利用規約
ご利用前に必ずお読みください。
法務省出入国在留管理庁在留申請オンラインシステムを利用して地方出入国在留管理局長に対して
インターネットを通じた在留諸申請に係る手続を行うためには，下記規約に同意いただくことが必要で
す。
なお，下記規約は日本語で定義されたものです。下記規約の翻訳版と日本語版に相違がある場合
は，日本語版が優先されるものとします。
記
１．利用可能な時間
法務省出入国在留管理庁在留申請オンラインシステム（以下「本システム」という。）は，原則２４時間
３６５日，ご利用いただけます。ただし，本システムのメンテナンス等の必要があるときは，利用者への
事前の通知を行うことなく，本システムの運用の停止等を行うことができます。
２．著作権
本システムの著作権は，法務省が保有し，国際条約及び著作権法により保護されていることから，本
システムの著作権が譲渡されることはありません。

３．禁止事項
本システムの利用に当たっては，次に掲げる行為を禁止します。
（１）本システムを地方出入国在留管理局長への申請手続以外の目的で利用すること。
（２）本システムに対し，不正にアクセスすること。
（３）本システムにおいて法務省出入国在留管理庁が利用者に対して提供する一切のプログラムについ
て，法務省出入国在留管理庁の許可なく改変，頒布すること。
（４）本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
（５）本システムに対し，ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
（６）他人になりすまして本システムを利用し，地方出入国在留管理局長への申請をすること。

４．免責事項
本システムの利用のために，本システムの認証ＩＤ・パスワードは，いずれも本人を証明するものとなる
ため厳重な管理が必要です。認証ＩＤ・パスワードの管理及びこれらの管理から派生する責任は利用者
が負うものとし，法務省出入国在留管理庁は一切の責任を負いません。
５．収集する情報の範囲と利用目的
（１）本システムでは，「出入国管理及び難民認定法」及び関連する省令等の規定に基づく申請事項等を
収集しています。
これらの情報は，「出入国管理及び難民認定法」及び関連する省令等の規定に基づいて利用されま
す。また，「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき，利用者の権利利益の保護に
留意し，適切に管理することとしています。
（２）本システムでは，利用者の証跡情報を取得する機能を設けており，証跡の取得，保存，点検及び分
析を行う可能性があります。

６．利用規約の変更
法務省出入国在留管理庁は，必要があると認めるときは，利用者への事前の通知を行うことなく，本
規約を変更することができます。本規約の変更後に，利用者が本システムを利用したときは，利用者
は，変更後の利用規約に同意したものとみなされます。

Terms of Use
Please read the terms of use below before using the system.
You are required to agree to the terms of use below in order to follow procedure for applications for residence to the
Director General of the Regional Immigration Services Bureau via the Internet using the online residence application
system of the Immigration Services Agency, Ministry of Justice.
The original text of the Terms of Use is in Japanese. If any conflict arises between the translation of the Terms of Use
below and the Japanese original, the Japanese original shall prevail.

Description
1. Service hours
As a rule, the Online Residence Application System of the Immigration Services Agency, Ministry of Justice
(hereinafter referred to as "the System") is available 24 hours a day, 365 days a year; provided, however, that the
operation of the System may be suspended for system maintenance purposes or other purposes without prior notice to the
users.
2. Copyright
The copyright to the system, owned by the Ministry of Justice and protected under international treaties and the
Copyright Act of Japan, shall not be transferred to a third party.
3. Prohibited matters
The following acts are prohibited when using this system.
(1) Use of the system for any purpose other than the purpose of making application to the Director General of the
Regional Immigration Services Bureau.
(2) Unauthorized access to the System;
(3) Modification or distribution of any programs provided to the users by the system of the Immigration Services Agency
of the Ministry of Justice without permission from the Immigration Services Agency of the Ministry of Justice;
(4) Deliberate interference with the management and operation of the System;
(5) Deliberate sending of files infected with viruses to the System;
(6) Impersonating another user to use the System and make application to the Director General of the Regional
Immigration Services Bureau.
4. Disclaimer
Your User ID and password to the System, which identify you as you use the System, must be kept secure at all times.
Each user is responsible for keeping their User ID and password secure and liable for any consequential damages arising
from the management of them. The Immigration Services Agency of the Ministry of Justice shall not assume any
responsibility for such damages.
5. Type of information to be collected and the purposes for which the information will be used
(1) The System collects information pertaining to application under the provisions of the Immigration Control and
Refugee Recognition Act and related Ministerial Ordinances. The collected information shall be used in accordance with
the provisions of the Immigration Control and Refugee Recognition Act and related Ministerial Ordinances. The collected
information shall also be properly managed by giving consideration to the protection of individual users' rights and
interests in accordance with the Act on the Protection of Personal Information Held by Administrative Organs.
(2) The System, which has the ability to acquire a user audit trail, may acquire, save, monitor and analyze audit trail data.

6. Changes in the terms and conditions of use
The Immigration Services Agency of the Ministry of Justice may make changes to the Terms of Use when it finds
necessary without prior notice to the users. Any users who use the System following any revision to the Terms of Use are
deemed to have agreed to the revised Terms of Use..

