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＊以下は、必ずⅡ-1-(5)「在留手続」も参照した上でお読みください。 

  各手続は、完了までに約１～３か月程度要しますので、十分な余裕をもって開始してください。 

様式その他の詳細及び最新情報については、最寄りの入国管理局にご確認ください。 

 

（１）在留資格認定証明書の取得 

在留資格認定証明書とは、入管法第７条第１項第２号に掲げる入国のための条件に適合していることの証

明となる文書です。研究員が在留資格認定証明書を用いて現地の日本大使館又は領事館に査証（ビザ）発給

の申請を行った場合は、在留資格の該当性及び上陸許可基準の適合性に係る審査が既に終了しているとみな

され、短期間のうちに査証が発給されます。ただし、在留資格認定証明書は、査証の自動的な発給を保証す

るものではありません。 

 受入研究者は、まず、在留資格認定証明書の必要の有無について、受入研究機関及び最寄りの入国管理局

に確認してください。必要となった場合、交付申請に必要な書類については、すべて受入研究者又は受入研

究機関が用意した上で、最寄りの入国管理局に提出してください。また、取得後は、必ず研究員に送付して

ください。必要な書類は概ね以下のとおりです。なお、手数料はかかりません。 

ア 在留資格認定証明書交付申請書  

・「所属機関等作成用」のシートは、受入研究機関に記入及び押印を依頼してください。 

イ 研究員の写真 1 葉（縦 4 ㎝×横 3 ㎝） 

ウ 採用通知（Award Letter）及び経費負担証明書の写し 

エ 研究員が申請時に振興会（対応機関推薦の採用者及び外特（戦プロ）においては、対応機関） 

に提出した申請書の写し又は研究員の履歴書 

オ 日本学術振興会法（抄） 

カ 本手引 

キ  返信用封筒（定型）と 380 円切手 1 枚 

 

（２）査証（ビザ）の取得 

   査証の発給後、定められた期間内に入国しない場合、その査証が無効となることもありますので、十

分に注意してください。取得に際しての必要書類については、研究員の最寄りの日本大使館又は総領事

館に必ず問い合わせて確認してください。概ね次の書類が求められます。 

 ア 有効な旅券（パスポート） 

 イ 採用通知（Award Letter）及び経費負担証明書の写し 

ウ 研究員が申請時に振興会（対応機関推薦の採用者及び外特（戦プロ）においては、対応機関）

に提出した申請書の写し 

 エ 研究員の写真２葉（縦 4 ㎝×横 3 ㎝） 

 オ 日本学術振興会法（抄） 

 カ 在留資格認定証明書（下記（２）参照） 

なお、採用通知及び経費負担証明書については、後々も使用することが考えられますので、提出す

る際は必ず写しを使用してください。ただし、手続を行う際には原本も持参してください。 

 

 

Certificate of Eligibility and Visa Obtaining Procedure 
在留資格認定証明書の申請、査証（ビザ）の取得手続 
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* Please be sure to reference Chapter II-1-(5) “Resident status” when reading the following instructions. 

 As both of these documents take 1-3 months to issue, please be sure to start the processing early. For the 

required forms, details and updated information, please inquire at your nearest Japanese Embassy or 

Consulate. 

 
(1) Obtaining a Certificate of Eligibility 

This certificate is issued to show that the bearer satisfies the conditions of entry into Japan prescribed by Japanese 

Immigration Law. Having a Certificate of Eligibility when applying for a visa speeds up its processing. This is 

because it certifies that the applicant has already been screened and satisfies the government’s requirements for 

obtaining his/her visa status and for landing in Japan. However, just having a Certificate of Eligibility does not 

guarantee that the applicant will be issued a visa. 

 

Host should first ascertain whether or not the Fellow needs to obtain a Certificate of Eligibility by inquiring of the 

host institution’s administrative office and/or an Immigration Office. If required, the documents needed to apply for 

the Certificate of Eligibility must be prepared by the Host and host institution and submitted to the nearest 

Immigration Office. After receiving the certificate, they are to forward it to the Fellow. The following documents are 

needed to apply for the Certificate of Eligibility. No fees are charged.  

 

A. Application for Certificate of Eligibility 

  B. An ID photograph (40mm×30mm) 

C. A copy of the Award Letter and Certificate of Financial Support from JSPS 

D. A copy of the Fellow’s CV accompanying his/her fellowship application 

E. An extract from the JSPS Law 

F. Program Guidelines (this booklet) 

G. A self-addressed stamped envelope (regular shape) with one 380-yen stamp 

 

(2) Obtaining a Visa 

   Be sure to enter Japan within the period specified in your visa stamp, otherwise your visa will become invalid. 

Generally, you will need to bring the following documents with you when applying for your visa; 

 A. A valid passport 

B. A copy of the Award Letter and Certificate of Financial Support from JSPS 

C. A copy of the Fellow’s CV accompanying his/her fellowship application 

 D. Two identical photographs (40mm×30mm) 

 E. An extract from the JSPS Law 

 F. A Certificate of Eligibility (your Host should prepare it) 

Submit copies of your Award Letter and Certificate of Financial Support, as you may need to use them again. 

However, bring the originals with you for reference when applying for your visa. 

 


