
TN21 チョイス 100% 1,500円基本＋選べる保証

チョイスプラン以外で変動費が発生する場合は、

その他費用

欄に上限値をご記載ください。

所
需
资
料

TRUST NET21申请书【公司法人用】

申请时的
注意事项

审查时，如果资料提交不完全，或是电话审查确
认到的信息与申请时所提交的信息有不符的情
况，审查将会中止。感谢您的理解与配合。

■所需资料因申请人的签证而异。
■我们将致电申请人、同居人、家族紧急联系人、日本国内紧急联系人、工作单位等。（请完整填写信息）
致电时间段（日本时间）10：00-18：00　致电号码（GTN）03-5956-6303
■根据对审查内容的判断，可能会有追加保证金的情况。

申请本服务时，我（申请人）已事先取得家族紧急联系人和日本国内紧急联系人的许可，并同意附件「关于收集、使用和提供个人信息的条款」所记载的内容。
※请务必本人填写（英文、中文或韩文填写可）

商号

所在地

业务内容 从业员 资本金 年销
售额

成立
时间

姓名

邮箱

现住所

出生
年月日

希望
语言性别

年

都 道
府

区 市
郡县

都 道
府

区 市
郡县

月 日人 万日元 万日元 西历

年 月 日 男 女西历

代表
电话

在留
资格

固定
电话

手机
号码

国籍

传真
号码

法
人
申
请 法
人
代
表

平假名

平假名

如有同居人，
请填写第二页申请书

日语

韩语 其他

英语 中文

※请填写代表人的父母或者兄弟姐妹的信息。如因特殊情况无法提出时，请事先咨询。

都 道
府

区 市
郡県

西历 年 月 日

男 女姓名 性别 关系

国籍

希望
语言

现住所

出生年月日 邮箱

手机
号码

紧
急
联
系
人

平假名

日语

韩语 其他

英语 中文

家族紧急联系人

※日本长期居住者。国籍、日语能力不做要求。公司法人不可。可以是所申请公司的在职员工。

西历 年 月 日

男 女姓名 性别 关系

国籍

希望
语言

现住所

出生年月日

①商业登记簿藤本（3个月以内发行的） ①在留卡（正反面复印）
以及护照

②在职证明书
②决算报告书（最新一期份的）
③法人代表的身份证明

居住用
・

事业用
如有入住者的情况

（需提交全员身份证明）

邮箱

手机
号码

平假名

日语

韩语 其他

英语 中文

日本国内紧急联系人

■入国前、需提交护照照片页的复印件以及在留资格认定证书
的复印件。
■多人入住的情况，需提交全员的在留卡信息。
※根据审查内容，可能会追加审查资料。
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