
電子渡航許可 (eTA) 

申請ヘルプガイド 

このガイドは、電子渡航認証（eTA）を適切に申請するお手伝いをするためのもので、3つのパート

から構成されています。 

- パート 1: 別の個人の代理として申請を行う親・保護者または代理人のための情報。

- パート 2: すべての申請者のための情報。申請フォームに正確に入力するために必要な事項を

お知らせします。米国の合法永住者のための説明も含んでいます。

- パート 3: 申請提出後の流れについて説明します。

申請を提出する前に注意深く見直してください。すべての情報が正確に、漏れなく記入されているこ

とを確認してください。 

間違った情報を入力した場合は、eTA 発行の遅延または却下につながることもあり、飛行機への搭乗

ができなくなることもあります。 

eTA 申請書は英語/仏語のみです。 eTA 申請の手引きとして、申請書上の各フィールドについての説

明を下記の言語でご用意しています。 

 ,简体中文, 繁體中文, Deutsch, English, Español, Français , Ελληνικά, Italiano, 日本語 , 한국어 ,العربية 

Magyarul, Nederlands, Polski, Português.   

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/arabic.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/simplified-chinese.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/traditional-chinese.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/german.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/english.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/spanish.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/ave/francais.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/italian.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/japanese.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/korean.pdf
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/portuguese.pdf
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パート 1: 親/保護者または代理人に関する情報 

 

親・保護者、あるいは代理人として、別の人のために eTA申請をしているのでない場合は、パート 2

に進んでご自身の申請のためのフォーム入力についてお読みください。 

初めの質問は、親・保護者または代理人として誰か別の人のために eTAの申請をしているのかどうか

です。 

代理人とは、カナダへの旅行または移住を希望している個人から、本人の代理としてカナダ難民市民

権省（IRCC）に対する手続きを行う許可を受けている人を意味します。代理人は、手数料等の支払い

を受けて行う場合も、受けないで行う場合も含み、親または保護者が子供のために行う場合も含みま

す。子供の代理をする親または保護者はこの項の質問に答えなければなりません。 

ある個人が代理人を指名する際には、自身に関する情報をカナダ移民・難民・市民権省がその代理人

に開示することを承認することになる場合もあります。カナダの移民法には代理人に関する条項があ

り、代理人が提供するサービスの条件を規定しています。 

下の欄で YES または NOを選択してください。 

 

 

 

 

 

 

この申請は誰かの代わりに行うものですか？ 

 

この申請は未成年者の代わりに行うものですか？ 
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パート 1 (A): 親/保護者または代理人に関する情報 

誰かの代理人として申請を行うことを希望していることが選択されました。この項では、あなた自身

についての情報を入力してください。 

次のうち一つを選択してください。 

 

私は： 

家族または友人です。 

非政府団体または宗教団体に属する者

です。 

移民コンサルタント規制評議会

（ICCRC）の会員です。 

カナダの州または準州の弁護士協会会

員です。 

ケベック州公証人協会会員です。 

旅行代理業者です。 

 

申請者の代理として有料で申請フォームに入力する作業をしていますか？ 

姓 

名 

企業・組織の名称 

郵便用住所 

ファクス番号 

電話番号 

登録 E メールアドレス 

代理人の宣誓 

上のボックスにチェックマークを入れることで、上記に入力した連絡先・個人情報が真正、完全かつ正確であることを宣誓することに

なります。 

上のボックスにチェックマークを入れることで、申請者またはスポンサーの代理として、カナダ移民・難民・市民権省およびカナダ国

境サービス庁とのやりとりをすることを理解し受け入れたことになります。 
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あなた自身の情報の入力終了後、NEXT（次へ）を選択してください。あなたが代理として申請してい

る人の情報を入力するフォームの部分に移動します。 

パート 2: 電子渡航認証（eTA）の申請方法 

 

自身のための申請手続きをしている場合は、初めの質問に対して NO と答えなければいけません。 

親・保護者または代理人として別の個人のために eTA の申請手続きをしている場合は、YES と答えな

ければなりません。このガイドのパート 1 をご覧ください。 

NEXT（次へ）をクリックすると、申請者本人（あなた自身またはあなたが代理として申請している個

人）の情報を入力する項に移動します。 

カナダへの渡航のために使用する予定の渡航文書(旅券)の種類は何ですか？* 
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下の中からカナダへの渡航の際に使用する渡航文書を選択してください。 

 

パスポート－一般/通常 (Passport - ordinary/regular) 

バケーションや出張などのために一般国民が時折渡航するために発給されたパスポート。 

パスポート－外交用 (Passport - diplomatic) 

政府高官、外交官、政府代表者・受託者である国民に発給されたパスポート。 

パスポート－公務用 (Passport - official) 

通常、外交官以外の政府職員などが政府の公務で渡航するために国民に発給されたパスポート。 

パスポートの表紙に Official と記載されている場合に選択してください。 

パスポート－サービス(Passport - service) 

通常、外交官以外の政府職員などが政府の公務で渡航するために国民に発給されたパスポート。 

パスポートの表紙に Service と記載されている場合に選択してください。 

緊急/臨時渡航文書 (Emergency/temporary travel document) 

緊急の状況において、仮のパスポートの発給が不可能な場合に国民に発給される渡航文書またはパスポート。通常

は短期間だけ有効です。 

難民渡航文書(Refugee travel document) 

難民条約に基づく認定を受けた難民や保護を必要とする個人など、保護を受ける立場の国民以外の個人に発給さ

れた渡航文書。この文書では eTA申請はできないことにご留意ください。カナダに渡航するにはビザまたは他の種

類の渡航文書が必要です。 

国民以外の個人に発給された外国人パスポート/渡航文書 (Alien passport/travel document issued to non-

citizens) 

パスポートの発給国に永住している、または一時的に居住していて、国民ではない個人に対して発給されたパスポ

ートまたは渡航文書。この文書では eTA申請はできないことにご留意ください。カナダに渡航するにはビザまたは他

の種類の渡航文書が必要です。 

米国再入国許可証(I-327) (Permit to re-enter the United States (I-327)) 

合法的に米国に居住する個人が、米国外に渡航し、帰国居住者ビザを得ることなく米国に再入国できるようにするた

めに、米国の市民権・移民局が発行する渡航文書。 

米国難民渡航文書(I-571) (United States refugee travel document (I-571)) 

米国民以外の個人で難民または亡命者として認められた者に米国市民権・移民局が発行する渡航文書。I-571保

有者は、米国の合法的永住者である場合に限り eTA申請を行うことができます。 
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あなたのパスポートの発給国はどこですか? * 

あなたのパスポートを発給した国を選択してください。パスポートに記載されている国コードと一致

するコードを選んでください。3つの文字から成る国コードはパスポート情報ページに記載されてい

ます。「コード(Code)」、「発給国(Issuing country)」または「当局(Authority)」の欄をご覧くだ

さい。 

 

 

パスポートに表示されている国籍はどこの国のものですか? * 

パスポートの身分事項ページの国籍の欄に表示されている国籍を選択してください。 

重要: 

 

カナダ入国ビザが必要な国籍の場合は、eTAを申請することはできません。例外には、米国の合法な永住者 (US LPR)

などがあります。 

 

あなたの回答によると、eTAの申請はできません。カナダへの渡航には、ビザまたは他の種類の渡航文書が必要です。 
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イスラエルまたは台湾のパスポート保有者に関する重要な情報 

イスラエル国民のみに該当する情報 

イスラエルのパスポートの保有者は eTAを申請する資格があります。申請手続きを続ける前に、次の

追加質問に答えて申請資格を確認してください。  

台湾の渡航者のみに該当する情報 

台湾外務省が発給したパスポートの保有者は eTAを申請する資格があります。申請手続きを続ける前

に、次の追加質問に答えて申請資格を確認してください。台湾外務省発給のパスポートで渡航する場

合は、身分証統一番号をパスポートに表示されている通りに入力してください。 

 

あなたのパスポートの発給国はどこですか? 

あなたのパスポートの発給国はどこですか? 

今回の渡航のために、台湾の外務省が発行し身分証統一番号が記載されているパスポートを使用しますか？ 

台湾身分証統一番号 

台湾身分証統一番号（再入力） 

この欄にはコピー&ペーストはできません。 

今回の渡航のためにイスラエルのパスポートを使用しますか？ 
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パート 2 (A): 米国合法永住者に対する質問 (Questions for Lawful permanent 

residents of the United States) 

次の項は、米国の合法な永住者 (US LPR) のみ入力する必要があります。入力終了後、NEXT をクリ

ックして次の項目に進んでください。 

 US LPRでない場合は、次のページに進んで申請手続きを続けてください。 

 

このパスポートに表記されている国籍は何ですか？ 

あなたのパスポートの発給国はどこですか? 

米国の合法的永住者で有効な外国人登録証（グリーンカード）を保有していますか？ 

米国合法永住者外国人登録証（グリーンカード）番号 

有効期限 

年を選択 月を選択 日を選択 

米国合法永住者外国人登録証（グリーンカード）番号 

グリーンカード番号または ADIT（Alien 

Documentation, Identification and 

Telecommunications System）スタンプ

番号 

米国永住者カード（グリーンカード）または

ADITスタンプに表示されている番号を入力し

てください。番号の前に Aがある場合もありま

す。番号をそのまま入力してくださ

い。 

期限が切れたグリーンカードや ADITスタンプ

では eTAの申請はできません。グリーンカー

ドや ADITスタンプが失効している場合は、カ

ナダ入国ビザが必要かもしれません。有効な

eTAがあっても、グリーンカードまたは ADIT

スタンプが失効している場合は、カナダ入国

はできません。 
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パート 2 (B): 申請者パスポート情報 (Passport details of applicant) 

パスポートの内容を入力する際には十分ご注意ください。 

間違ったパスポート番号を入力した場合、カナダ行きの便に搭乗できないこともあります。 

 空港に行ってから初めて間違いに気づくこともあります。 

 eTA の申請をし直さなければなりません。 

 状況によっては、直前に eTA を取得することができないかもしれません。 

 

パスポート番号を正確に入力するためのヒント: 

 

 パスポートの身分事項ページ（本人の写真があるページ） 

o の一番上に記載されているパスポート番号を入力してください。パスポートの初めの

ページにある番号、または、本人の写真があるページの一番下にある番号は入力しな

いでください。 

 ほとんどのパスポート番号は 8～11 字です。入力しようとする番号がこれよりもかなり長か

ったり短かったりした場合は、その番号が正しいものか、もう一度確認してください。 

 パスポート番号は文字と数字の組み合わせで成り立っています。アルファベットの O と数字

の 0、アルファベットの I と数字の 1 は混同しやすいので特にご注意ください。 

 特殊文字（例: ハイフン）やスペースは入れないでください。 

 

フランスのパスポート保有者 
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「surname」は、「family name」 とも言います。 パスポートに記載されているすべての姓と名を入力し

てくださ い。 

 

追記欄に記載がある場合 

追記欄に姓名に関する変更事項が書かれている場合は、追記 欄に記載されている姓名を記入してください。 

 

アポストロフィ 

 

パスポート番号 

パスポート番号（再入力） 

姓 

名 
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 姓名にアポストロフィが含まれている場合は、申請フォームにも それを含めて記入してください。（例: 

D’Orsay、O’Neil） 

パスポートの機械読取り欄（写真と身元情報の下にある部分。 「バーコード」と呼ばれることもあります）

を使用している場合は、 そこで名前に含まれるアポストロフィが省略されていても、申請 フォームにはアポ

ストロフィを含む姓名を記入してください。 

姓名の順番の判断 

パスポートに記載されている姓名の順番が不明確な場合、機械 読取り欄（写真と身元情報の下にある部分。

「バーコード」と呼 ばれることもあります）を参照してください。 

この欄の 1 行目には、多くの場合、一文字があり、次に不等号 が一つ (<)、国籍の略号、姓（family 

name)、不等号二つ (<<)、そして名（given name）と続きます。 

パスポートのこの欄に記載されている通りに姓を申請フォーム に記入してください。姓の後ろの二つの不等

号 (<<)の次に記載 されているのが名（given name）です。 

この欄では姓名が短縮されている（縮めてある、または途中で 切れている）が、その上の欄では完全な形で

記載されている場 合は、上の欄に記載されている姓名を申請フォームに記入して ください。ただしこの場合

でも、名前の順番は下の欄に従って判 断してください。 

親子関係 

パスポートのこのページの上部または下部に、「son of」または 「daughter of」、あるいは 「bin」または

「bint」、および父親の名 前が含まれている場合、申請フォームの姓名いずれの欄にもこ の表現や父親の名

前は記入しないでください。  

例えば、パスポートの一つの欄に「Ahmad bin Husain bin Muhammad」 と記載されている場合は、姓を

「Husain」、名を 「Ahmad」と記入してください。 

パスポートのページの上部または下部に「ibn」、「ben」、 あるい は「ould」、「wuld」を使って親子関

係が示されている場合、申請 フォームの姓名いずれの欄にもこの表現や父親の名前は記入 しないでくださ

い。 

例えば、パスポートの一つの欄に「Husain Ould Ahmad Ould Muhammad」と記載されている場合、姓

「Ahmad」、名を 「Husain」と記入してください。 

ハイフン 

姓名にハイフンが含まれている場合、申請フォームにもそれを 含めて記入してください（例： Mary-Anne、

Smith-Hansen）。 

 

申請フォームに名前を記入する際にパスポートの機械読取り欄 （写真と身元情報の下にある部分。「バーコ

ード」と呼ばれること もあります）を使用している場合、そこでは名前に含まれるハイ フンが不等号（<) に

なっていても、申請フォームにはハイフンを 含めて名前を記入してください。 
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 名前の欄が一つのみのパスポート 

名前が一つのみの場合、またはパスポートで名前が一行で記 載されている場合、名前全体を姓（family 

name）欄に記入し て、パスポートに名（first name）が記載されていないことと示す ボックスにチェック

マークを入れてください。 

 

父称、母称 

父称とは父、祖父、またはそれ以前の男性の祖先から取って付 けられた名前です。母称とは母方の同様の名

前を基に付けられ た名前です。 

 

父称または母称が名前に含まれていて、それがパスポートの機 械読取り欄（写真と身元情報の下にある部

分。「バーコード」と 呼ばれることもあります）にも記載されている場合は、その名前 の綴りを申請フォー

ムに記入してください。 

 

配偶者関係 

パスポートの身元情報ページの上部または下部に「～の配偶 者」を示す「épouse de」、「epse」または

「 ep.」、あるいは 「wife of」、「husband of」が含まれている場合、このような表現やそれ とともに記載

されている配偶者の名前は 申請フォームの名前 欄に記入しないでください。 

 

例えば、パスポートの姓の欄「Smith EP. Paul Sajan」、名の欄 に「John William」と記載されている場

合、申請フォームでは姓 を 「Smith」、名を「John William」と記入してください。 

 

称号、尊称、学位、叙勲 

パスポートに称号、尊称、職業上の資格、学位、叙勲、褒章、階 級などが示されている場合、パスポートの

機械読取り欄（写真と 身元情報の下にある部分。「バーコード」と呼ばれることもありま す）に記載されて

いる場合を除き、申請フォームには記入しない でください。 

 

ラテンアルファベット（ローマ字）表記 

eTA 申請フォームでは、ラテンアルファベット（ローマ字）表記 5 （Aa, Bb, Cc など)と、フランス語のアク

セント（例: é, è, ë, ü) の み使用できます。 

 

パスポートに記載する名前のラテンアルファベット（ローマ字）表 記は、国籍を有する国の責任です。 パス

ポートに記載されている名前が、別の文字表記からラテン アルファベット（ローマ字）表記に変えられたも

のである場合、そ の綴りで申請フォームに記入してください。 
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生年月日、性別、出生国・領土および市町村名を入力してください。 

 

 

パスポートの発行年月日と有効期間満了日を選択してください。この情

報は、写真と生年月日が表示されているページ（身分事項ページともいいます）に記載されていま

す。 

 

 

 

a.) 生年月日 (date of birth) 

パスポートに表示されている通りの

生年月日を選択してください。 

b.) 性別 (gender) 

ドロップダウンリストからパスポー

トに表示されている通りの性別を選

択してください（男性、女性、非表

示） 

c.) 出生国・領土 

(country/territory) 

パスポートの「出生地」欄に表示さ

れている国をドロップダウンリスト

から選択してください。 

d.) 出生市町村 (city/town of 

birth) 

パスポートの「出生地」欄に表示さ

れている市町村名を入力してくださ

い。パスポートにその記載がない場

合は、実際に生まれた市町村の名前

を入力してください。 
 

パスポート発行日 

パスポート有効期間満了日 

年を選択 月を選択 日を選択 
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パート 2 (C): 申請者に関する個人情報  

申請フォームのこの項では、使用するパスポート以外の国籍、婚姻状況、過去にカナダに入国した、

または滞在したことがあるかなどの個人情報の質問にお答えいただきます。 

 

申請者識別番号（Unique Client Identifier: UCI）/ 過去のカナダ入国

ビザ、 eTAまたは 許可の番号 (任意) 

 

過去にカナダ入国のための正式申請（例：就学許可、就労許可、旅行用ビ

ザ）を提出したことがある場合は、 カナダ移民・難民・市民権省（IRCC 

=Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada）が発行した申請者識別番号

（UCI番号）があります。  

  

IRCCからの通知書または発行された入国関連書類（就学許可証、就労許可

証、旅行者用ビザ）に記載されている UCI番号を記入してください。 

UCI番号が分からない場合は: 

 "NA" （非該当）と入力するか、または 

 申請書最後の備考欄に当時のカナダ滞在期間を記入してください。 

 

 

 

 

I am: 

 

既婚 

既婚とは、二人が法的に婚姻関係を結ん

でいることを意味します。婚姻手続きを行

った国およびカナダの法律で認められる

婚姻でなければなりません。 

法的別居  

別居とは、結婚している二人が同居してい

ない状態で、再び同居することを望んでい

ないことを意味します。離婚の法的処理を

待っている、または離婚することを決めて

いないこともあります。 

離婚 

 離婚しているとは、法廷による離婚承認

を受け婚姻関係が終了 していることを意

味します。 

婚姻取消  

婚姻が無効であるという宣言。 

寡婦・寡夫 

寡婦・寡夫とは、配偶者が死去しその後再

婚（事実婚を含む）していないことを意味し

ます。 

事実婚 

配偶者関係を有して 1年以上同居してい

る場合。異性・同性の関係両方を含みま

す。 

独身／未婚 

法律婚または事実婚をしたことがない人を

意味します。 

パスポート発給国以外の国籍 

国籍を有する国/領土を入力してください。 

カナダの入国ビザ、eTAまたは在留・就労・就学許可を申請した、または取得したことがありますか？ 

申請者識別番号（Unique Client Identifier: UCI）/ 過去のカナダ入国ビザ、 eTAまたは 許可の番号 (任意) 
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パート 2 (D): 職業に関する情報  

この欄では、職業とそれに関する情報をお聞きします。下の翻訳された選択肢のリストからご自分の

職業を選択してください。完全に一致する職業がリストにない場合は、類似のものを選んでくださ

い。  

職業* 

 

芸術、文化、レクリエーション、スポーツ 

金融、管理 

教育、法律、社会福祉、地域・行政サービス 

保健医療 

主婦/主夫 

経営管理 

製造、公益事業（電気・ガス等） 

軍事、防衛 

自然、応用科学関連 

天然資源、農業および関連生産業 

引退後 

営業・販売、サービス 

学生 

技能（例：電気技師、配管工、大工）、交通、機械機器操作関連 

無職 

a.) 職業 

現在の就業状態を最もよく表現する選択肢を選んでくださ

い。下の選択肢リストをご参照ください。 

b.) 職責名 

従事している仕事を最もよく表現する選択肢を選んでくだ

さい。 

適宜、会社、雇用主、学校、または施設の名称を入力して

ください。 

c.) 該当する場合、所属する会社、雇用主、学校、施設な
どの名称 

雇用されている組織の名称を記入してください。 

学生は学校名を記入してください。 

d.) 国/領土 

ドロップダウンリストから、雇用主が所在する国の名前を

選択してください。学生の場合は、学校が所在する国を選

択してください。 

e.) 市町村 

雇用主が所在する市町村名を入力してください。学生の場

合は学校が所在する市町村名を入力してください。 

f.) 就業・就学開始年 

入力した雇用主または学校で就業・就学を始めた年を選択

してください。 
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パート 2 (E): 連絡に関する情報  

 この項では連絡先をお聞きします。Eメールアドレスは申請に関する連絡に使われますので、必ず

現在有効なものを入力してください。 

未成年者の代理として申請手続きを行っている親は、希望する場合、自身の Eメールアドレスを入力

することができます。 

          

パート 2 (F): 居住地の住所  

この項では、住所の詳細をお聞きします。通常住んでいる住所を入力してください。一時的に住んで

いる住所は入力しないでください。郵便私書箱の情報は入力しないでください（私書箱による申請は 

却下されます）。ハイフン“－”が認識できない時は、スペース等で対応してください。 

 

カナダ政府は公用語法（Official 

Languages Act/Loi sur les 

langues officielles ）に従い、

情報およびサービスの提供を英語

およびフランス語の 2言語で行っ

ています。 

カナダ市民権・移民省との通信の

言語として英語とフランス語のど

ちらを希望するか選択してくださ

い。. 

連絡に使用することを希望する言語 

登録 E メールアドレス 

登録 E メールアドレス 

a. アパート/部屋番号（該当する場合） 

該当する場合、アパート、部屋、スイート番号を入力して

ください。 

b. 番地、ストリートナンバー、建物の名称 

番地やストリートナンバー、建物の名前を適宜入力してく

ださい。アパート、部屋、スイート番号はここには入力し

ないでください。アパート、部屋、スイート番号は「アパ

ート/部屋番号（apartment/unit number）」の欄に入力し

てください。 

c. 通りの名前 

通りの名前を、「Street」、「Road」、「Avenue」、

「Boulevard」なども含めて入力してください。たとえ

ば、「Maple Avenue」は適切な表記として認められます

が、Avenueを短縮した「Maple Ave.」は認められません。 

d. 通りの名前第 2行（該当する場合） 

必要な場合、追加の通りの情報を入力してください。 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-3.01/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-3.01/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-3.01/index.html
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パート 2 (G): 渡航に関する情報  

I 渡航日が決まっている場合は、「カナダにいつ渡航するか分かっていますか？」という質問に YES

と答えてください。渡航を予定している年・月・日を入力してください。航空機の便の予約が確認さ

れている場合は、出発時間も入力してください。いつカナダに渡航するか未定の場合、NOを選択し

てください。 

 

いつカナダに渡航するか決まっていますか？ 

いつカナダに渡航する予定ですか？ 

年を選択 月を選択 日を選択 

ご利用になるカナダ行き便の出発時間を入力してください。 

時間を選択 分を選択 時間帯を選択 

e. 市町村 

居住している市町村名を入力してください。 

f. 国/領土 

居住している国または領土を選択してください。 

g. 州（該当する場合） 

居住しているカナダまたはアメリカの州を選択してく

ださい。 

h. 郵便番号 

郵便番号を入力してください。 

i. 区域/地域（該当する場合） 

居住している区域または地域を入力してください。 
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パート 2 (H): 申請者の背景に関する情報     

申請フォームのこの項では、過去の渡航・出入国履歴についてお聞きします。以下の質問のいずれか

ひとつに YES と答えた場合は、申請処理を円滑に進めるためにできるだけ詳細な情報を入力してくだ

さい。 

 

質問 1: カナダあるいは別の国・地域の入国ビザや許可の申請を却下された、入国を拒否された、または、カ

ナダやその他の国・地域からの退去を命じられたことがありますか? 

カナダあるいは別の国・地域の入国ビザや許可の申請を却下された、入国を拒否された、または、カナダや

その他の国・地域からの退去を命じられたことがある場合は、YESを選択してください。YESを選択した場合

は、ビザや許可、入国を拒否された経験のひとつひとつについて、その国名、および、当該国から示された拒

否の理由を入力してください。 

質問 2: どこの国・地域かに関わらず、これまでに、犯罪を犯した、犯罪のために逮捕・起訴された、あるいは

有罪判決を受けたことがありますか? 

どこの国・地域かに関わらず、これまでに、犯罪を犯した、犯罪のために逮捕・起訴された、あるいは有罪判

決を受けたことがある場合は、YESを選択してください。YESを選択した場合は、ひとつひとつの逮捕、起

訴、有罪判決について、場所（国、市町村）、時（月/年）、犯罪の内容、判決内容を入力してください。 
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質問 3: 過去 2年間に、結核と診断された、あるいは、結核患者と接触したことがありますか? 

過去 2年間に結核と診断された、あるいは、結核患者と接触したことがある場合は、YESを選択してくださ

い。YESを選択した場合、新しい質問が表示されます。 

質問 3 a): 結核に接したのは、医療従事者として働いていたためですか? 

結核に接したのは、医療従事者として働いていたためだった場合は、YESを選択してください。YESを選択し

た場合、新しい質問が表示されます。 

質問 3 b): 結核と診断されたことがありますか？ 

結核と診断されたことがある場合は、YESを選択してください。 

質問 4: 以下のいずれかの健康上の問題がありますか？ 

未治療の梅毒、未治療の薬物・アルコール中毒、未治療の精神病（妄想・幻覚を伴う精神障害）がある場合

は、ドロップダウン・メニューから選択してください。このような問題がひとつもない場合は、NONE OF THE 

ABOVEを選択してください。 
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パート 2 (I): 同意と宣誓  

下の「申請者の署名」ボックスに、完全な姓名を入力して電子署名をしてください。他の人の代理と

して手続きをしている場合は、記入欄に申請者本人の姓名を入力してください。 

同意します。 

下の「申請者の署名」ボックスに、完全 

申請者の宣誓 

 

上記の宣誓文を読み、理解しています。 この申請で入力した情報は真正かつ完全、正確であることを宣誓します。 

 

カナダ移民・難民保護法 127条により、虚偽情報の提出は違法行為であり、カナダへの入国拒否またはカナダからの

強制退去につながることを理解しています。 自分の姓名をタイプし、「sign（署名）」をクリックすることにより電子的に申

請フォームに署名していることに同意します。 
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ご自分の名前、または、代理として手続きしている場合は申請者本人の名前を入力した後、

“Proceed to Payment”（「支払いのページに進む」）をクリックしてください。 

パート 3: 申請提出後の流れ 

 

申請料支払いの手続きが済むと、カナダ移民・難民・市民権省（IRCC）から受付確認 Eメールが数分以内に

届きます。ほとんどの場合は、eTA承認を知らせる Eメールも申請後まもなく届きます。 

ただし、申請処理に数日かかることもあります。その場合は、受付確認 Eメールと、その後まもなく次のステ

ップを説明する別のメールが、カナダ移民・難民・市民権省から届きます。 

申請が承認されると、次のような E メールが届きます。 

 

確認 Eメールを受信すると、eTA処理状況確認ツールを利用して、申請の進捗状況を確認することが

できます。ツールを使うためには次のものが必要です。 

o 確認 Eメールの一番上に記載された、Vで始まる申請番号 

o eTA申請に使ったパスポートの情報 

https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/applicationQuery?lang=en&_ga=1.166093110.964241749.1455216554
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申請が承認されると、次のような E メールが届きます。 

 

 

 

 

 

 

パスポート番号を確認 

eTA承認 E メールに記載されているパスポート番号が、実際の

パスポートにある番号と完全に一致しているかどうかを確認してく

ださい。もし少しでも違っていた場合、もう一度申請してください。 

 

間違ったパスポート番号を入力した場合、カナダ行きの便に搭乗できないこともあります。 

 空港に行ってから初めて間違いに気づくこともあります。 

 eTAの申請をし直さなければなりません。. 

 状況によっては、直前にeTAを取得することができないかもしれません。 
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注意事項: 

 

1. 1 回につき 1 人分の申請および支払い手続きができます。例えば 3人家族の場合

、申請書の記入・提出を 3回行うことになります。 

2. eTA申請フォームに登録した Eメールアカウントの受信アカウント設定を確認し、

迷惑メールフォルダもチェックするようにしてください。スパムフィルターによっ

ては、カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)から自動送信された Eメールをスパムと

判断することがあります。インボックスから迷惑メールフォルダに Eメールが移動

されることがあるので、定期的に確認するようにしてください。 

3. 確認 Eメールを参考として使うことはできますが、渡航の際にはそのプリントアウ

トは必要ありません。eTA は電子的にパスポートまたは渡航文書にリンクされ、5

年間またはパスポートの有効期限まで有効です。 

4. eTAが承認されたものの、申請フォームに入力したパスポート情報に間違いがあっ

た場合（パスポート番号を間違って入力したなど）、飛行機に搭乗することはでき

ません。渡航に遅れが生じることを防ぐため、パスポート番号等は正確に入力する

ように注意してください。 

5. 記入された情報は保存することができず、申請書記入に費やせる時間は限られてい

ます。ガイドを読んで申請書記入に必要なもの全てがお手元にあるかどうかご確認

下さい。 


