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こんにちは。私たちは、九州大学留学課プレアライバルアシスタンスです。
私たちは「入国支援システム」を使用して下記の支援申請を受け付けます。

在留関係（ビザ取得のため
のCoE代理申請）の手続き 大学寮の入寮申請

Dormitory

区役所手続き

Ward office

銀行口座開設手続き

BankCoE

皆さんが福岡に来るために必要な手続きを事前に進めておく為現在福岡在住の方も含め必ず「入国支援システム」に情報を入力してください。
新型コロナウイルス感染症の影響でいまなお日本政府により査証の発給や入国が制限されており、皆さんが当初の予定どおりに渡日できるかどうかは
未だわからない状況です。
また、あなたが居住する国・地域からの出国や航空便にも影響が出ていますのでこれらの手続きは状況に応じて様子を見ながら進めていくことになります。
あなたが想像している以上に手続きに時間がかかる可能性があることをご理解ください。詳しくは、相談しながら一緒に進めたいと思います。
必要な情報は私たちから必ずあなたにお知らせしますので、常に九州大学からのメールや「入国支援システム」をチェックするようにしてください。
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Basic information

基本情報の登録

Warm greetings from Kyushu University!
This is Pre-Arrival Assistance at Kyushu University, providing support services using our “Online Application System”
for procedures related to Certificate of Eligibility (COE proxy application for visa acquisition), Dormitory Applications, 

Bank account opening and City Ward procedures. 

Application for 
Certificate of Eligibility

Registration of student’s 
basic information

Ward office 
procedure

Procedure related to
bank account opening

Application for 
Kyushu University dormitory

We are pleased to introduce to you the following guidance for the “Online Application System”.
This system is designed specifically to guide you through the procedures required, prior to your arrival in Fukuoka. Please note that even if you currently 
reside in Fukuoka, you are required to read the following information in great detail and to enter your information in accordance.
In response to the COVID-19 pandemic, the Government of Japan has restricted the issuing of visas and entry.
In addition, airlines across countries has also been affected on a global scale. So please follow the necessary procedures in accordance to your situation. 
Please keep in mind that these procedures could take longer than expected. For further guidance, please consult the emails provided by Kyushu University.
*Please be sure to stay up to date with your emails and Online Application System.



国内移動

CoE

VISA査証

Flight 航空券

Basic information 基
本情報

入国する為の手続き

P.2
★2022年6月現在のフローですので、今後新型コロナウイルスの状況によりフローが変わる可能性があります。
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go to 

留学生

P.3

go to 

go to 

go to 

MEXT

※ CoEの申請が必要かどうかP.6(日本語）or P.7(英語）でご確認ください。

P.3

go to 

P.14

go to 

jica

P.3

go to 

go to 

go to 

P.16

CoE発行済み

Already 
have 
CoE

P.3

go to 

go to 

go to 

日本国内に滞在中の留学生 その他の留学生国費留学生 jica 奨学生

ご自身の該当する箇所を確認して進めてください。

go to go to 

P.17

go to go to go to 

skip ! 

既にCoEが発行されている
留学生

1. 2. 3. 4. 6.

skip ! 
skip ! 

Please choose where applicable
from 1, 2, 3, 4, 5,or 6 and proceed !Procedure to enter Japan

International students 
who are staying Japan

Other international students
except MEXT scholars

MEXT jica International students whose 
CoE have been already issued

Please see page 6 (Japanese) or page 7 (English) to check if you need CoE application or not.

This is a procedure as of June 2022.The procedure may change in response to the COVID-19pandemic.

5. 在籍課程変更

P.14P.14 P.14

P.16 P.16

P.17 P.17 P.17 P.17

在籍課程が変更になる
皆さんへ

To those who will be changing
their course of study

go to 

P.3

P.14

P.16

P.17

go to 

go to 

go to 

Procedures for 
Entering



Basic information

九州大学でのサポートを行うため、九州大学に入学するすべての留学生は入力が必要です。
入力の際、下記3点が必要になりますので予めご準備をお願いします。

基本情報

基本情報

まずは、メールでお知らせしたログインIDとパスワードを入力し、入国支援システムへログインをしてください。

P.3

Log in !

すべての留学生は入力が必要です!
All international students are required to 

enter the basic information!

To start with, please access the system with  your log-in ID and password which we send by email.

【Online Application System 入国支援システム】https://supportcenter.jimu.kyushu-u.ac.jp/student/base/top/top.php

★新しいIDを取得した方は、新しいIDで入ってください。2022年5月以前に発行されたIDは使用できません。
古いIDで入力するとCoE申請や寮申請など出来ないので気をつけてください。

The following password is required to log in to our Online Application System. 
Without system access, you will not be able to complete the necessary procedures before entering Japan. Please note that the 
password will not be shown in future emails. 
Therefore, please be sure to store your password to avoid losing or forgetting.

Login ID: 00000・・・・・・ / Password : ・・・・・・

【Important重要！】パスワードの保管についてHandling your Password
お知らせしたパスワードは入国支援システムにログインするために使う大変重要なもので、今後の手続きに必要になります。
これ以降のメールにはこのパスワードが記載されませんので、無くしたり忘れたりしないよう厳重に保管してください。

★ ATTENTION: Please remember to use your newest ID (some may received a new ID). ID`s issued before May 2022CANNOT be used.
If you enter with your old ID, then you will NOT be able to apply for  your CoE or dormitory.

1 パスポートのスキャンor写真 ID page of your passport 

2 留学生本人の写真 ID photo(face photo)

3 日本滞在中の経費支弁能力を証明する書類
（預金残高証明書、奨学金証明書 等）

Documents certifying that you have the means to pay for all the 
expenses during your stay in Japan. (Bank statement, certificate of 
scholarship etc.) 

All prospective international students are required to enter their basic information to our Online Application System.
When you enter your information, you will be required to prepare these documents in advance:

https://supportcenter.jimu.kyushu-u.ac.jp/student/base/top/top.php


Basic information

システム上でデータを添付する場合には、JPEGまたはPNG形式を選択してください。
推奨サイズは縦1,000ピクセル×横1,000ピクセル以内です。このサイズを超える画像は自動的に縮小されます。

証明書用の写真を用意してください。（スナップ写真は受付けできません）写真の縦横比は４：３です。
3ヶ月以内に正面から撮影された、無帽・無背景（黒・赤の背景色は不可）で鮮明なもの。
頭頂部がきれていないもの。
システム上でデータを添付する場合には、JPEGまたはPNG形式を選択してください。
推奨サイズは縦400ピクセル×横300ピクセルです。

ID page of your passport

ID photo

基本情報

基本情報
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Only JPEG or PNG files are acceptable. The recommended size is up to 1,000 pixels in height x 1,000 pixels in width. 
The image will be automatically resized to the acceptable size.

Please prepare a formal face photo data for your ID.*photo of identification card is not acceptable. 
A snap shot is not acceptable. The aspect ratio of the photo is 4:3.   
The applicant should face straight forward without wearing any hats, caps or head coverings.
The background should be plain and light-colored with no shadows. Black and red backgrounds are not acceptable. 
The photo must be sharp and clear and taken within 3 months prior to submission.
Only JPEG or PNG files are acceptable.
The recommended size is 400 pixels in height x 300 pixels in width.



ID photo
不適切な写真例

指定の寸法や規格を満たしていないもの

眼鏡のフレームに
目がかかっている

顔の一部が隠れているもの

人物を特定しにくいもの

眼鏡のフレーム
が非常に太い

証明が眼鏡に反射して
いる

マスクで顔の一部
が隠れている

前髪で目元が見えな
い

顔が布で覆われ影が
でている

元の輪郭と大きく
かけ離れた引き延ばし

布等で覆われていても
顔が鮮明に写っている

ものであれば
差支えありません。

平常の表情と著しく
異なる

背景の色が濃いため
輪郭が特定しずらい

ピンボケや手ぶれに
より不鮮明

顔に影がある

基本情報

P.5

Satisfies all specifications-subject is easily identified

中心からずれている
off -center

顔が横向きになっている
Face is angled to the side

背景が影に写っている
Shadow in background

体が傾いている
Body is angled

Photos in which part of the face is obscured

Photos in which identification 
of the individual is difficult

Glasses frame 
covers eyes

Lighting is 
reflected
in glasses

Glasses frame is 
exceedingly 
large

Part of face is 
covered with a 
mask

Eyes are obscured
by hair

The length and size 
are different from 
original

Hijab which creates a 
shadow on face

Note
Hijab is acceptable. 
Please be sure to have no 
Shadows visible on your 
face  when taking the photo 
with your hijab.

Expression differs 
greatly from normal 
expression

Dark background color 
makes it difficult to 
determine outline

Not clear due to focus issue 
or vibration of camera

Shadow on face

Examples of inappropriate photos



Application for “Certificate of Eligibility (CoE)”

在留資格認定証明書（CoE)の申請

CoE

多くのJICAプログラムはエージェントがあなたのCoEを手配します。中には自分で必要なプログラムもありますのでよくわからない
場合エージェントに確認してください。
★「入国支援システム」での申請が必要ない場合には、「在留資格認定証明書の申請を希望する」の箇所は「無」を選択し、
「CoEが不要な理由」には「JICA奨学生のため」を記入してください。
査証（ビザ）の申請はエージェントの指示に従って行ってください。

【国費留学生の皆さんへ】

CoE発行済み
Already 
have 
CoE

【既にCoEが発行されて
いる留学生の皆さんへ】

既にCoEを発行済みの方でも新しいIDとパスワードを発行しています。
寮申請や渡日後の支援に必要になりますので、再度「入国支援システム」に情報を入力してください。

MEXT

jica

【jica奨学生の皆さんへ】

国費の外国人留学生はCoE不要です。
直接日本大使館／領事館で留学査証（ビザ）の申請を行ってください。

P.6

留学生

【その他の留学生の皆さんへ】

基本的にCoE申請が必要です。
★「入国支援システム」でのCoE申請が必要ない場合には
「在留資格認定証明書の申請を希望する」の箇所は「無」を選択し、「CoEが不要な理由」を記入して
ください。

★「入国支援システム」では、「在留資格認定証明書の申請を希望する」の箇所は「無」を選択し「CoEが不要な理由」には
「国費留学生のため」を記入してください。

★休学中の日韓共同理工系学部留学生など、一度日本に滞在し在留期限が切れた後に再度入国する場合は、国費留学生であっても
CoEが必要です。

★「入国支援システム」でのCoE申請が必要ない場合には、「在留資格認定証明書の申請を希望
する」の箇所は「無」を選択し、「CoEが不要な理由」には「すでに発行済のため」を記入して
ください。直接日本大使館／領事館で留学査証（ビザ）の申請を行ってください。

☆入国管理局の指導により、CoEの申請内容(九州大学での所属予定の学部・学府、研究生などの
在籍課程など)に変更がある場合、前回発行されたCoE(原本)の返送とCoEの再申請が必要です。
すでに発行されたCoEを記録のつく方法(EMS,DHLなど)で九州大学にすみやかに返送してください。
（ただし「入学時期」のみの変更に関しては、再申請は不要です。）

CoE申請が不要な方は
P.12へSkip！

※返送先住所

******************************
To:
Ms.Ijichi
International Student Exchange 
Division
Kyushu University
744 Motooka Nishi-ward Fukuoka-city 
Fukuoka-prefecture, JAPAN
〒819-0395
TEL:092-802-2279
******************************

在籍課程変更

【在籍課程が変更になる皆さんへ】
2022年秋に在籍課程が変更になる場合（例：研究生から修士へ）や
所属の学部/学府が変わる場合は、入試に合格した時点で再申請が必要になります。
☆入国管理局の指導により、CoEの申請内容(九州大学での所属予定の学部・学府、研究生などの
在籍課程など)に変更がある場合、前回発行されたCoE(原本)の返送とCoEの再申請が必要です。
すでに発行されたCoEを記録のつく方法(EMS,DHLなど)で九州大学にすみやかに返送してください。
（ただし「入学時期」のみの変更に関しては、再申請が不要です。）



Application for “Certificate of Eligibility (CoE)”

在留資格認定証明書（CoE)の申請

CoE発行済み
Already 
have 
CoE

【To MEXT scholar】

MEXT

jica

【To jica scholar】

Students who are awarded the Monbukagakusho (MEXT) scholarship, by the Japanese government, can apply for a student visa without the 
CoE at the Japanese Embassy/Consulate in your country. 

P.7 

☆If there is a change in the contents of CoE application(e.g. your future faculty/category as a student etc. at Kyushu 
University) you need to return the previous CoE (original copy) and re-apply for CoE again.
Please return the previous CoE to Kyushu University with a recordable method (EMS, DHL, etc. immediately＊.)
(However you do not need the re-application if only your admission period has changed.)

★If you do not need CoE application through the “Online Application System”, please select “No” at the section of “Request for Certificate of Eligibility 
application” and at the section below, please write down “ I am a MEXT scholar”. Please apply for a student visa at the Japanese Embassy/ Consulate in 
your country directly.

★If you do not need CoE application through the “Online Application System”, please select “No” at the section of 
“Request for Certificate of Eligibility application” and at the section below, please write down “ I am a JICA scholar”. Please follow the instructions 

of your agent.

★If you do not need CoE application through the “Online Application System”, please select “No” at the section of  
“Request for Certificate of Eligibility application” and at the section below, please write down “I am a jica scholar”.
Please apply for a student visa at the Japanese Embassy/ Consulate in your country directly.

You need to apply for CoE in most cases.
Please select “Yes” in the section of “Request for CoE” and write down the reason.
If you do not need to apply for a CoE through the "Immigration Support System", please select "No" for
"I wish to apply for a Certificate of Eligibility" and fill in the "Reason for not needing a CoE". 

Students who are awarded the jica scholarship, the agent will arrange for your CoE.
Since there are some jica program which you need to apply CoE, please make sure with your agent. 

【International students 
whose CoE have been 

already issued】

留学生

【Other international Students
except MEXT scholars】

If you do not need to apply CoE,
go to  P.12

In order to complete the necessary procedures upon arrival (ex. dormitory/City Ward/Bank/etc.), a new ID and Password will be provided to those who 
have their CoE's issued already. Please re-enter the necessary information into the “Online Application System".

★Japan-Korea Joint Exchange Program in Science and Engineering students and student who joint with program: If your certificate of eligibility(CoE) has been expired 
while taking break from school for your personal reason, you have to re-apply for the CoE, even though you are MEXT scholar. 

＊Postal address to return the CoE：
******************************
To:
Ms.Ijichi
International Student Exchange 
Division
Kyushu University
744 Motooka Nishi-ward Fukuoka-
city Fukuoka-prefecture, JAPAN
〒819-0395
TEL:092-802-2279
******************************

在籍課程変更 ★If you change your course of study (e.g., from a research student to a master‘s student) or your 
department/graduate school in Fall 2022, you will need to reapply when you pass the entrance examination.

【To those who will be changing their course of study】

CoE

★If you do not need CoE application through the “Online Application System”, please select “No” at the section of  
“Request for Certificate of Eligibility application” and at the section below, please write down “I am a jica scholar”.
Please apply for a student visa at the Japanese Embassy/ Consulate in your country directly.



Flow of CoE 

CoEが発行されるまでには通常2カ月
もしくはそれ以上の時間がかかります。

速やかにシステムへ入力してください。

入国支援システム

下記URLへアクセスし、情報を入力してください。 CoEが発行された後、プレアライバル・アシスタンスより
EMSまたはDHLで郵送します。

必ず受け取ることができる住所を入力してください。

※新型コロナウイルスの影響により、福岡出入国在留管理局への
申請書類持ち込みや、審査が保留される場合があります。

CoEが発行された際にはシステムでお知らせします。

CoE

CoE

P.8

your home
to

「基本情報の入力」を入力した後に
必要な人は「CoE申請情報の入力」

「宿舎情報の入力」も必ず入力してください！

「CoE申請の状況」や「宿舎申請の状況」は、
こちらで確認できます

Once your CoE has been issued, it will be sent to you via EMS 
(Express Mailing Service) or DHL.
Please enter the correct postal address to ensure that you will receive 
it in the mail.

It can take over 2 months to issue your
CoE from the time we accept your 
application through our system.
please enter your information 
as soon as possible. 

Due to the COVID-19 pandemic, the Fukuoka Immigration Bureau 
may not accept application documents to be submitted in person and/or 
the process at the Immigration Bureau may be put on hold until further 
notice. 
Pre-Arrival Assistance will send out notifications when a CoE has been 
successfully issued.

DO NOT forget to complete
your “CoE Application” and 
“Dormitory Application” 
after completing your 
“Basic Information”.You can make sure the status of 

“CoE Application” and “Dormitory Application” 

https://supportcenter.jimu.kyushu-u.ac.jp/student/base/top/top.php

Online Application System

Please access and enter your information.



Application for “Certificate of Eligibility (CoE)”

この証明書は、あなたが住む国の日本大使館や領事館で留学査証（ビザ）を申請する時に必要です。

在留資格認定証明書（CoE)の申請

日本で家族と新しい生活を始めることは大変困難です。家族の面倒を見ながら研究活動をすることは無理かもしれません。
もし家族を連れて来たい場合は、あなたは家族の全ての責任を負わなければなりません。
事前に指導教員と所属部局の許可が必要です。希望する場合はまず留学課へ相談してください。

あなたが配偶者もしくは子どもと一緒に入国しようとする場合、査証を申請する際に、原則CoEが必要です。
まずは各国の日本大使館／領事館へCoEの申請が必要かどうかお問合せください。
もし指導教員・所属部局の許可を得た上で、家族のCoEも必要ならば、家族の情報も入国支援システムに入力してください。

家族と一緒に日本に来る場合

「入国支援システム」にあなたの情報を入力してください。

1人で日本に来る場合

在外公館ホームページリスト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html

CoE
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The CoE will be required when you apply for a, “Student Visa” at the Japanese   Embassy/Consulate in the country where you reside.

If you are coming to Japan alone

Please enter your information in the Online Application System.

If you are coming to Japan with your family members (spouse and/or children) to live in Japan

It is not easy to start your new life with your family in Japan.
It may be hard for you to pursue your research activity while taking care of your family. 
If you make a decision to bring your family members to Japan, please understand the all responsibilities that you will 
have to take when bringing your family members.
Permission from your supervisor and your department is required in advance.
If you wish to come to Japan with your family members, please make sure to contact International Student Exchange 
Division first.

Your family member might need a CoE to apply for a “dependent visa.” 
Please make an inquiry about the visa procedure at the Japanese Embassy/Consulate in your country.
If they need to obtain a CoE, please enter their information in the Online Application System as well as yours. 

List of Japanese Embassies, Consulates, Permanent Missions Overseas 
http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html10

https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html


証明書が英語／日本語以外の言語で書かれている場合は、英語または日本語に翻訳したものをご用意ください。
預金残高は、下記の計算式により算出された金額以上になるようにしてください。

例）6か月九州大学に留学の場合：80,000円ｘ 6ヶ月 ＝ 480,000円
また1年以上九州大学に留学の場合は、預金残高が上記計算式で12ヶ月分

（80,000円ｘ 12ヶ月 = 960,000円）以上の金額になるようにしてください。

もし2人以上の経費支弁者がいる場合は、それぞれの口座名義での預金残高証明書を提出してください。
その場合、2人目以降の預金残高証明書はメールで提出してください。

口座の種別や通貨、預金期間は問いません。最近記録された書類（発行後3カ月以内の証明書）をご用意ください。
凍結口座の場合も来日後に使用可能であれば構いません。

システム上でデータを添付する場合には、JPEGまたはPNGまたはPDFもしくはそれらを圧縮したZIP形式を選択してください。
推奨サイズは縦1,000ピクセル×横1,000ピクセル以内です。

Payment certification 

経費支弁書

CoE
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「経費支弁書」とは、あなたが日本で生活できる十分な資力（お金）を有していることを証明する書類です。

新型コロナウイルスの影響で手続きに時間がかかり、最初に用意していただいた情報や資料の修正や再提出をお願いする場合があります。
書類の再発行に手数料がかかる場合はご自身で負担いただくことになりますので、それをご理解いただいてから、

「入国支援システム」の案内に従って書類を準備してください。

例えば、銀行の残高証明書や奨学金受給証明書です。



Payment Certification 
CoE
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If the document is written in a language other than English or Japanese, please prepare a translated document either in English or Japanese 
to submit along with the original document.
For example, a certificate of bank balance or a certificate of scholarship receipt.

-The balance in an account should be more than the amount calculated by the following formula.
(Example) If you are planning to stay for 6 months; 80,000 JPY x 6 months = 480,000 JPY. 

If you are staying in Japan for more than a year, then you are only required to account for the expenses 
for the first 12 months; 80,000JPY x 12 months= 960,000JPY.
-If you have more than 2 financial supporters, please submit each supporter’s bank statement. 

Please note that you can only upload one file to the system. You can submit the 2nd document via e-mail to the Pre-Arrival Assistance.

-Any and all bank accounts and currency are acceptable. The documents issued within 3 months are recommended.
A bank statement from a frozen account will also be accepted, if the account is available to use after your arrival in Fukuoka.

-Acceptable files are JPEG, PNG, PDF and ZIP files. The recommended image size is up to 1,000 pixels in height x 1,000 pixels in width.

Payment Certification certifies that you have the means to pay 
for expenses during your stay to live in Japan.

In an event that the COVID-19 pandemic has a severe impact on procedures and its progress, you may be asked to correct/resubmit your information and 
materials. 
If you are charged with a fee for reissuing any documents, you will be responsible for covering its charges as well. 
Please be sure to carefully read and understand the guide for the Online Application System in preparing your documents.



CoE
Submit of Confirmation 

確認書の提出

CoEを申請する際、ファストトラック及びＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂの利用に関する「確認書」を提出する
必要があります。下記の手順に従って確認書の提出を行ってください。
※確認書を提出しないと、CoEの申請を行うことができないので必ず提出してください。

出入国在留管理庁のHPで、「確認書(本人用)」の
日本語、または英語の様式を入手して、必要箇所の入力をしてく
ださい。

出入国在留管理庁HP：
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00157.html

確認書に入力したら、下記URLにアップロードしてください。
ファイル名は「Online Application System ID下5桁_名前_Confirmation」で
登録してください。
例：12345_KEN DAVIS_Confirmation

確認書提出用URL：
https://archive.iii.kyushu-
u.ac.jp/public/qBuAwA6IR40A1_YBeg6BJzRweKIurIpyLp3Z9l01nMRE

アップロードされたファイルをCoE申請時に、入国管理局に提出します。

1 2
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https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00157.html
https://archive.iii.kyushu-u.ac.jp/public/qBuAwA6IR40A1_YBeg6BJzRweKIurIpyLp3Z9l01nMRE


CoE
Submit of Confirmation 

When applying for a CoE, you will need to submit a "Confirmation Form" regarding the use 
of Fast Track and VisitJapanWeb. Please follow the instructions below to submit the form.

*Make sure to submit the confirmation form, otherwise it's impossible to apply for CoE.

Please visit the Immigration Bureau‘s website and obtain the 
“確認書（英語）” (Confirmation on foreign nationals)" in 
either Japanese or English and fill in the necessary 
information.

Immigration Bureau‘s website：
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00157.html

Once you have filled out the confirmation form, please upload it 
to the URL below.
The file name should be registered as
"Online ID Last 5 Digits_Name_Confirmation".

EX:12345_KEN DAVIS_Confirmation

Submit of confirmation：
https://archive.iii.kyushu-
u.ac.jp/public/qBuAwA6IR40A1_YBeg6BJzRweKIurIpyLp3Z9l0
1nMRE

1 2
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In Japanese
In English

https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00157.html
https://archive.iii.kyushu-u.ac.jp/public/qBuAwA6IR40A1_YBeg6BJzRweKIurIpyLp3Z9l01nMRE


Procedures for Entering Japan due to the effects of the COVID-19

2022年6月現在、日本政府は外国人の新規入国に関して、厚生労働省の入国者健康確認システム（ERFS） における所定
の申請を完了し、在外公館において査証の発給を受けた場合、新規入国を原則として認めています。

入国前には、出発前72時間以内のPCR検査、民間医療保険の加入、スマートフォンに指定する接触確認アプリを導入する
など、日本政府が定めた入国ルールを守らなければなりません。

また、入国の際は7日間待機を原則とした上で、入国前の滞在歴（「赤」「黄」「青」の3区分の国・地域）と条件を満た
した有効な新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書を保持しているか否かで、日本政府が入国時検査の有
無、入国後の待機期間及び待機場所を決定しています。

日本政府の入国ルールは今後も変更される可能性があります。最新の入国ルールは、ご自身で厚生労働省のホームページ
を確認してください。

厚生労働省HP(日本語)：検疫措置の詳細｜水際対策｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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入国手続き

新型コロナウィルスの影響による新規渡日までの手続きについて

在留資格認定証明書（CoE）発行時に、メールでその時の入
国ルールに合わせた案内を送信しますので、九州大学からの
メールを見逃さないように確認してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_measures.html


As of June 2022, the Japanese government allows, in principle, new entry of foreign nationals upon completion of 
the prescribed application process in the Ministry of Health, Labor and Welfare's Entrants, Returnees Follow-up 
System (ERFS) and upon issuance of a visa at a Japanese diplomatic mission abroad.

Before entering Japan, you must comply with the entry rules set by the Japanese government, such as a PCR test 
within 72 hours prior to departure, the purchase of private medical insurance, and  registering contact confirmation 
via a smartphone application, etc.

In addition, the Japanese government determines whether or not a person is subject to inspection upon entry, the 
waiting period after entry, and the waiting area, based on in principle, with a seven-day waiting period upon entry 
and whether or not the person holds a valid vaccination certificate against novel coronavirus infection that meets the 
requirements and a history of stay in the country or region prior to entry ("red," "yellow," or "blue" classification). 

The Japanese government‘s entry rules will possibly change in the future. Please check the Ministry of Health, Labor 
and Welfare (MHLW) website for the latest entry rules.

MHLW HP(English)：COVID-19: Current Border Measures and Restrictions | Ministry of Health, Labour
and Welfare | Government of Japan｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

Procedures for Entering Japan due to the effects of the COVID-19
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When a Certificate of Eligibility (CoE) is issued, 
information will be sent to you by e-mail according to 
the entry rules at that time, so please check the e-mail 
from Kyushu University carefully.

Procedures for 
Entering

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html


Visa

九州大学

https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/student/visa

Visa（査証）については以下のウェブサイトをご覧ください。

外務省
査証（ビザ）案内

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

外務省
在外日本公館リスト

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html

VISA ビザ
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CoEが届き、新型コロナウィルスの影響による入国のための手続き（P12 参照）が完了したら
Visa（査証）の申請を行ってください。

Please refer to the following websites to check the information of Japanese visa;

Once you have received your CoE and have completed the procedures for “entry into Japan 
due to the new coronavirus” (see page 12), please apply for a Visa.

Kyushu University
https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/student/visa

Guide to Japanese visas
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html

List of Japanese Embassies, Consulates, 
Permanent Missions Overseas
http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html


ビザを取得でき、日本に入国できることが確実になったら、航空券を手配してください。

Important !

日本国政府、又はJICAのエージェントがあなたの航空券を手配します。
航空券が届いたら、フライトスケジュールを速やかに入国支援システムへ入力してください。

MEXT jica

Flight 航空券
Airline ticket  

航空券の手配
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国内移動

留学生CoE発行済み

Already 
have 
CoE

その他の留学生【既にCoEが発行されている留学生 & の皆さんへ】

【日本国内に滞在中の留学生の皆さんへ】

【国費留学生 & jica 奨学生の皆さんへ】

Once you have obtained your VISA and are certain that you can enter Japan, please arrange your airline ticket. 

【Dear International students whose CoE have been already issued &
Other international students except MEXT scholars】

The government of Japan or the agent of jica will arrange your airplane ticket.
Please enter your flight schedule in the Online Application System as soon as  you receive your flight ticket.

【Dear students who are awarded the MEXT scholarship / jica scholarship】

【Dear International students who are staying Japan】

Please arrange for transport way to Fukuoka by yourself.
If you have already decided the day you will arrive, please report your arrival date and the schedule to the 
Online Application System.

福岡までの交通手段を各自で手配してください。
到着日が決まったらOnline Application Systemでスケジュールを報告してください。



Dormitory
寮の申請

Important

Point!

Dormitory

既に福岡市内在住の留学生は、残念ながら、寮への入居が出来ません。

部屋の数には限りがあり、すべての申請者が希望する寮に入居できない場合があります。
その場合、あなたの希望内容と受入身分に基づいて選考を行い、最終的な入居者を決定します。

九州大学が提供する寮への入居を希望する場合、募集要項を必ず読んで、入国支援システムにて申請を行ってください。

国内移動の方

入居者募集要項

申請締切日時

選考結果通知予定時期

部屋の数が限られていますので、寮の申請はできる限り早急に完了させてください。

https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/web/wp-content/uploads/2022/06/dorm_application_outline.pdf
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入学時期を変更した方で、以前申請した場合も再度申請が必要です。

2022年8月下旬予定 Late August 2022

2022年7月29日(金)23:59（日本時間）
※ただし、締切以降にこちらの「入国支援システムの手続き」の通知を受け取った場合は期限を過ぎてもこちらの申請が可能。

All applicants are subject to screening for dormitory selection. Although we do our best to arrange the room at your request, you may not 
be assigned to the room you wish as a result of screening due to a limited number of rooms. We kindly ask for your understanding. 

If you want to stay in the dormitory provided by Kyushu University, please be sure to apply through our system after reading the
following remarks and our Application Outline. You need re-application for dormitory if your admission period has changed.

If you already live in Fukuoka city, 
you will be unable to apply for the dormitory selection.

International students 
who are staying Japan

Application Outline

Application Deadline

Result of the selection

11:59 p.m., 29th July (Thurs), 2022  *Local time in Japan 

*You may apply past the deadline ONLY if you receive this guidance of “Guidance for Online Application System”.  
pertaining to these procedures on a date past 29th July, 2022.

Due to a limited number of rooms, please be sure to apply as soon as possible.



Ward office / Bank 

区役所・銀行の手続き
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区役所手続き

Ward office

銀行口座開設手続き

Bank

区役所手続き・銀行口座開設手続きに関しては
入国前後に詳細をご案内いたしますので確認してください。

ward office procedure and 
information related to opening bank account

We will notify you of ward office procedure and information related to opening bank account
before and after you enter Japan. 



Medicine

常用薬等の医薬品を日本に持ち込む場合には制限があります。
手続きに時間がかかる場合があるため、必要な場合は次のウェブサイトを確認してください。

個人使用のために日本へ医薬品を持ち込む場合
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/topics/tp010401-1.html

厚生労働省ウェブサイト

Bringing Over-the-counter Medicines to Japan for Personal Use

https://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/pharmaceuticals/01.html

There are restrictions on bringing medicine (Over-the-counter drugs) to Japan. 
Please check the following website for more information and procedures as needed.

Ministry of Health, Labor and Welfare Website:
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［ウェブサイト］

Website Inquiries

お問い合わせの前に下記のウェブサイトを確認してください。

Question?
Before contacting us, please check the following websites   

https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en
こちらを確認した上でご質問がある
場合は下記メールアドレスにお問い
合わせください。

九州大学留学課在留関係

imm.s@jimu.kyushu-u.ac.jp

If you still have question after you 
checked this out, please contact the 
following.

Kyushu University 
International Student Exchange Division

imm.s@jimu.kyushu-u.ac.jp

Website

ウェブサイトのお問い合わせ



We are looking forward to meeting you all at Kyushu University.

皆さんと九州大学でお会いできる日を楽しみにしています。
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