アクティブウーマン留学センターオリジナル

ワーキングホリデービザ申請マニュアル
① 移民局のサイトへアクセス
http://www.immi.gov.au/e_visa/working-holiday.htm#b
表の LINK⇒First Working HolidayVisa をクリック
②～③省略
④ 「Start your application」をクリック
⑤ Terms and Conditions acceptance
「I have not previously entered Australia with a working holiday visa, and wish to apply for a working
holiday visa」
（私は今までにＷＨビザの申請をしたことがなく、ＷＨビザ申請を希望します。）
をクリック
⑥ Your personal details ご自身の詳細を記入
上から：
＊ 苗字
＊ 名前
＊ 性別
＊ 生年月日
＊ 結婚歴

未婚の方は「Never married」 既婚の方は「Married」

＊ 出生地
＊ 出生国
＊ 出身国 （Ｊａｐａｎ）
＊ パスポートナンバー
＊ パスポート発行地
＊ 国籍
＊ 発効日
＊ 期限日
＊ 発行都道府県
＊ オーストラリア入国予定日(現時点で決まっていなければ１年以内の日付を記入して下さい）
＊ 子供はいますか？
＊ 別の性をもっていましたか？（既婚者の場合）
＊ 日本国籍以外の市民権をもっていますか？
全部記入したら「Ｎｅｘｔ」をクリック
Critical data confirmation
⑧Critical
Is the information above correct? （上記の記載は正しいですか?）

Yes → 「Ｎｅｘｔ」をクリック

⑩ Your Personal details（あなたの詳細）
details
■What is your usual occupation?（現在の職業はなんですか？）
学生：student
無職：unemployeed
会社員：employee
店員：shop keeper

派遣の人も「会社員」でいいです。自分があてはまるものがわからない人は“会社員”でいいです。

■What industry do you intend to seek employment in ?（オーストラリアで予定している仕事分野は？）
Accomodation, Café and Restaurans （ホテル業、カフェ、レストラン業）でＯＫです。

※単なるアンケートなので、とりあえず埋めてくだされば結構です。
⑪ What is your highest qualify ication?（現在取得している資格） ←最終学歴
大・短大卒：college degree
高卒：senior high school degree
専門学校：Technical and Training Certificate
「Ｎｅｘｔ」をクリック

⑫
＊ 日本の現住所
例；東京都北区中田町３－５－２ 中川マンション１０２の場合
Address (番地、町）

3-5-2-102nakata

Suburb/Town （市、区）
kiatku
State or Province（都道府県） Tokyo
Postcode （郵便番号）
Country（国）
※注意
注意※
注意

335-0007
JAPAN

番地、
番地、市などの各記入欄
などの各記入欄にそれぞれの
記入して下
さい。番地の
番地の欄に一気に
一気に都市まで
都市まで書
各記入欄にそれぞれの名称
にそれぞれの名称を
名称を記入して
して下さい。
まで書いて
都市の
空白にするとエラーがでます
都市
の欄を空白
にするとエラーがでます
悪い例： Address： １０２－３－５－２nakata、kiatku、Tokyo
Suburb: 何も書かない
＊電話番号

81 123 4567(ハイフンは入れないで下さい。市外局番は０を除いて下さい)

＊あなたに代わってこの連絡をうける権限を第３者に与えますか？
通常「ＮＯ」です。
Ｎｅｘｔをクリック
⑬ Contact Detailas
Detailas
＊郵送先アドレスを確認
Communicationg with you
＊ お知らせをメールにていただいてもよろしいですか？
「Yes」にしてメルアド記入
Communicating with this Department
＊ もし大使館から呼ばれた場合、どちらの大使館を希望しますか？
「Tokyo」を選択
「Next」クリック
⑭ Health declaration(健康診断
declaration(健康診断)
健康診断)

まとめて「ＮＯ」
まとめて「ＮＯ」にしてください
「ＮＯ」にしてください

念のため訳は以下。
＊ あなたはオーストラリアの病院をおとづれる予定がありますか
＊ 滞在中、４週間以上の語学学校へ通う予定がありますか？

「No」
[ No]

！注意！
注意！
学校へ
学校へ行く予定がある
予定がある方
がある方もここでは｛
もここでは｛NO｝
NO｝で OK です。
です。YES にした場合
にした場合、
場合、健康診断を
健康診断を要求されます
要求されます。
されます。

＊ オーストラリアの小学校、幼稚園、老人介護施設で働く予定がありますか？

「ＮＯ」

ボランティア予定
ボランティア予定がある
予定がある方
がある方もここでは｛
もここでは｛NO｝
NO｝で OK です。
です。YES にした場合
にした場合、
場合、健康診断を
健康診断を要求されます
要求されます。
されます。

＊ あなたは・・
結核をわずらったことがありますか？

「ＮＯ」

結核をわずらった人に最近接触がありましたか？ 「ＮＯ」
胸部レントゲン検査で異常がでたことがありますか？ 「ＮＯ」
⑮ 移動の際にサポートがいりますか？ （車イスなど） 「ＮＯ」
⑯ 滞在中に医師研修、看護研修などのトレーニングをうける予定がありますか？ 「ＮＯ」
⑰ 下記の医療に対して治療をうける予定がありますか？
上から、血液疾患、癌、心臓病、Ｂ型肝炎、エイズを含む免疫欠乏ウィルス、透析を含む腎臓病、肝臓
病、精神病、妊娠、入院が必要だった呼吸器系疾患、あらゆる種類の手術 ＝＞まとめて「ＮＯ」！
過去５年間に日本以外の国に連続して３ヶ月以上滞在したことがありますか？[No]

⑲Character declarations
あなたは今までに犯罪を犯したことがありますか？などの犯罪歴リスト。まとめて
まとめて「ＮＯ」！
まとめて
「ＮＯ」！
念のため訳は以下のようになります。
＊ 国を問わず犯罪を犯したことがありますか？
＊ 何らかの告訴を受けて現在訴訟を待っていますか？
＊ 精神病、精神異常または精神衰弱を理由に無罪判決を受けたことがありますか？
＊ オーストラリアを含むすべての国から国外退去処分を受けたことがありますか？
＊ 全ての国から国外退去の処分を避けるために自主出国をしたことがありますか？
＊ オーストラリアを含む全ての国から入国拒否の処分を受けたことがありますか？
＊ 人権に対する犯罪及び戦争犯罪に関わったことがありますか？
＊ オーストラリア国家の安全を脅かす活動に関わったことがありますか？
＊ オーストラリア政府ならびに公共機関に関する未払いの負債がありますか？
＊ オーストラリアを含む全ての国で人権に関連する活動や行動を行ったことがありますか？
＊ 軍隊や、公的または私的な市民軍で任務についたり、訓練を受けたことがありますか？
⑳ Declaratiton
私は申告します・・・ まとめて「ＹＥＳ」！
まとめて「ＹＥＳ」！
念のため訳は以下のようになります。
＊ 申請書内容を理解し、ビザ申請条件を理解しました。
＊ 私は日本国民であり、日本からビザを申請します。
＊ 一つの雇用主の元で 6 ヶ月以上働きません

「ＹＥＳ」
「ＹＥＳ」

「ＹＥＳ」

＊ オーストラリアへの出入国への十分な資金を所持しています。
＊ 就労はあくまで休暇に付随するものであり、休暇費用を補うのであることを理解しました。
＊ 扶養義務のあり子供はいません
＊ ワーキングホリデービザの申請は初めてです。
＊ ビザ申請に必要な全ての申告を致しました
＊ ビザ受領後、いかなり変更がありましても大使館に報告いたします。
「ＮＥＸＴ」

２１、 今まで入力した確認画面が出る出のでそのまま 「ＮＥＸＴ」
２２、「Save an application」 ここで一度申込みフォームの保存をします。下のマスにお好きなパスワー
ドを入れて下さい 例：akiko
２３、「Save visa application」 ここで再び ID を質問されます。好きな ID をいれましょう。前頁と同じでも
OK です。例：akiko
２４、「Saved application information」あなたの申請書が保存されました。この ID を控えて下さい。そして
Next!
２５、お支払いカード情報を記入して下さい
・カード番号（カード番号を入力する際はハイフンをつけないで下さい。例：２０３３９８６４０９８）
・有効期限：01(月）/09（年）
・カード名義 ：例 REIKO SAKAI
ビザ申請料は 235 ドルです。（2011 年 6 月 10 日現在）。クレジットカードから引き落としされて自動決済
されます。
「Submit Application」を押す
注意：
注意：何度も
何度も押さないこと。
さないこと。画面が
画面が変わらなくてもしばらく待
わらなくてもしばらく待ちましょう。
ちましょう。
ＴＲＮとうい
英語が混ざった番号
ざった番号（
：ＥＧＮX４ＢＳ１
ＢＳ１Ｖ）が
Ｖ）が出てきます。
てきます
２６、 画面が切り替わり、ＴＲＮ
ＴＲＮとうい数字
とうい数字と
数字と英語が
番号（例：ＥＧＮX
問い合わせ番号です。大切なので、必ず画面をプリントアウトするか番号をメモして下さい。
クレジット決済画面もプリントアウトするといいでしょう。
Thank you for Applying online の下にある 「ＥＸＩＴ」を押して終了です。

お疲れ様でした！
でした！これでＷＨ
これでＷＨビザ
ＷＨビザ申請
ビザ申請は
申請は終了です
終了です。
です。後はＶＧＮ（Visa
ＶＧＮ（Visa Grant Notification）
Notification）が
届くのを楽
くのを楽しみに待
しみに待ちましょう！
ちましょう！
問題がなければ４８時間～１０日以内に VGN が E メールで届きます。
１３ケタの番号があなたのビザ番号です。そのメールをプリントアウトしてパスポートと一緒にもっていて
ください。これは eVisa となります。パスポートにシールを貼ったり、書類などの郵便物が大使館から届
くことはありません。
＊ この和訳マニュアルはアクティブウーマン監修で移民局ページを翻訳し、アドバイスを付け足しておりますが、ビ
ザ発給を保証するものではなく、ビザ発給状況についてアクティブウーマンでは一切の責任を負いかねますので
ご了承ください。

