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【注意事項】 

本書は作成日時点での情報を元に記述されており、現行バージョンの機能と異なる箇所を含む可能性があり
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第 1 章 共通メニューについて 

画面機能概要 
本システムでは、ログイン画面以外の全ての画面から共通メニューにアクセスできます。 

スマートフォンの場合は画面左上のハンバーガーメニュー（≡）から表示できます。PC の場合は上部メニューに表

示されています。 

    
スマートフォンの画面イメージ 

画面操作方法 

1 「言語選択」のリストを押下すると、English と日本語から言語を選択できます。 

こちらで選択した言語が全ての画面に反映されます。 

2 「FAQ」を押下すると、本システムの使い方等に関する FAQ を確認できます。 

3 「利用規約」を押下すると、本システムの利用規約を確認できます。 

4 「プライバシーポリシー」を押下すると、本システムのプライバシーポリシーを確認できます。 

5 「ライセンス」を押下すると、本システムのライセンス情報を確認できます。 

6 「ログアウト」を押下するとシステムからログアウトし、ログイン画面（「2-1  Visit Japan Web の利
用を開始する」の画面）に遷移します。 

7 ログインしていない場合は、メニュー下部に「ログイン」が表示されます。「ログイン」を押下すると
ログイン画面（「2-1  Visit Japan Web の利用を開始する」の画面）に遷移します。 

8 ログイン済みの場合は、メニュー下部にログイン中のアカウントのメールアドレスが表示されます。メ
ールアドレスを押下すると「パスワード変更」が表示されます。「パスワード変更」を押下すると「2-3  

パスワードを変更する」に遷移します。 

 



第 1 章 共通メニューについて 

4 

   
Android 画面           iPhone 画面 

共通メニュー 
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第 2 章 初期登録手順 

2-1  Visit Japan Web の利用を開始する 

画面機能概要 

ログインまたはアカウント作成を開始する画面です。 

画面操作方法 

1 既にアカウントを取得している場合は、各項目に情報を入力後「ログイン」ボタンを押下すると、「3-1 
来日準備の手続きを開始する」に遷移します。 

※仮パスワードでログインした場合は「2-3  パスワードを変更する」に進みます。 

（ア） 「メールアドレス」を押下すると、キーボードが表示されます。登録済みのメールアドレスを入力
します。 

（イ） 「パスワード」を押下すると、キーボードが表示されます。正しいパスワードを入力します。 

パスワードを忘れた場合は「パスワードをお忘れの場合」を押下すると、「2-4  パスワードを初期
化する」に遷移します。 

（ウ） 「ログインしたままにする」にチェックを入れると、ログイン後、一定期間の間、認証情報の入力
を省略できます。 

2 アカウントを新規に作成する場合は、「新規アカウントの作成」ボタンを押下します。「新規アカウント
の作成」ボタンを押下すると、「2-2  アカウントを作成する」に遷移します。 
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Android 画面           iPhone 画面 

ログイン画面 
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2-2  アカウントを作成する 

画面機能概要 

アカウントを作成する画面です。 

画面操作方法 

1 画面に表示されている「利用規約」および「プライバシーポリシー」を確認し、「利用規約・プライバ
シーポリシーに同意する」にチェックを入れます。 

2 「利用規約・プライバシーポリシーに同意する」にチェックを入れると、画面下部に「メールアドレ
ス」の入力欄が表示されます。メールアドレスは２回入力します。 

「メールアドレス」を押下すると、キーボードが表示されます。250 文字以内でメールアドレスを入力
します。インターネット通信規格（RFC）に準拠している必要があります。 

3 「私はロボットではありません」のチェックボックスを押下し、チェックが入ったことを確認します。 

4 「登録」ボタンを押下すると、ログイン画面へ遷移し、入力したメールアドレスに、仮パスワード（英
大文字・小文字・数字混在の 10 桁ランダム文字列）が記載されたメールが届きます。 

5 ログイン画面（「2-1  Visit Japan Web の利用を開始する」の画面）で、上記のメールアドレスと仮パ
スワードを用いて認証します。 

※既に登録済みのメールアドレスを入力した場合は、未登録時と同じメッセージがブラウザに表示され
ますが、メールは届きません。（二重登録は許可していません） 

 

 

注意 

日本入国に伴う各種行政手続きに Visit Japan Web を利用する場合、1 人につき 1 アカウントが必

要となります。複数名分（家族分など）のお手続きをするには 1 人ずつ異なるメールアドレスでア

カウントを作成してご利用ください。 
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Android 画面           iPhone 画面 

アカウント登録画面 

            
  



第 2 章 初期登録手順 

9 

 

2-3  パスワードを変更する 

画面機能概要 

パスワードを変更する画面です。 

画面操作方法 

1 各項目に情報を入力後「更新」ボタンを押下します。 

（ア） 「現在のパスワード」を押下すると、キーボードが表示されます。現在使用しているパスワードを
入力します。 

（イ） 「新しいパスワード」を押下すると、キーボードが表示されます。新しく設定したいパスワードを
入力します。 

（ウ） 「新しいパスワード（確認用）」を押下すると、キーボードが表示されます。（イ）の「新しいパス
ワード」と同じ値を入力します。 

※パスワードは 10 文字以上、24 文字以内、半角英数字、記号（+-*/=.,:;`@!#$%?|~^()[]{}_）を使用してく
ださい。英字は大文字と小文字を区別します。英字大文字、英字小文字、数字、記号はそれぞれ１文字
以上使用してください。 

2 「更新」ボタン押下後、「3-1 来日準備の手続きを開始する」に遷移します。 

 

   

Android 画面           iPhone 画面 

パスワード変更画面 
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2-4  パスワードを初期化する 

画面機能概要 

ユーザーがパスワードを失念（紛失）した際、パスワードを初期化できる画面です。 

パスワードの初期化には、「姓」の入力が必要です。「姓」の登録は「4-2 基本情報 ＞ユーザー情報登録を

する」を参照してください。 

画面操作方法 

1 各項目に情報を入力後「送信」ボタンを押下します。 

（ア） 「メールアドレス」を押下すると、キーボードが表示されます。パスワードを初期化したいアカウ
ントのメールアドレスを入力します。 

（イ） 「姓」を押下すると、キーボードが表示されます。「4-2 基本情報 ＞ユーザー情報登録をする」で
登録した姓を入力します。 

※ ユーザー情報登録が完了していない場合、「姓」の入力は不要です。空欄のまま次の手順へお進
みください 

（ウ） 「私はロボットではありません」のチェックボックスを押下し、チェックが入ったことを確認しま
す。 

2 入力内容に誤りがない場合は、入力したメールアドレスに、パスワード初期化用のメールが届きます。
メール内には新しい仮パスワード（英大文字・小文字・数字混在の 10 桁ランダム文字列）が記載され
ています。 

3 ログイン画面（「2-1  Visit Japan Web の利用を開始する」の画面）にアクセスし、上記のメールアド
レスと仮パスワードを用いて認証します。 
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Android 画面           iPhone 画面 

パスワード初期化画面 
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第 3 章 来日準備の手続きメニュー利用手順 

3-1 来日準備の手続きを開始する 

画面機能概要 
検査証明書を登録するか、日本入国の手続きに進むかを選択する画面です。 

画面操作方法 

1 「検査証明書」パネルを押下すると、「3-2 検査証明書登録をする」に遷移します。 

2 「日本入国の手続きに進む」パネルを押下すると、「4-1 日本入国の手続きメニューについて」に遷移
します。 

※「日本入国の手続きに進む」パネルは検査証明書登録後に押下可能となります。 

 
 

   

Android 画面           iPhone 画面 

来日準備の手続き画面 
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3-2 検査証明書登録をする 

画面機能概要 
検査証明書の登録形式を選択する画面です。（「検疫ファストトラックを利用する又は紙で持参する」か「電
子ファイルをアップロードする」を選択します。） 

また、一度検査証明書の登録形式を選択した後は、検査証明書の登録形式および登録した電子ファイルを確
認できる画面となります。 

画面操作方法（検査証明書の形式選択時） 

1 検疫ファストトラックを利用する又は紙で持参する場合には、「検疫ファストトラック利用 又は 紙
で持参する」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。「次へ」ボタンを押下すると、「出国前 72 時間
以内に検体採取した検査証明書が必要です。」「日本入国時に検査証明書の提示を求められます。必ず検
査証明書を持参して下さい。」「検疫ファストトラックで検査証明書を登録の方は、検疫及び入国審査時
には検疫ファストトラックの「審査完了」の画面を提示してください。なお、検疫ファストトラックを
利用する方であっても、入国審査では外国人入国記録の提出（日本人の方、再入国外国人の方を除
く。）、税関では税関申告が必要になりますので、ご注意ください。」の注意事項が表示されるので、注
意事項を確認して「合意して完了する」ボタンを押下します。 

2 電子ファイルをアップロードする場合には、「電子ファイルをアップロードする」を選択し、「次へ」ボ
タンを押下します。「次へ」ボタンを押下すると、電子ファイルを選択する画面になりますので、登録
する検査証明書を選択します。選択すると登録画面に移るので、登録内容及び注意事項を確認して「ア
ップロードする」ボタンを押下します。pdf、jpeg、jpg、gif、png 以外の拡張子のファイルをアップロ
ードした場合、エラーとなります。 

注意 

パスワードは必ず解除してからファイルをアップロードしてください。どうしてもパスワードを外

せない場合、紙で検査証明書をお持ちください。(パスワードをつけていると紙の検査証明書を求

める場合や入国拒否に繋がる場合があります。) 
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Android 画面           iPhone 画面 

検査証明書_選択画面  



第 3 章 来日前メニュー利用手順 

15 

画面操作方法（検査証明書の形式選択後） 

3 検査証明書の形式を選択した後は、検査証明書を登録する画面（下図）に遷移します。 

    

Android 画面           iPhone 画面 

検査証明書_登録画面（検疫ファストトラック利用 又は 紙） 

 

    

Android 画面           iPhone 画面  

検査証明書_登録画面（電子ファイル） 
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画面操作方法（検査証明書の登録後） 

4 検査証明書の登録を行った後は、以下のように遷移します。 

（ア）「検疫ファストトラック利用 又は 紙で持参する」で登録した場合は、「3-1 来日準備の手続きを開

始する」に遷移します。 

（イ）「電子ファイルをアップロードする」で登録した場合は、検査証明書を確認する画面（下図）に遷移し

ます。 

※電子ファイルで登録した検査証明書は、「アップロードしたファイルを確認」を押下すると確認する

ことが可能です。 

  

 

    

Android 画面           iPhone 画面  

検査証明書_確認画面（電子ファイル） 
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第 4 章 日本入国の手続きメニュー利用手順 

4-1 日本入国の手続きメニューについて 

画面機能概要 
日本へ入国する際に必要となる手続きのメニューが表示されている画面です。 

各種情報の登録については、日本に到着した後に実施してください。 
 

画面操作方法 

1 「基本情報」パネルを押下すると、「4-2 基本情報 ＞ユーザー情報登録をする」に遷移します。 

2 「検疫手続」パネルを押下すると、「厚生労働省 Web 質問票（外部サイト）」に遷移します。 

※「基本情報」登録後に押下可能となります。 

3 「外国人入国記録」パネルを押下すると、「4-7 外国人入国記録 ＞基本情報登録をする」に遷移しま
す。 ※「基本情報」登録後に押下可能となります。 

以下に該当する方は入力不要です。 

－日本国籍を持っている方 

－出国前に申請した再入国許可が有効期限内の方 

4 「税関申告」パネルを押下すると、「4-12 税関申告＞基本情報登録をする」に遷移します。 

※「基本情報」登録後に押下可能となります。 

5 検査証明書を電子ファイルでアップロードした場合は、「検査証明書」パネルを押下すると、「4-26 検
査証明書 ＞登録内容を確認する」に遷移します。 

6 「入国審査」パネルを押下すると、条件により「4-27 入国審査 ＞入力内容を確認する」に遷移しま
す。 ※「外国人入国記録」登録後に押下可能となります。 

7 「税関」パネルを押下すると、条件により「4-30 税関  ＞入力内容を確認する」に遷移します。 

※「税関申告」登録後に押下可能となります。 

8 「来日準備の手続きに戻る」パネルを押下すると、「3-1 来日準備の手続きを開始する」に遷移しま
す。 
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Android 画面           iPhone 画面  

日本入国の手続きメニュー画面 
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4-2 基本情報 ＞ユーザー情報登録をする 

画面機能概要 
基本情報のうち、ユーザー情報を入力する画面です。 

※ユーザー情報は姓、名、生年月日、旅券番号を指します。 

画面操作方法 

1 各項目に情報を入力後、「次へ」ボタンを押下します。 

（ア） 「姓」を押下すると、キーボードが表示されます。39 文字以内で入力します。 

半角英数字＋半角スペースのみ入力できます。 

（イ） 「名」を押下すると、キーボードが表示されます。39 文字以内で入力します。 

半角英数字＋半角スペースのみ入力できます。 

（ウ） 「生年月日」を押下すると、カレンダーが表示されます。カレンダーの中から生年月日の年、月、
日をそれぞれ選択します。 

生年月日が不明な方は「生年月日不詳」のトグルをオンにし、下記に沿って入力してください。 

 年月日全て分からない場合:年で「不詳」を選択します。 

 月日が分からない場合:生まれた年を選択し、月は「不詳」を選択します。 

 日が分からない場合:生まれた年と月を選択します。 

（エ） 「旅券番号」を押下すると、キーボードが表示されます。9 文字以内で入力します。 

半角英数字のみ入力できます。 

 (オ)    「旅券番号[確認]」を押下すると、キーボードが表示されます。（エ）の「旅券番号」と同じ値を
入力します。 

 

   
Android 画面           iPhone 画面  

基本情報_ユーザー情報画面 
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4-3 基本情報 ＞入国情報登録をする 

画面機能概要 
基本情報のうち、入国情報（滞在日程）を入力する画面です。 

※入国情報は、日本入国予定日、搭乗機名を指します。 

画面操作方法 

1 各項目に情報を入力後、「次へ」ボタンを押下します。 

（ア） 初期値として、本日の日付（日本標準時）が表示されますので、必要に応じて変更が可能です。
「日本入国予定日」を押下すると、カレンダーが表示されます。カレンダーの中から日本入国予定
日の年、月、日をそれぞれ選択します。 

（イ） 「搭乗機名」を押下すると、キーボードが表示されます。8 文字以内で入力します。 

半角英数字のみ入力できます。 
 

     
Android 画面           iPhone 画面  

基本情報_入国情報画面 
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4-4 基本情報 ＞連絡先登録をする 

画面機能概要 
基本情報のうち、日本国内での連絡先を入力する画面です。 

※連絡先は、郵便番号、都道府県、市区町村、町字・番地、滞在先・ホテル名、滞在先電話番号を指しま
す。 

画面操作方法 

1 各項目に情報を入力後、「入力内容を確認する」ボタンを押下します。 

（ア） 「郵便番号」を押下すると、キーボードが表示されます。7 文字で入力します。 

半角数字のみ入力できます。 

郵便番号の入力後、「郵便番号から自動反映」を押下すると、郵便番号に対応する住所がある場合は
「都道府県」と「市区町村」が自動で入力されます。 

（イ） 「都道府県」を押下すると、選択リストが表示されます。 

（ウ） 「市区町村」を押下すると、選択リストが表示されます。 

（エ） 「町字、番地」を押下すると、キーボードが表示されます。45 文字以内で入力します。 

半角英数字＋記号（「-,.半角スペース」のみ可）のみ入力できます。 

（オ） 「滞在先・ホテル名」を押下するとキーボードが表示されます。100 文字以内で入力します。半角
英数字＋記号（「-,.半角スペース」のみ可）のみ入力できます。 

（カ） 「日本国内で連絡可能な電話番号」を押下すると、キーボードが表示されます。10 文字または 11

文字で電話番号を入力します。半角数字のみ入力できます。 
 

   
Android 画面         iPhone 画面  

基本情報_連絡先画面 
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4-5 基本情報 ＞登録内容を確認する 

画面機能概要 
基本情報の登録内容を一覧で確認する画面です。 

画面操作方法 

1 登録内容を確認し、問題なければ「登録して完了する」ボタンを押下します。「登録して完了する」ボ
タンを押下すると「4-1 日本入国の手続きメニューについて」に遷移します。 

 

     
Android 画面           iPhone 画面  

基本情報_登録内容確認画面 
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4-6 検疫質問票登録を開始する 

画面機能概要 
検疫質問票の登録を開始する画面です。 

※厚生労働省が提供する Web 質問票サイト（外部サイト）となります。 

画面操作方法 

1 注意事項等を確認後、「次へ」ボタンを押下して回答を開始します。 

その後、画面に沿って回答を進めてください。 

 

   
Android 画面           iPhone 画面  

厚生労働省 Web 質問票（外部サイト） 
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4-7 外国人入国記録 ＞基本情報登録をする 

画面機能概要 
外国人入国記録の基本情報を入力する画面です。 

※外国人入国記録の基本情報は姓、名、生年月日、国名（現住所）、都市名（現住所）を指します。 

画面操作方法 

1 各項目に情報を入力後、「次へ」ボタンを押下します。 

（ア） 初期値として、「4-2 基本情報 ＞ユーザー情報登録をする」で入力された内容が表示されますの
で、必要に応じて変更が可能です。「姓」を押下すると、キーボードが表示されます。39 文字以内
で入力します。 

半角英数字＋半角スペースのみ入力できます。 

（イ） 初期値として、「4-2 基本情報 ＞ユーザー情報登録をする」で入力された内容が表示されますの
で、必要に応じて変更が可能です。「名」を押下すると、キーボードが表示されます。39 文字以内
で入力します。 

半角英数字＋半角スペースのみ入力できます。 

（ウ） 初期値として、「4-2 基本情報 ＞ユーザー情報登録をする」で入力された内容が表示されますの
で、必要に応じて変更が可能です。「生年月日」を押下すると、カレンダーが表示されます。カレン
ダーの中から生年月日の年、月、日をそれぞれ選択します。 

生年月日が不明な方は「生年月日不詳」のトグルをオンにし、下記に沿って入力してください。 

 年月日全て分からない場合:年で「不詳」を選択します。 

 月日が分からない場合:生まれた年を選択し、月は「不詳」を選択します。 

 日が分からない場合:生まれた年と月を選択します。 

（エ） 「国名（現住所）」を押下すると、キーボードが表示されます。33 文字以内で入力します。 

半角英数字＋記号（「-,.半角スペース」のみ可）のみ入力できます。 

（オ） 「都市名（現住所）」を押下すると、キーボードが表示されます。33 文字以内で入力します。 

半角英数字＋記号（「-,.半角スペース」のみ可）のみ入力できます。  
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Android 画面           iPhone 画面 

外国人入国記録_基本情報画面 
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4-8 外国人入国記録 ＞入国情報登録をする 

画面機能概要 
外国人入国記録の入国情報を入力する画面です。 

※外国人入国記録の入国情報は渡航目的、具体的な渡航目的、航空機便名、滞在日数を指します。 

画面操作方法 

1 各項目に情報を入力後、「次へ」ボタンを押下します。 

（ア） 「渡航目的」を押下すると、選択リストが表示されます。 

「観光」、「商用」、「親族訪問」、「その他」から選択できます。 

（イ） 「具体的な渡航目的」を押下すると、キーボードが表示されます。59 文字以内で入力します。 

「渡航目的」に「その他」を選択した場合のみ入力できます。 

半角英数字＋記号（「-,.半角スペース」のみ可）のみ入力できます。 

（ウ） 「航空機便名」を押下すると、キーボードが表示されます。8 文字以内で入力します。 

半角英数字のみ入力できます。 

（エ） 滞在日数は「滞在年数」・「滞在月数」・「滞在日数」に入力します。 

 「滞在年数」を押下するとキーボードが表示されます。0～5 で数字を入力します。（6 以上は
不可） 

 「滞在月数」を押下するとキーボードが表示されます。0～12 で数字を入力します。（13 以上
は不可） 

 「滞在日数」を押下するとキーボードが表示されます。0～180 で数字を入力します。（181
以上は不可） 

※滞在年数と滞在月数が 0 の場合は、滞在日数は必須入力となります。（全てを 0 で入力すること
はできません） 
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Android 画面           iPhone 画面 

外国人入国記録_入国情報画面 
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4-9 外国人入国記録 ＞連絡先登録をする 

画面機能概要 
外国人入国記録の連絡先を入力する画面です。 

※外国人入国記録の連絡先は郵便番号、都道府県、市区町村、町字・番地、滞在先・ホテル名、連絡先電話
番号を指します。 

画面操作方法 

1 各項目に情報を入力後、「次へ」ボタンを押下します。 

（ア） 初期値として、「4-4 基本情報 ＞連絡先登録をする」で入力された内容が表示されますので、必要
に応じて変更が可能です。「郵便番号」を押下すると、キーボードが表示されます。7 文字で入力し
ます。 

半角数字のみ入力できます。 

郵便番号の入力後、「郵便番号から自動反映」を押下すると、郵便番号に対応する住所がある場合は
「都道府県」と「市区町村」が自動で入力されます。 

（イ） 初期値として、「4-4 基本情報 ＞連絡先登録をする」で入力された内容が表示されますので、必要
に応じて変更が可能です。「都道府県」を押下すると、選択リストが表示されます。 

（ウ） 初期値として、「4-4 基本情報 ＞連絡先登録をする」で入力された内容が表示されますので、必要
に応じて変更が可能です。「市区町村」を押下すると、選択リストが表示されます。 

（エ） 初期値として、「4-4 基本情報 ＞連絡先登録をする」で入力された内容が表示されますので、必要
に応じて変更が可能です。「町字、番地」を押下すると、キーボードが表示されます。45 文字以内
で入力します。 

半角英数字＋記号（「-,.半角スペース」のみ可）のみ入力できます。 

（オ） 初期値として、「4-4 基本情報 ＞連絡先登録をする」で入力された内容が表示されますので、必要
に応じて変更が可能です。「滞在先・ホテル名」を押下すると、キーボードが表示されます。100 文
字以内で入力します。 

半角英数字＋記号（「-,.半角スペース」のみ可）のみ入力できます。 

（カ） 初期値として、「4-4 基本情報 ＞連絡先登録をする」で入力された内容が表示されますので、必要
に応じて変更が可能です。「連絡先電話番号」を押下すると、キーボードが表示されます。15 文字
以内で、日本国内で通話可能な電話番号を入力します。 

半角数字のみ入力できます。  
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Android 画面           iPhone 画面 

外国人入国記録_連絡先画面 
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4-10 外国人入国記録 ＞質問事項登録をする 

画面機能概要 
外国人入国記録の質問事項を入力する画面です。 

画面操作方法 

1 各質問事項に「はい」「いいえ」を入力後、「入力内容を確認する」ボタンを押下します。 
 

     

Android 画面           iPhone 画面  

外国人入国記録_質問事項画面 
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4-11 外国人入国記録 ＞登録内容を確認する 

画面機能概要 
外国人入国記録の登録内容を一覧で確認する画面です。 

画面操作方法 

1 登録内容を確認し、問題なければ「登録して完了する」ボタンを押下します。「登録して完了する」ボ
タンを押下すると「4-1 日本入国の手続きメニューについて」に遷移します。 

 

   

Android 画面           iPhone 画面  

外国人入国記録_登録内容確認画面 
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4-12 税関申告＞基本情報登録をする 

画面機能概要 
税関申告の基本情報を入力する画面です。 

※税関申告の基本情報は旅券番号、氏名、職業を指します。 

画面操作方法 

1 各項目に情報を入力後、「次へ」ボタンを押下します。 

（ア） 初期値として、「4-2 基本情報 ＞ユーザー情報登録をする」で入力された内容が表示されますの
で、必要に応じて変更が可能です。「旅券番号」を押下すると、キーボードが表示されます。9 文字
以内で入力します。 

半角大文字英字数字のみ入力できます。 

（イ） 初期値として、「4-2 基本情報 ＞ユーザー情報登録をする」で入力された内容が表示されますの
で、必要に応じて変更が可能です。「氏名」を押下すると、キーボードが表示されます。30 文字以
内で入力します。 

（ウ） 「ご職業」を押下すると、ドロップダウンリストが表示されます。リストの中から選択します。 
 

   

Android 画面           iPhone 画面  

税関申告登録_基本情報画面 
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4-13 税関申告 ＞入国情報登録をする 

画面機能概要 
税関申告の入国情報を入力する画面です。 

※税関申告の入国情報は入国日、搭乗機名、出発地、同伴家族を指します。 

画面操作方法 

1 各項目に情報を入力後、「次へ」ボタンを押下します。 

（ア） 初期値として、「4-3 基本情報 ＞入国情報登録をする」で入力された内容が表示されますので、必
要に応じて変更が可能です。「入国日」を押下すると、カレンダーが表示されます。カレンダーの中
から入国日の年、月、日をそれぞれ選択します。 

（イ） 初期値として、「4-3 基本情報 ＞入国情報登録をする」で入力された内容が表示されますので、必
要に応じて変更が可能です。「搭乗機名」を押下すると、キーボードが表示されます。20 文字以内
で入力します。 

半角英数字のみ入力できます。 

（ウ） 「出発地」を押下すると、キーボードが表示されます。40 文字以内で入力します。 

半角英数字＋記号（「-,.半角スペース」のみ可）のみ入力できます。 

（エ）同伴家族がいる場合は、同伴家族入力欄に入力します。 

          

   

Android 画面          iPhone 画面  

税関申告登録_入国情報画面 

  
 
 
 
 
 



第 4 章 日本入国の手続きメニュー利用手順 

34 

4-14 税関申告 ＞連絡先登録をする 

画面機能概要 
税関申告の連絡先を入力する画面です。 

※税関申告の連絡先は郵便番号、都道府県、市区町村、町字・番地、滞在先・ホテル名、電話番号を指しま
す。 

画面操作方法 

1 各項目に情報を入力後、「次へ」ボタンを押下します。 

（ア） 初期値として、「4-4 基本情報 ＞連絡先登録をする」で入力された内容が表示されますので、必要
に応じて変更が可能です。「郵便番号」を押下すると、キーボードが表示されます。7 文字で入力し
ます。半角数字のみ入力できます。 

郵便番号の入力後、「郵便番号から自動反映」を押下すると、郵便番号に対応する住所がある場合は
「都道府県」と「市区町村」が自動で入力されます。 

（イ） 初期値として、「4-4 基本情報 ＞連絡先登録をする」で入力された内容が表示されますので、必要
に応じて変更が可能です。「都道府県」を押下すると、選択リストが表示されます。 

（ウ） 初期値として、「4-4 基本情報 ＞連絡先登録をする」で入力された内容が表示されますので、必要
に応じて変更が可能です。「市区町村」を押下すると、選択リストが表示されます。 

（エ） 初期値として、「4-4 基本情報 ＞連絡先登録をする」で入力された内容が表示されますので、必要
に応じて変更が可能です。「町字、番地」を押下すると、キーボードが表示されます。45 文字以内
で入力します。 

半角英数字＋記号（「-,.半角スペース」のみ可）のみ入力できます。 

（オ） 初期値として、「4-4 基本情報 ＞連絡先登録をする」で入力された内容が表示されますので、必要
に応じて変更が可能です。「滞在先・ホテル名」を押下すると、キーボードが表示されます。100 文
字以内で入力します。 

半角英数字＋記号（「-,.半角スペース」のみ可）のみ入力できます。 

（カ） 初期値として、「4-4 基本情報 ＞連絡先登録をする」で入力された内容が表示されますので、必要
に応じて変更が可能です。「電話番号」を押下すると、キーボードが表示されます。10 文字または
11 文字で、日本国内で通話可能な電話番号を入力します。 

半角数字のみ入力できます。 
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Android 画面           iPhone 画面  

税関申告登録_日本での連絡先画面 
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4-15 税関申告 ＞申告情報登録をする ① 

画面機能概要 
「① 麻薬、銃砲、爆発物等の日本への持込みが禁止されているもの」に関する確認事項について、旅客が
回答、回答の確認・修正をする画面です。 

画面操作方法 

1 「はい」ボタン、または「いいえ」ボタンを押下します。 

※「次へ ＞」ボタンは、初回登録では表示されず 2 回目以降の登録で表示されます。回答内容の変更
が必要ない場合はこちらのボタンを押下して次の画面へ遷移してください。 

 

   

Android 画面           iPhone 画面  

税関申告登録_申告情報① 
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4-16 税関申告 ＞申告情報登録をする ② 

画面機能概要 
「② 肉製品、野菜、果物、動植物等の日本への持込みが制限されているもの」に関する確認事項につい
て、旅客が回答、回答の確認・修正をする画面です。 

画面操作方法 

1 「はい」ボタン、または「いいえ」ボタンを押下します。 

※「次へ ＞」ボタンは、初回登録では表示されず 2 回目以降の登録で表示されます。回答内容の変更
が必要ない場合はこちらのボタンを押下して次の画面へ遷移してください。 

 

   

Android 画面           iPhone 画面 

税関申告登録_申告情報② 
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4-17 税関申告 ＞申告情報登録をする ③ 

画面機能概要 
「③ 金地金又は金製品」に関する確認事項について、旅客が回答、回答の確認・修正をする画面です。 

画面操作方法 

1 「はい」ボタン、または「いいえ」ボタンを押下します。 

※「次へ ＞」ボタンは、初回登録では表示されず 2 回目以降の登録で表示されます。回答内容の変更
が必要ない場合はこちらのボタンを押下して次の画面へ遷移してください。 

 

   

Android 画面           iPhone 画面  

税関申告登録_申告情報③ 
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4-18 税関申告 ＞申告情報登録をする ④ 

画面機能概要 
「④ 免税範囲を超える購入品・お土産品・贈答品など」に関する確認事項について、旅客が回答、回答の
確認・修正をする画面です。 

画面操作方法 

1 「はい」ボタン、または「いいえ」ボタンを押下します。 

※「次へ ＞」ボタンは、初回登録では表示されず 2 回目以降の登録で表示されます。回答内容の変更
が必要ない場合はこちらのボタンを押下して次の画面へ遷移してください。 

 

   

Android 画面           iPhone 画面  

税関申告登録_申告情報④ 
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4-19 税関申告 ＞申告情報登録をする ⑤ 

画面機能概要 
「⑤ 商業貨物・商品サンプル」に関する確認事項について、旅客が回答、回答の確認・修正をする画面で
す。 

画面操作方法 

1 「はい」ボタン、または「いいえ」ボタンを押下します。 

※「次へ ＞」ボタンは、初回登録では表示されず 2 回目以降の登録で表示されます。回答内容の変更
が必要ない場合はこちらのボタンを押下して次の画面へ遷移してください。 

 

   

Android 画面           iPhone 画面  

税関申告登録_申告情報⑤ 
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4-20 税関申告 ＞申告情報登録をする ⑥ 

画面機能概要 
「⑥ 他人から預かったもの(スーツケースなど運搬用具や理由を明らかにされず渡されたものを含む）」に
関する確認事項について、旅客が回答、回答の確認・修正をする画面です。 

画面操作方法 

1 「はい」ボタン、または「いいえ」ボタンを押下します。 

※「次へ ＞」ボタンは、初回登録では表示されず 2 回目以降の登録で表示されます。回答内容の変更
が必要ない場合はこちらのボタンを押下して次の画面へ遷移してください。 

 

   

Android 画面           iPhone 画面  

税関申告登録_申告情報⑥ 
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4-21 税関申告 ＞申告情報登録をする ⑦ 

画面機能概要 
「2. 100 万円相当額を超える現金、有価証券又は 1kg を超える貴金属などを持っていますか?」に関する確
認事項について、旅客が回答、回答の確認・修正をする画面です。 

画面操作方法 

1 「はい」ボタン、または「いいえ」ボタンを押下します。 

※「次へ ＞」ボタンは、初回登録では表示されず 2 回目以降の登録で表示されます。回答内容の変更
が必要ない場合はこちらのボタンを押下して次の画面へ遷移してください。 

 

   

Android 画面           iPhone 画面 

税関申告登録_申告情報⑦ 
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4-22 税関申告 ＞申告情報登録をする ⑧ 

画面機能概要 
「3. 別送品」に関する確認事項について、旅客が回答、回答の確認・修正をする画面です。 

画面操作方法 

1 別送品がある場合は、別送品の数量を入力します。4 桁までの半角数字のみ入力できます。 

別送品の数量が分からない場合は「0」を入力してください。 

2 「はい」ボタン、または「いいえ」ボタンを押下します。 

※ 申告情報を登録する①から⑧の回答に応じて「4-23 税関申告 ＞携帯品を登録する」または「4-25 
税関申告 ＞申告内容を確認する」に進みます。 

 
※「次へ ＞」ボタンは、初回登録では表示されず 2 回目以降の登録で表示されます。回答内容の変更が必

要ない場合はこちらのボタンを押下して次の画面へ遷移してください。 

   

Android 画面           iPhone 画面  

税関申告登録_申告情報⑧ 
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4-23 税関申告 ＞携帯品を登録する 

画面機能概要 
入国時の携帯品に酒類、たばこ、香水が含まれている場合、その数量を入力する画面です。 

※本画面は下記のいずれかで「はい」と答えた方に表示されます。 

 4-18 税関申告 ＞申告情報登録をする ④ 

 4-19 税関申告 ＞申告情報登録をする ⑤ 

 4-20 税関申告 ＞申告情報登録をする ⑥ 

 4-22 税関申告 ＞申告情報登録をする ⑧ 

画面操作方法 

1 各項目に情報を入力後、「次へ」ボタンを押下します。 

（ア） 「酒類」を押下すると、キーボードが表示されます。５文字以内で入力します。 

半角数字のみ入力できます。 

（イ） 「たばこ（紙巻き）」を押下すると、キーボードが表示されます。５文字以内で入力します。 

半角数字のみ入力できます。 

（ウ） 「たばこ（加熱式）」を押下すると、キーボードが表示されます。５文字以内で入力します。 

半角数字のみ入力できます。 

（エ） 「たばこ（葉巻）」を押下すると、キーボードが表示されます。５文字以内で入力します。 

半角数字のみ入力できます。 

（オ） 「たばこ（その他）」を押下すると、キーボードが表示されます。５文字以内で入力します。 

半角数字のみ入力できます。 

（カ） 「香水」を押下すると、キーボードが表示されます。５文字以内で入力します。 

半角数字のみ入力できます。 
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Android 画面           iPhone 画面 

税関申告登録_携帯品画面 
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4-24 税関申告 ＞その他の品名を登録する 

画面機能概要 
入国時の携帯品にその他の品目がある場合、その品目を入力する画面です。 

※本画面は「税関申告 ＞申告情報登録をする」の①～⑧（4-15 節から 4-22 節）のいずれかで「はい」と
答えた方に表示されます。 

画面操作方法 

1 各項目に情報を入力します。 

（ア） 「品名」を押下すると、選択リストが表示されます。該当するものを選択します。 

（イ） （ア）の「数量」を入力します。「数量」を押下すると、キーボードが表示されます。５文字以内で
入力します。半角数字のみ入力できます。 

（ウ） 「単位」を押下すると、選択リストが表示されます。該当する単位を選択します。 

（エ） 「価格」を押下すると、キーボードが表示されます。12 文字以内で入力します。半角数字のみ入力
できます。 

（オ） 「通貨」を押下すると、選択リストが表示されます。主な通貨選択の中に該当する通貨がある場合

は選択し、なければその他の地域選択から地域を選び、通貨を選択してください。 

2 追加で品目を入力したい場合は、「品名を追加」を押下します。（最大８品目まで入力できます） 

新たに品目を入力する画面が表示されるので、同様の手順を行います。 

※９品目以上ある場合は、金額の大きい順に７品目入力し、８品目の品名は「その他のもの」とし、数
量と価格は残りの品目の合計数量、合計金額を入力してください。 

3 全ての品目の入力が完了したら、「次へ」を押下します。 

 
             



第 4 章 日本入国の手続きメニュー利用手順 

47 

 

   

Android 画面           iPhone 画面 

税関申告登録_携帯品画面 
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4-25 税関申告 ＞申告内容を確認する 

画面機能概要 
入力した申告内容を一覧で確認する画面です。 

画面操作方法 

1 各項目の情報を確認後、「登録して完了する」ボタンを押下します。 
 

   

Android 画面           iPhone 画面 

税関申告登録_申告内容確認画面 
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4-26 検査証明書 ＞登録内容を確認する 

画面機能概要 
検査証明書を電子ファイルで登録した場合に、アップロードしたファイルの内容を確認する画面です。 

日本入国の手続きメニュー画面でのステータスが準備完了となっていることをご確認ください。 

※来日前メニューで、検査証明書を電子ファイルでアップロードした後に準備完了となります。 
 

             
 

画面操作方法 

1 アップロードした電子ファイルが表示されます。ファイルに間違いがないか確認します。 

※画面スクロール後表示される「表示できない方はこちらからダウンロード」を押下すると、ファイル
をダウンロードできます。 

2 「日本入国の手続きに進む」ボタンを押下すると、「4-1 日本入国の手続きメニューについて」に遷移
します。 

   

Android 画面           iPhone 画面 

検査証明書_登録内容確認画面  
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4-27 入国審査 ＞入力内容を確認する 

画面機能概要 
外国人入国記録等の登録状況を確認する画面です。 

日本入国の手続きメニュー画面でのステータスが準備完了となっていることをご確認ください。 

※「外国人入国記録」登録後に準備完了となります。 
 

             
 

画面操作方法 

1 各項目の登録状況を確認の上、「QR コードを生成する」ボタンを押下します。 

 

   

Android 画面           iPhone 画面 

入国審査_入力内容確認画面 
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4-28 入国審査 ＞入力内容に同意する 

画面機能概要 
外国人入国記録の登録内容の確認及び同内容での QR コード生成に同意する画面です。 

画面操作方法 

1 登録内容を確認の上、誤りがなければ「QR コードを表示する」ボタンを押下します。 

2 変更したい場合、「外国人入国記録を編集する」ボタンを押下すると、「4-7 外国人入国記録 ＞基本情
報登録をする」に遷移します。 

 

   

Android 画面           iPhone 画面 

入国審査_入力内容同意画面 
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4-29 入国審査 ＞QR コードを確認する  

画面機能概要 
外国人入国記録の QR コードを表示する画面です。 

画面操作方法 

1 「外国人入国記録」パネルを押下すると、「4-28 入国審査 ＞入力内容に同意する」に遷移します。 

検査証明書の登録形式について、「検疫ファストトラック利用又は紙で持参」を登録した場合は、QR

コードの上記に「検査証明書は検疫ファストトラック利用又は紙で登録されています」と表示され、
「電子ファイルをアップロードする」を登録した場合は「検査証明書はシステム内で登録されていま
す」と表示されます。（下図） 

2 続けて税関 QR コードを表示したい場合、「税関 QR コードを表示する」ボタンを押下します。「税関
QR コードを表示する」ボタンを押下すると、「4-30 税関  ＞入力内容を確認する」に遷移します。 

3 税関申告が未登録の場合は「税関申告を登録する」ボタンが表示されます。「税関申告を登録する」ボ
タンを押下すると、「4-12 税関申告＞基本情報登録をする」に遷移します。 

 

     

Android 画面           iPhone 画面 

入国審査_QR コード確認画面 

（検査証明書の登録形式について「検疫ファストトラック利用又は紙で持参」を登録した場合） 
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Android 画面           iPhone 画面 

入国審査_QR コード確認画面 

（検査証明書の登録形式について「電子ファイルをアップロードする」を登録した場合） 
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4-30 税関  ＞入力内容を確認する  

画面機能概要 
税関申告の登録内容の確認する画面です。 

メニュー画面でのステータスが準備完了となっていることをご確認ください。 

※「税関申告」登録後に準備完了となります。 

                

画面操作方法 

1 登録情報に誤りがなければ「QR コード画面を表示する」を押下します。 

変更したい場合は「税関申告を編集する」ボタンを押下します。「4-12 税関申告＞基本情報登録をす
る」に戻り、登録内容の変更を行ってください。 

 

     

Android 画面           iPhone 画面 

税関_入力内容同意 
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4-31 税関 ＞QR コードを確認する  

画面機能概要 
税関申告の QR コードを表示する画面です。 
 

画面操作方法 

1 「税関申告情報」ボタンを押下すると、「4-30 税関  ＞入力内容を確認する」に遷移します。 

2 QR コード確認後、その下に記載されております手続きの流れをご確認ください。 

 

     

Android 画面           iPhone 画面 

税関_QR コード確認画面 


