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【在留資格認定証明書交付申請】

｢技

術｣

日本において行うことができる活動内容等

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学，工学その他の自然科学の分野に属する
技術又は知識を要する業務に従事する活動（在留資格「教授」，「投資・経営」，「医療」，「研
究」，「教育」，「企業内転勤」及び「興行」に係る活動を除く｡）。
該当例としては，機械工学等の技術者など。

提

出

書

類

申請人とは，日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

※

日本で発行される証明書は全て,発行日から３か月以内のものを提出してください。

１

※

・・・・・・・１通

在留資格認定証明書交付申請書・・・

※地方入国管理官署において，用紙を用意してます。また，法務省のホームページ
(1

２

迦ＷＷ』幽

NLINE/IMMIGRATION/16‑1.html）から取得することもできます。
・１葉

写真（縦4cmx横3cm）・・・・・・・・・・・
※申請前６か月以内に正面から撮影された無帽，無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付して下さい。

３

返信用封筒（定形封筒に宛先を明記の上，４３０円分の切手（簡易書留用）を貼付したもの）
１通

４

招へい機関の概要を明らかにする文書
・・・・・・・・・・・・・・１通

（１）案内書（パンフレット等）

（２）登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１通
（３）直近の決算書（損益計算書，賃借対照表など）の写し

・・・・・・・・・・・・・・１通

※

新規事業の場合には，今後１年間の事業計画書を提出してください。

※

上記（１）〜（３）の資料は，公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出してい

ただく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。
５

申請人の学歴及び職歴その他経歴を証する文書

（１）申請人の履歴書・・

●孝一・●飴●●●●孝

●●●●●

１通

●●●

（２）次のいずれかの文書
ア

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書
又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・・・・・・・・・・・・１通
【裏面に続く】

平成１９年１１月

10

イ

在職証明書等で，関連する業務に従事した期間（ＩＯ年以上）を証するもの（大学，高
等専門学校，高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専
適宜

攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む｡）
ウ

ＩＴ技術者については，法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する
・１通

試験の合格証書又は資格証書・・・・・・・・・・・・・・・・・
※

上記法務大臣が定める特例告示（IT告示）の詳細は，次のホームページをご覧下さい。
IT告示（h

6

://www.mo｀.o.｀/NYUKAN/HOUREI/h09.html）

次のいずれかで，申請人の日本での具体的な活動の内容，期間，地位及び報酬を証する文書

（１）招へい機関との雇用契約書の写しJ3お・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１通
（２）招へい機関からの辞令の写し・・・・・・・

１通

（３）招へい機関からの採用通知書の写し

１通
・・適宜

４）上記（１）〜（３）に準ずる文書・・

（

※

￡むλ
※※※このほか，申請いただいた後に，当局における審査の過程において，上記以外の資料を求
める場合もありますので，あらかじめ，ご承知おき願います。※※※

１

在留資格認定証明書に関する手続等の案内については，入国管理局ホームページ
（h

://www.immi‑mo

.o.゜/tetuduki/index.htm1）の「各種手続案内」をご覧下さい。

２

提出資料が外国語で作成されている場合には，訳文（日本語）を添付して下さい。

３

この申請は，申請人（日本への入国を希望している外国人の方）のほか，次の者も代理人と
して行うことができます。
・申請人と契約を結んだ本邦の機関の職員

※代理人が申請する場合は，代理人となる要件に適合する考であることを証明するもの（受入れ
機関名のある身分証明書等）を提示していただきます。
４

原則として，提出された資料は返却できませんので，再度入手することが困難な資料の原本
等の返却を希望する場合は，申請時に申し出て下さい。

申

請

お問合せ

２Ｆ

認定申請窓口（C）

・東京入国管理局
〒108‑8255

月一金曜日（祝祭日を除く）９−１２時・１

３−１６時

就労審査部門

東京都港区港南５−５−３０

・インフオメーションセンター（東京入国管理局１階）

０３−５７９６−７２５２
０３−５７９６−７１１２

【在留資格認定証明書交付申請】
｢人文知識・国際業務｣
日本において行うことができる活動内容等

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学，経済学，社会学その他の人文科学の
分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動（在留資格「教授」，「芸術」，「報道」，
「投資・経営」，「法律・会計業務」，「医療」，「研究」，「教育」，「企業内転勤」及び「興行」に
係る活動を除＜。）。
該当例としては，通訳，デザイナー，私企業の語学教師など。

１

※

申請人とは，日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

※

日本で発行される証明書は全て,発行日から３か月以内のものを提出してください。

在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・

●●

※地方入国管理官署において，用紙を用意してます。
(h
２

写真（縦4Gmx横3cm）‥‥・

法務省のホームページ

また，

://www.mo'.o.'/ONLINE/IMMIGRATION/16.1.html)

・１通

●●

から取得することもできます。
昏●

●●

●●

●●

・１葉

※申請前６か月以内に正面から撮影された無帽，無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付して下さい。
３

返信用封筒（定形封筒に宛先を明記の上，４３０円分の切手（簡易書留用）を貼付したもの）
・●

４

●●

●●

●嘸

・１通

●●

招へい機関の概要を明らかにする文書

（１）案内書（パンフレット等）・・・・・・・一一一一一一

●働

●●

●魯

（２）登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・

・１通

●●●

・１通

●●

（３）直近の決算書（損益計算書，貸借対照表など）の写し

●●

●■

●●

※

新規事業の場合には，今後１年間の事業計画書を提出してください。

※

上記（１）〜（３）の資料は，公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出してい

・１通

ただく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。
５

申請人の学歴及び職歴その他経歴を証する文書

（１）申請人の履歴書・・・・・・・

盾●

・１通

●●

（２）次のいずれかの文書
ア

申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合
①

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書
又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・・・・・・・・・・・・１通

【裏面に続く】
平成１９年１１月
−

︵／﹂

②

在職証明書等で，日本で従事しようとする業務と関連する業務に従事した期間（ＩＯ年
以上の実務経験が必要です｡）を証するもの（大学，高等専門学校，高等学校又は専修学
校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校

イ

からの証明書を含む｡）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・適宜

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務（例えば

通訳，

海外取引業務など）に従事しようとする場合
①

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書
又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・・・・・・・・・・・・１通

②

在職証明書等で，日本で従事しようとする業務と関連する業務に従事した期間（３年以
上の実務経験が必要です｡）を証するもの（大学，高等専門学校，高等学校又は専修学校
の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校か
らの証明書を含む｡）・

６

・・・・・・・・・・・・・適宜

●●

期間，地位及び報酬を証する文書

次のいずれかで，申請人の日本での具体的な活動の内容，

（１）招へい機関との雇用契約書の写しJ3a､ｽﾞ・

‥１通

●●

（２）招へい機関からの辞令の写し・・・・・・

・・１通

●●

・・１通

（３）招へい機関からの採用通知書の写し・・・
（４）上記（１）〜（３）に準ずる文書・一一・

●●

・・適宜

櫛●

￡むに
※※※このほか，申請いただいた後に，

当局における審査の過程において，上記以外の資料を求

める場合もありますので，あらかじめ，

ご承知おき願います。※※※

１

在留資格認定証明書に関する手続等の案内については，入国管理局ホームページ

（htt ://www.immi‑mo゛.o.

/tetuduki/index.html）の「各種手続案内」をご覧下さい。

２

提出資料が外国語で作成されている場合には，訳文（日本語）を添付して下さい。

３

この申請は，申請人（日本への入国を希望している外国人の方）のほか，次の者も代理人と
して行うことができます。
・申請人と契約を結んだ本邦の機関の職員
※代理人が申請する場合は，代理人となる要件に適合する者であることを証明するもの（受入
れ機関名のある身分証明書等）を提示していただきます。

４

原則として，提出された資料は返却できませんので，再度入手することが困難な資料の原本
等の返却を希望する場合は，申請時に申し出て下さい。

申
鵠
お問合せ

２Ｆ

認定申請窓口（C）

月一金曜日（祝祭日を除く）９−１２時・１

・東京入国管理局 就労審査部門
〒108‑8255 東京都港区港南５−５−３０
０３−５７９６−７２５
・インフオメーションセンター（東京入国管理局１階） ０３−５７９６−７１１

３ − １ ６時
２
２

'へ
ご

【在留資格認定証明書交付申請】

｢企業内転勤｣

日本において行うことができる活動内容等
本邦に本店，支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が，本邦
にある事業所に期間を定めて転動して，当該事業所において行う理学，工学その他の自
然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動（在留資格「技術」に
相当）若しくは法律学，経済学，社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要と
する業務に従事する活動（在留資格「人文知識・国際業務」相当）。
該当例としては，外国の事業所からの転勤者。

提

出

書

類

・・・・・・・・・・・・１通

在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・

１

また，法務省のホームページ

※地方入国管理官署において，用紙を用意してます。
(j

２

：／／ｗｗｗ．ｍｇ

NLINE/IMMIGRATION/16‑1.html）

写真（縦4cmx横3cm）・

から取得することもできます。
１葉

一個●●●・・●●●

慟●

※申請前６か月以内に正面から撮影された無帽，

無背景で鮮明なもの。

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付して下さい。
３

返信用封筒（定形封筒に宛先を明記の上，４３０円分の切手（簡易書留用）を貼付したもの）
１通

●●・●匍●●●●●●・慟

４
レ 次のいずれかで外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
次のいずれかで外国の事業所と本邦
（１）案内書（パンフレット等）・・‥

・１通

●●

（２）事業の開始届け出等写し・・・・

・１通

●●

・適宜

（３）上記（１）または（２）に準ずる文書・・・・・
※

上記（１）〜（３）の資料は，公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出してい

ただく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。
５

本邦の事業所の概要を明らかにする資料

（１）案内書（パンフレット等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１通

（２）登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１通

（３）直近の決算書（損益計算書，賃借対照表など）の写し

１通

※
※

・・一一・一一

新規事業の場合には，今後１年間の事業計画書を提出してください。
上記（１）〜（３）の資料は，公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出してい

ただく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。
【裏面に続く】
平成１９年１１月

阻

（４）地方公共団体等が提供した施設を事業所として使用し，外国企業の支店等開設準備に係る
活動であって「企業内転勤」の在留資格に該当する活動を行うものの場合には，以下の書類
が必要となります。
① 地方公共団体等から提供された施設の概要等を明らかにする資料‥‥・‥適宜
※

地方公共団体以外の機関から提供される場合で，商業・法人登記がなされている場
合にあっては，当該登記事項証明書。

②
※

今後１年間の事業計画書‥・‥・‥‥・・・・・・・・・・・・・・・適宜

上記（１）〜（４）の各資料は，公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出してい
ただく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。

６

外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
外国の事業所からの在職証明書等で，転勤前１年間従事した職務内容及び勤務期間を証する
・適宜

文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７

外国の事業所の概要を明らかにする資料
・案内書（パンフレット等）・・・・・・・・・・・・・・・・

８

次のいずれかで，申請人の日本での具体的な活動の内容，期間，

・・・・・・・・・・１通
地位及び報酬を証する文書

（１）転勤命令書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・１通

（２）受入れ機関からの辞令の写し・・・・・・・・・・・・・・

・一一・・・・一一・１通

（３）上記（１）〜（２）に準ずる文書・・一一・・・一一・一一

・・・・・・・・一一適宜

９

申請人の経歴を証する文書
・申請人の履歴書・・・・・・・

●●●・●●●●●●●・●●●

※※※このほか，申請いただいた後に，

当局における審査の過程において

める場合もありますので，あらかじめ，

ご承知おき願います。※※※

留
１

意

事

・・・・・・・１通
上記以外の資料を求

項

在留資格認定証明書に関する手続等の案内については，入国管理局ホームページ

（htt ://www.immi‑mo

.o.

/tetuduki/idex.html）の「各種手続案内」をご覧下さい。

２

提出資料が外国語で作成されている場合には，訳文（日本語）を添付して下さい。

３

この申請は，申請人（日本への入国を希望している外国人の方）のほか，次の者も代理人と
して行うことができます。
・申請人が転勤する本邦の事業所の職員

※代理人が申請する場合は，代理人となる要件に適合する者であることを証明するもの（受入
れ機関名のある身分証明書等）を提示していただきます。
４

原則として，提出された資料は返却できませんので，再度入手することが困難な資料の原本
等の返却を希望する場合は，申請時に申し出て下さい。

請せ
合
開
申お

２Ｆ 認定申請窓口（C） 月一金曜日（祝祭日を除く）９−１２時・１
・東京入国管理局 就労審査部門
〒108‑8255 東京都港区港南５−５−３０
０３−５７９６−７２５
・インフオメーションセンター（東京入国管理局１階） ０３−５７９６−７１１

３ − １ ６時
２
２

う

【在留資格認定証明書交付申請】

｢技

能

①｣

外国人の方が，調理師としての活動（熟練した技能を要する業務に従事する活動）を
行おうとする場合

１

１通

在留資格認定証明書交付申請書・
※地方入国管理官署において，用紙を用意してます。また，法務省のホームページ
Ｃ

２

://www.moi.j

NLINE/IMMIGRATION/16‑1.html）から取得することもできます。

０，
−

写真（縦4cmx横3cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
※申請前６か月以内に正面から撮影された無帽，無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付して下さい。

３

返信用封筒（定形封筒に宛先を明記の上，４３０円分の切手（簡易書留用）を貼付したもの）
●●‐●■●●●●馨

４

●●●

・・・・・・・・・・・１通

●●●●●●●ー●●●●●

次のいずれかで招へい機関の概要（事業内容を含む｡）を明らかにする文書

（１）案内書（パンフレット等）

１通

（２）登記事項証明書・・・

・・・１通

（３）直近の決算書（損益計算書，貸借対照表など）の写し

・・・・・・・・・・・・・・１通

※新規事業の場合には，今後１年間の事業計画書を提出してください。
※上記（ｌ）〜（３）の資料は，公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していた
だく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。
※また，自営業（個人事業主）の場合は，上記（１）〜（３）までの資料の代わりに確定申
告書控えの写しを提出して下さい。
（４）外国人社員リスト（国籍，氏名，生年月日，性別，在留資格，
●●●●●●

５

●●

●●●●

●●●●●●●

●●■●●

在留期間等を明記したもの）
１通

●●●●●●●●●畠●●●

稼働先店舗の概要を明らかにする次の資料

（１）営業許可書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１通
（２）賃貸借契約書の写し

・１通

●●●●●●●●●●●●●●●●嘸●匍嘸●●●●●●●

（３）見取り図（店舗全体）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（４）メニュー表

１通

・・・・・・一一・１通
【裏面に続く】

平成１９年１１月

￨ら

適宜

（５）写真（厨房・客席・外観）・・・・・

６

申請人の経歴，職歴及びその他資格を証する公的機関が発行した文書
・・１通

（１）申請人の履歴書・・・・・・

（２）公的機関が発行する資格証明書がある場合は，当該証明書の写し・・・・・・・・・適宜
（３）所属機関からの在職証明書で，関連する業務に従事した期間（１０年以上の実務経験が必
要です｡）を証するもの（外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含
・適宜

む｡）

７

次のいずれかで，申請人の日本での具体的な活動の内容，期間，地位及び報酬を証する文書

（１）招へい機関との雇用契約書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・，・１通
１通

（２）招へい機関からの辞令の写し‥‥・・・
（３）招へい機関からの採用通知書の写し・・・・・・

・●●暴・●●●

１通

●●

（４）上記（１）〜（３）に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
※※※このほか，申請いただいた後に，当局における審査の過程において，上記以外の資料を
求める場合もありますので，あらかじめ，ご承知おき願います。※※※

１

在留資格認定証明書に関する手続等の案内については，入国管理局ホームページ

（h

://www.immi‑mo｀.o.

/tetuduki/index.html）の「各種手続案内」をご覧下さい。

２

提出資料が外国語で作成されている場合には，訳文（日本語）を添付して下さい。

３

この申請は，申請人（日本への入国を希望している外国人の方）のほか，次のいずれかの者
が代理人として行うことができます。
・申請人と契約を結んだ本邦の機関の職員
※代理人が申請する場合は，代理人となる要件に適合する者であることを証明するもの（受入
れ機関名のある身分証明書等）を提示していただきます。

４

原則として，提出された資料は返却できませんので，再度入手することが困難な資料の原本
等の返却を希望する場合は，申請時に申し出て下さい。

申

請

お問合せ

２Ｆ

認定申請窓口（C）

・東京入国管理局
〒108‑8255

月一金曜日（祝祭日を除く）９−１２時・１

３−１６時

就労審査部門

東京都港区港南５−５−３０

・インフオメーションセンター（東京入国管理局１階）

０３−５７９６−７２５２
０３−５７９６−７１１２

ド

【在留資格認定証明書交付申請】

｢技

能

②｣

外国人の方が，調理師尨赴の活動（産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要す
る業務に従事する活動）を行おうとする場合

１

１通

在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・

※地方入国管理官署において，用紙を用意してます。また，法務省のホームページ
(加

２

:政四丿吐

から取得することもできます。

NLINE/IN4MIGRATION/16‑1.html

１葉

写真（縦4cmx横3cm）・・・・・・・・・・・・・・・・
※申請前６か月以内に正面から撮影された無帽，無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し，申請書の写真欄に貼付して下さい。

３

返信用封筒（定形封筒に宛先を明記の上，４３０円分の切手（簡易書留用）を貼付したもの）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１通

４

次のいずれかで招へい機関の概要（事業内容を含む｡）を明らかにする文書

（１）案内書（パンフレット等）・・・・・・・・・・・・・・・

１通

（２）登記事項証明書・・・・‥‥・・‥‥

１通

（３）直近の決算書（損益計算書，貸借対照表など）の写し

・・・・・・・・・・・・・・１通

※新規事業の場合には，今後１年間の事業計画書を提出してください。
※上記（１）〜（３）の資料は，公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していた
だく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。
※また，自営業（個人事業主）の場合は，上記（１）〜（３）までの資料の代わりに確定申
告書控えの写しを提出して下さい。
（４）外国人社員リスト（国籍，氏名，生年月日，性別，在留資格，在留期間等を明記したもの）
●●●●●盾●●・●●●●●●●聊●●●●

５

勝昌●

１通

・●●●●●●●●●●●●

申請人の経歴，職歴及びその他資格を証する公的機関が発行した文書

（１）申請人の履歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１通
【裏面に続く】

平成１９年１１月
１

只⁚︶

（

２）公的機関が発行する資格証明書がある場合は，当該証明書の写し・・・・・・・・・適宜

（

３）所属機関からの在職証明書で，関連する業務に従事した期間を証するもの（外国の教育機
適宜

関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む｡）・・・・一一
※技能を要する各業務に従事するためには，大半の場合，１０年以上の実務経験が必要です。
なお，その詳細については，法務省ホームページに掲載されている「基準省令」
（h

://www.mo

.o.

/NYUKAN/NYUKANHO/ho13.html）の在留資格「技能」の項をご覧く

ださい。
６

次のいずれかで，申請人の日本での具体的な活動の内容，期間，地位及び報酬を証する文書
１通

（１）招へい機関との雇用契約書の写し‥・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・１通

（２）招へい機関からの辞令の写し
（３）招へい機関からの採用通知書の写し・・・・・・・・・

１通

（４）上記（１）〜（３）に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・．．

適宜

※※※このほか，申請いただいた後に，当局における審査の過程において，上記以外の資料を求
める場合もありますので，あらかじめ，ご承知おき願います。※※※

留

１

意

事

項

在留資格認定証明書に関する手続等の案内については，入国管理局ホームページ

（h

://wwwjmmi‑mo

.oj

/tetuduki/idex.htm1）の「各種手続案内」をご覧下さい。

２

提出資料が外国語で作成されている場合には，訳文（日本語）を添付して下さい。

３

この申請は，申請人（日本への入国を希望している外国人の方）のほか，次の者も代理人と
して行うことができます。
・申請人と契約を結んだ本邦の機関の職員

※代理人が申請する場合は，代理人となる要件に適合する者であることを証明するもの（受入れ
機関名のある身分証明書等）を提示していただきます。
４

原則として，提出された資料は返却できませんので，再度入手することが困難な資料の原本
等の返却を希望する場合は，申請時に申し出て下さい。

申

請

お問合せ

２Ｆ

認定申請窓口（C）

・東京入国管理局
〒108‑8255

月一金曜日（祝祭日を除く）９−１２時・１

３ −１６時

就労審査部門

東京都港区港南５−５−３０

・インフオメーションセンター（東京入国管理局１階）

０３−５７９６−７２５２
０３−５７９６−７１１２

￨ﾖ

