の事由発生年月日は8文字で入力してください。

MOE00013 届出の事由発生年月日は半角数字で入力してください。 届出の事由発生年月日は半角数字で入力してください。

MOE00014 活動の内容を選択してください。 活動の内容を選択してください。

MOE00015 受入れ終了の理由は全角で入力してください。 受入れ終了の理由は全角で入力してください。

MOE00016 受入れ終了の理由は90文字以内で入力してください。 受入れ終了の理由は90文字以内で入力してください。

MOE00017 国籍・地域に値を入力してください。 国籍・地域に値を入力してください。

MOE00018 国籍・地域を選択してください。 国籍・地域を選択してください。

MOE00019 氏名英字は半角の英字（大文字），スペース区切りで入力してください。 氏名英字は半角の英字（大文字），スペース区切りで入力してください。

MOE00020 氏名英字は104文字以内で入力してください。 氏名英字は104文字以内で入力してください。

MOE00023 性別に値を入力してください。 性別に値を入力してください。

MOE00024 性別を選択してください。 性別を選択してください。

MOE00025 生年月日に値を入力してください。 生年月日に値を入力してください。

MOE00026 生年月日は8文字で入力してください。 生年月日は8文字で入力してください。

MOE00027 生年月日は半角数字で入力してください。 生年月日は半角数字で入力してください。

MOE00028 住居地_都道府県市区町村に値を入力してください。 住居地_都道府県市区町村に値を入力してください。

MOE00029 住居地_都道府県市区町村を選択してください。 住居地_都道府県市区町村を選択してください。

MOE00030 住居地_町名丁目番地号等に値を入力してください。 住居地_町名丁目番地号等に値を入力してください。

MOE00031 住居地_町名丁目番地号等は全角で入力してください。 住居地_町名丁目番地号等は全角で入力してください。

MOE00032 住居地_町名丁目番地号等は80文字以内で入力してください。 住居地_町名丁目番地号等は80文字以内で入力してください。

MOE00033 在留カード番号は半角英数字で入力してください。 在留カード番号は半角英数字で入力してください。

MOE00034 在留カード番号は12文字で入力してください。 在留カード番号は12文字で入力してください。

MOE00035 みなし在留カード番号記号を選択してください。 みなし在留カード（旧外国人登録証明書）番号記号を選択してください。



メッセージID メッセージ 対応方法

MOE00036
みなし在留カード番号記号は2文字以内で入力してください。 みなし在留カード（旧外国人登録証明書）番号記号は2文字以内で入力してくださ

い。

MOE00037
みなし在留カード番号_番号部は半角数字で入力してください。 みなし在留カード（旧外国人登録証明書）番号_番号部は半角数字で入力してくだ

さい。

MOE00038 みなし在留カード番号_番号部は9文字以内で入力してください。 みなし在留カード（旧外国人登録証明書）番号_番号部は9文字以内で入力してくだ
さい。

MOE00039 受入れ終了の理由には外字を入力しないでください。

受入れ終了の理由には外字を入力しないでください。

※受入れ終了の理由に使用できない文字が含まれています。入力内容を確認し，修
正してください。

MOE00041 住居地_町名丁目番地号等には外字を入力しないでください。

住居地_町名丁目番地号等には外字を入力しないでください。

※住居地＿町名丁目番地号等に使用できない文字が含まれています。入力内容を確
認し，修正してください。

MOE00042 機関の名称は全角で入力してください。 機関の名称は全角で入力してください。

MOE00043 機関の名称は60文字以下で入力してください。 機関の名称は60文字以下で入力してください。

MOE00044 機関の名称（変更前）は全角で入力してください。 機関の名称（変更前）は全角で入力してください。

MOE00045 機関の名称（変更前）は60文字以下で入力してください。 機関の名称（変更前）は60文字以下で入力してください。

MOE00046 機関の名称（変更後）は全角で入力してください。 機関の名称（変更後）は全角で入力してください。

MOE00047 機関の名称（変更後）は60文字以下で入力してください。 機関の名称（変更後）は60文字以下で入力してください。

MOE00048 機関の所在地_町名丁目番地号等は全角で入力してください。 機関の所在地_町名丁目番地号等は全角で入力してください。

MOE00049 機関の所在地_町名丁目番地号等は80文字以下で入力してください。 機関の所在地_町名丁目番地号等は80文字以下で入力してください。

MOE00050 機関の所在地（変更前）_町名丁目番地号等は全角で入力してください。 機関の所在地（変更前）_町名丁目番地号等は全角で入力してください。

MOE00051 機関の所在地（変更前）_町名丁目番地号等は80文字以下で入力してください。 機関の所在地（変更前）_町名丁目番地号等は80文字以下で入力してください。

MOE00052 機関の所在地（変更後）_町名丁目番地号等は全角で入力してください。 機関の所在地（変更後）_町名丁目番地号等は全角で入力してください。

MOE00053 機関の所在地（変更後）_町名丁目番地号等は80文字以下で入力してください。 機関の所在地（変更後）_町名丁目番地号等は80文字以下で入力してください。

MOE00054 機関の所在地_都道府県市区町村を選択してください。 機関の所在地_都道府県市区町村を選択してください。

MOE00055 機関の所在地（変更前）_都道府県市区町村を選択してください。 機関の所在地（変更前）_都道府県市区町村を選択してください。

MOE00056 機関の所在地（変更後）_都道府県市区町村を選択してください。 機関の所在地（変更後）_都道府県市区町村を選択してください。

MOE00057 機関の名称には外字を入力しないでください。

機関の名称には外字を入力しないでください。

※機関の名称に使用できない文字が含まれています。入力内容を確認し，修正して
ください。

MOE00058 機関の名称（変更前）には外字を入力しないでください。

機関の名称（変更前）には外字を入力しないでください。

※機関の名称(変更前)に使用できない文字が含まれています。入力内容を確認し，
修正してください。



メッセージID メッセージ 対応方法

MOE00059 機関の名称（変更後）には外字を入力しないでください。

機関の名称（変更後）には外字を入力しないでください。

※機関の名称(変更後)に使用できない文字が含まれています。入力内容を確認し，
修正してください。

MOE00060 機関の所在地_町名丁目番地号等には外字を入力しないでください。

機関の所在地_町名丁目番地号等には外字を入力しないでください。

※機関の所在地＿町名丁目番地号等に使用できない文字が含まれています。入力内
容を確認し，修正してください。

MOE00061 機関の所在地（変更前）_町名丁目番地号等には外字を入力しないでください。

機関の所在地（変更前）_町名丁目番地号等には外字を入力しないでください。

※機関の所在地＿町名丁目番地号等(変更前)に使用できない文字が含まれていま
す。入力内容を確認し，修正してください。

MOE00062 機関の所在地（変更後）_町名丁目番地号等には外字を入力しないでください。

機関の所在地（変更後）_町名丁目番地号等には外字を入力しないでください。

※機関の所在地＿町名丁目番地号等(変更後)に使用できない文字が含まれていま
す。入力内容を確認し，修正してください。

MOE00063 氏名英字に値を入力してください。 氏名英字に値を入力してください。

MOE00064 在留カード番号に値を入力してください。 在留カード番号に値を入力してください。

MOE99999 システムエラーが発生しました。ヘルプデスクに問い合わせください。 システムエラーが発生しました。ヘルプデスクに問い合わせください。

MOE99998
二重ログインエラーです。複数の画面で操作を行わないでください。複数の画面で
操作していないのにこの画面が表示された場合はヘルプデスクまでご連絡くださ
い。

二重ログインエラーです。複数の画面で操作を行わないでください。複数の画面で
操作していないのにこの画面が表示された場合はヘルプデスクまでご連絡くださ
い。

MOE00103
受入れ終了の理由でその他の理由を選択した場合は，詳細内容を入力してくださ
い。

受入れ終了の理由でその他の理由を選択した場合は，詳細内容を入力してくださ
い。

MOE00104
詳細内容を入力する場合は，受入れ終了の理由でその他の理由を選択してくださ
い。

その他の理由を選択した場合のみ，詳細内容を入力できます。

MOE00105 みなし在留カード（外国人登録証明書）番号をすべて入力してください。 みなし在留カード（外国人登録証明書）番号をすべて入力してください。

MOE00106
在留カード番号，みなし在留カード（外国人登録証明書）番号のいずれかを入力し
てください。

在留カード番号，みなし在留カード（外国人登録証明書）番号のいずれかを入力し
てください。

MOE00108
アップロード可能なファイルではありません。ファイルの内容を見直してくださ
い。

正しいファイルかどうかを確認してください。

MOE00117
アップロード可能なレコード数を超えているため，取込できません。ファイルの内
容を見直してください。

正しいファイルかどうかを確認してください。

MOE00118
届出の事由で留学を選択していますが，在留資格が留学でありません。届出の事由
を見直してください。

届出の事由を見直してください。

MOE00119
届出の事由で留学以外を選択していますが，在留資格が留学です。届出の事由を見
直してください。

届出の事由を見直してください。

MOE00120 生年月日を在留カードの券面の内容通りに入力してください。 券面の内容通りに入力してください。



メッセージID メッセージ 対応方法

MOE00121
生年月日を在留カード又はみなし在留カード（外国人登録証明書）の券面の内容通
りに入力してください。

券面の内容通りに入力してください。

MOE00123 性別を在留カードの券面の内容通りに入力してください。 券面の内容通りに入力してください。

MOE00124
性別を在留カード又はみなし在留カード（外国人登録証明書）の券面の内容通りに
入力してください。

券面の内容通りに入力してください。

MOE00125 国籍・地域を在留カードの券面の内容通りに入力してください。 券面の内容通りに入力してください。

MOE00126
国籍・地域を在留カード又はみなし在留カード（外国人登録証明書）の券面の内容
通りに入力してください。

券面の内容通りに入力してください。

MOE00127 都道府県市区町村の入力内容が正しいかを確認してください。 都道府県市区町村の入力内容が正しいかを確認してください。

MOE00128 活動の内容の入力内容が正しいかを確認してください。 活動の内容の入力内容が正しいかを確認してください。

MOE00129
在留資格に対応しない届出の事由が設定されています。届出の事由を見直してくだ
さい。

届出の事由を見直してください。

MOE00130
入力されたみなし在留カード（外国人登録証明書）番号では利用できません。外国
人登録証明書又は最新の在留カードの券面の内容通りに入力してください。

券面の内容通りに入力してください。

MOE00131 パスワードとパスワード（再入力）には同じ値を入力してください。 パスワードとパスワード（再入力）には同じ値を入力してください。

MOE00132 推測されにくいパスワードを入力してください。
推測されにくいパスワードを入力してください。
例）認証ＩＤと同じパスワードの場合

MOE00133 メールアドレスとメールアドレス（再入力）には同じ値を入力してください。 メールアドレスとメールアドレス（再入力）には同じ値を入力してください。

MOE00134 事由発生年月日の入力内容が正しいかを確認してください。 事由発生年月日の入力内容が正しいかを確認してください。

MOE00138
入力された在留カード番号，みなし在留カード（外国人登録証明書）番号では利用
できません。最新の在留カードの券面の内容通りに入力してください。

券面の内容通りに入力してください。在留カードの有効性を確認してください。な
お在留カード発行当日は情報が反映されていないため届出できません。

MOE00142 入力された情報では利用できません。
届出対象外の在留資格です。もし，届出対象の在留資格である場合は，ヘルプデス
クに問い合わせてください。

MOE00144 在留カードの券面の内容通りに入力してください。 券面の内容通りに入力してください。

MOE00145
在留カード又はみなし在留カード（外国人登録証明書）の券面の内容通りに入力し
てください。

券面の内容通りに入力してください。

MOE00146 パスワードが一致しません。現在のパスワードを再度確認してください。 現在のパスワードを再度確認してください。
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MOE00147 利用者情報が無効です。

以下の原因が想定されますので，確認してください。

・対象の中長期在留者が利用者情報登録されていない。
・認証ID,パスワードが誤っている。
・在留カードが失効している。
・届出対象外の在留資格に変更されている。
・認証IDが無効化されている。
・認証IDの有効期限を超えている(中長期在留者は在留期限と同一，所属機関は最
終ログインから1年)
・パスワードの有効期限を超えている（利用者情報の登録，またはパスワードの最
終変更から1年）

MOE00149
一日の届出情報登録の最大回数に達しました。後日，届出情報を登録してくださ
い。

後日，届出情報を登録してください。

MOE00152 一括届出ファイルの内容が正しいかを確認してください。 ファイルの内容が正しいかを確認してください。

MOE00153
一括届出ファイルが最大サイズを超えているため，取込みできません。ファイルの
内容が正しいかを確認してください。

ファイルの内容が正しいかを確認してください。

MOE00154 一括届出ファイルの拡張子はcsvにしてください。 一括届出ファイルの拡張子はcsvにしてください。

MOE00162
規定回数以上ログインに失敗したため、アカウントがロックされています。アカウ
ントロックは，24時間後に自動で解除されます。お急ぎの方は，地方入国管理官署
窓口に届出を行ってください。

24時間後に自動で解除されます。お急ぎの方は，地方入国管理官署窓口に届出を
行ってください。

MOE00163
【留学の受入れの終了】の届出を行う場合は，受入れ終了の理由を入力してくださ
い。

受入れ終了の理由を入力してください。

MOE00164
【留学の受入れの終了】以外の届出を行う場合は，受入れ終了の理由は入力しない
でください。

受入れ終了の理由は入力しないでください。

MOE00165
【留学以外の受入れの開始】の届出を行う場合は，活動の内容を入力してくださ
い。

活動の内容を入力してください。

MOE00166
【留学以外の受入れの開始】以外の届出を行う場合は，活動の内容は入力しないで
ください。

活動の内容は入力しないでください。

MOE00167 認証ＩＤ又はパスワードの入力内容に誤りがあります。再度入力してください。 再度入力してください。

MOE00170
【５月１日における受入れ状況】の届出を行う場合は，届出の事由発生年月日を入
力しないでください。

届出の事由発生年月日を入力しないでください。

MOE00171
【１１月１日における受入れ状況】の届出を行う場合は，届出の事由発生年月日を
入力しないでください。

届出の事由発生年月日を入力しないでください。

MOE00172 届出の事由発生年月日を入力してください。 届出の事由発生年月日を入力してください。

MOE00173 【名称変更】機関の名称（変更前）を入力してください。 機関の名称（変更前）を入力してください。

MOE00174 【名称変更】機関の名称（変更後）を入力してください。 機関の名称（変更後）を入力してください。

MOE00175 【名称変更】機関の所在地_都道府県市区町村コードを入力してください。 機関の所在地_都道府県市区町村コードを入力してください。

MOE00176 【名称変更】機関の所在地_町名丁目番地号等を入力してください。 機関の所在地_町名丁目番地号等を入力してください。

MOE00177 【所在地変更】機関の名称に値を入力してください。 機関の名称に値を入力してください。
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MOE00178
【所在地変更】機関の所在地（変更前）_都道府県市区町村に値を入力してくださ
い。

機関の所在地（変更前）_都道府県市区町村に値を入力してください。

MOE00179
【所在地変更】機関の所在地（変更前）_町名丁目番地号等に値を入力してくださ
い。

機関の所在地（変更前）_町名丁目番地号等に値を入力してください。

MOE00180
【所在地変更】機関の所在地（変更後）_都道府県市区町村に値を入力してくださ
い。

機関の所在地（変更後）_都道府県市区町村に値を入力してください。

MOE00181
【所在地変更】機関の所在地（変更後）_町名丁目番地号等に値を入力してくださ
い。

機関の所在地（変更後）_町名丁目番地号等に値を入力してください。

MOE00182 機関の所在地_都道府県市区町村の入力内容が正しいかを確認してください。 機関の所在地_都道府県市区町村の入力内容が正しいかを確認してください。

MOE00183
機関の所在地（変更前）_都道府県市区町村の入力内容が正しいかを確認してくだ
さい。

機関の所在地（変更前）_都道府県市区町村の入力内容が正しいかを確認してくだ
さい。

MOE00184
機関の所在地（変更後）_都道府県市区町村の入力内容が正しいかを確認してくだ
さい。

機関の所在地（変更後）_都道府県市区町村の入力内容が正しいかを確認してくだ
さい。

MOE00185
【名称変更】機関の所在地（変更前）_都道府県市区町村は入力しないでくださ
い。

【名称変更】機関の所在地（変更前）_都道府県市区町村は入力しないでくださ
い。

MOE00186
【名称変更】機関の所在地（変更前）_町名丁目番地号等は入力しないでくださ
い。

【名称変更】機関の所在地（変更前）_町名丁目番地号等は入力しないでくださ
い。

MOE00187 【所在地変更】機関の名称（変更前）は入力しないでください。 【所在地変更】機関の名称（変更前）は入力しないでください。

MOE00188
住居地_都道府県市区町村で未定（届出後裏面に記載）を選択した場合は，住居地_
町名丁目番地号等を入力しないでください。

住居地_町名丁目番地号等を入力しないでください。

MOE00189
住居地_都道府県市区町村で未定（届出後裏面に記載）以外を選択した場合は，住
居地_町名丁目番地号等を入力してください。

住居地_町名丁目番地号等を入力してください。

MOE00190
みなし在留カード（外国人登録証明書）番号を入力した場合は，住居地_都道府県
市区町村に未定（届出後裏面に記載）以外を選択してください。

住居地_都道府県市区町村に未定（届出後裏面に記載）以外を選択してください。

MOE99996
不正な画面遷移が行われた為，サーバとの接続が切断されました。再度最初から処
理をやり直してください。

再度ログインから処理をやり直してください。

MBE59101
入力された在留カード番号，みなし在留カード（外国人登録証明書）番号では利用
できません。最新の在留カードの券面の内容通りに入力してください。

入力された在留カード番号，みなし在留カード（外国人登録証明書）番号では利用
できません。最新の在留カードの券面の内容通りに入力してください。

MBE59102 入力された情報では利用できません。 ヘルプデスクに問い合わせをしてください。

MOW10005
同じ種類の届出を一日に複数回行った場合，最後に行われた届出が有効になりま
す。

同じ種類の届出を一日に複数回行った場合，最後に行われた届出が有効になりま
す。

MOW10006
同じ中長期在留者に対して同じ種類の届出を一日に複数回行った場合，最後に行わ
れた届出が有効になります。

同じ中長期在留者に対して同じ種類の届出を一日に複数回行った場合，最後に行わ
れた届出が有効になります。


