
記入例記入例記入例記入例
Honorary Consulate
The Kingdom of Cambodia

Nagoya, Japan在名古屋在名古屋在名古屋在名古屋カンボジアカンボジアカンボジアカンボジア王国名誉領事館王国名誉領事館王国名誉領事館王国名誉領事館
Surname : 姓
First name : 名 2-47 KAMOTSUKI-CHO,NAKAMURA-KU,NAGOYA,AICHI 
Name in Kanji

Sex : 性別 □Male 男
Date of birth : 　　01/ 03　　/19xx生年月日 　　　日 月
Date of entry : 24/ 12/入国年月日 日 月
Date of departure : 26/ 12/出国年月日 日 月

ANGKOR HOTEL □Yes

Date of issue : 21/ 10/発行年月日 日 月
Date of expiration : 21/ 10/有効期間満了日 日 月

Sex :性別 Date of Birth生年月日
ៃថងផតល់(Date of issue)            Date : XX/ XX/ 2007
ទិដឋ ករេលខ(Visa No.)   申請年月日 日 月 年
របេភទ(Visa Type.)     Signature of the applicant  申請人署名
ៃថង(D)______________ែខ(M)______________ឆន ំ(Y)_________________
ហតថេលខមរនតីទទួលបនទកកិចចករកុងសុ៊លុ 名古屋　太郎　　（（（（パスポートパスポートパスポートパスポートとととと同同同同じじじじサインサインサインサイン））））

2017年
Children under 

12 years 

traveling with you :申請者に同行する１２歳未満の子供 Surname : 姓
Passport No. :          TGxxxxxxxパスポートナンバー
Means of transportation :入国手段
Address during the visit :カンボジアでの滞在予定地

 年 (               歳）

ANGKOR WATOrganization or Person to be visited : 

  

BY AIR年2007SIEM REAP

I hereby declare that the information on this form is true

and correct.　（本申請書記載事項は間違いないことを誓約します。）For official use

Relatives in the Kingdom of Cambodia : カンボジア国内在住親戚等
□No

Place of birth : 出生地

Passport No. :パスポートナンバーAddress :住　所

Present Nationality : 現国籍 2007Passport or traveling document is valid for (country) : 所持の旅券または渡航資料等は以下の国に入国する際に有効です。

2007Place of issue :           JAPAN発行国
年

Nationality at Birth : 出生地国籍     Japanese □Diplomatic   外交
BY AIR

Place of work : 勤務先名       CAMBODIA COMPANY
Port of Embarkation : 入国地点 □Official   公務 □Business   商用

052-411-2611Present Occupation : 職業　    OFFICE WORKERFax : ファックス番号
                                     ALL

Purpose of visit to the Kingdom of Cambodia :カンボジア王国への訪問目的

              NAGOYA （旧姓）名古屋　太郎（旧姓）　　(    xx  Year)Aichi,Japan □Female 女
     Japanese

Phone : 電話番号

KINGDOM OF CAMBODIA
Nation - Religion - King

*******

査証申請書査証申請書査証申請書査証申請書

VISA APPLICATION FORM

::

Port of Disembarkation : 出国地点
Means of transportation :出国手段

First name :名年
First trip to Cambodia :カンボジア入国は今回初めてですか。

パスポートパスポートパスポートパスポートのののの追記欄追記欄追記欄追記欄にににに氏名変更氏名変更氏名変更氏名変更があるがあるがあるがある場合場合場合場合、、、、新姓新姓新姓新姓のののの後後後後にににに旧姓旧姓旧姓旧姓をををを記入記入記入記入するするするする。。。。              TARO

:

□Others :   その他□Tourist   観光

Place of residence : 現住所             〒 〒 〒 〒 453453453453----0843084308430843

SIEM REAP

052-411-3006

Photo写真
35 ×　45 mm
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