
入国時の注意

入国の流れ

❶入国審査へ行き、係員の質問に答える。

❷パスポートにスタンプが押され、入国許可を受ける。

❸荷物を受取り、税関を通過。

❹入国ゲートを通り、カナダ入国。（空港出迎をお申込みされている方はスタッフと合流。）

入国審査官は色々な質問をしてきます。観光ビザは6ヶ月必ず滞在できると保証
されているわけではなく、入国要件に疑問を持たれた場合、入国許可が下りなか
ったり、滞在期間を短く設定されてしまう場合もあります。その為予め下記のもの
をできる限り用意しておくことをお勧めします。

・滞在先の住所、連絡先。
・学校を申し込んでいる場合、学校の入学許可証※学生ビザ入国との誤解を避け
るため、聞かれた場合のみ提示してください。

・弊社住所、連絡先。
・保険証（滞在期間中をカバーする保険への加入をお勧めします。）
・資金証明（カナダドル建て英文残高証明書、現金やクレジットカードなど。）
・帰りの航空券 ※基本的には往復航空券をご持参ください。片道の場合、審査官が納得できる説明を自分で行
う必要があります。

・滞在中の訪問先（予定でも可。）
・ビジターとして入国する場合、目的は「カナダ訪問」「観光」など、ビザの目的と一致している必要があります。就
学・就労（ワーキングホリデーへの切替え予定など）を目的として申告した場合、目的とビザが異なるとして入国拒
否になる場合があります。

例①）学校に通い英語を勉強すると回答
　　⇒通学の証拠として、学校の書類の提示を求められます。

例②）入国後、ワーキングホリデーへ切り替える予定のため、就労（ワーク）と回答
　　  ⇒不法就労・就職活動の恐れありとみなされる ※ワーキングホリデーは入国前に雇用主を決定すること
　　     を認めていません。

担当官は皆さんがまだ完璧な英語を話すわけではない、ということは考慮してくれますが、全くコミュニケーシ
ョンが取れない場合、無用なトラブルを招きます。ご自身でも、回答する英語例を用意されることをお勧めしま
す。（以下回答例も必ずご参照ください。）

以下に面談時の対応方法について参考例をご紹介します。英語でのやりとりとなりますが、無理をせず分かる言
葉で落ち着いて説明しましょう。例にあるもの以外にも色々聞かれると思いますが、正直に答えてください。
※回答内容は例としてトロントへの到着を想定しています。 

Q.今回は何をしに来ましたか？
What is the purpose of your visit?
A.カナダに観光とホームステイをしに来ました。以前からカナダの自然との文化に興味があるんです。
For sightseeing and staying in a Canadian family. I was interested in Canada such as nature, and culture. 

Q.具体的には何をする予定ですか？
What do you plan to do?
A.まずはトロントにしばらく滞在して、色々考えたいと思います。モントリオールや、ケベックにも行きたいです。
I will stay in Toronto a little and make a plan for my stay. I would like to go visit Montreal and Quebec City too.

質問と解答例

Q.期間は？
How long do you intend to stay in Canada?
A.まだはっきりと決めていませんが、大体3ヶ月から6ヶ月程度です。
I haven’t decided exactly yet, but around 3 months to 6 months.（ポイント：あまり長期間だということを強調しない。）

Q.滞在先はどこですか？
Where are you going to stay?
A.ホームステイです。これが情報です。
At host family’s home. Here is the information. （ポイント：ホストファミリーまたはホテルの名前、住所、電話番号
など滞在先情報を提示すること。）

Q.どうやって手配したの？
How did you arrange all of them from Japan?
A.留学エージェントに頼みました、名前はBRAND NEW WAY Inc .です。
An international student agency helped me. The agency’s name is BRAND NEW WAY. （ポイント：ホストファミリーま
たはホテルの名前、住所、電話番号など滞在先情報を提示すること。）

Q.帰りの航空券は持っていますか？
Do you have a return air ticket?
A.はい。◯月◯日に帰国予定です
Yes, I do. I am planning to leave Canada on 〇〇.（ポイント：同時に帰りの航空券を見せましょう。）

Q.滞在に充分な資金は持っているの？
Do you have enough funds that support your stay?
A.はい。手元には〇〇ドルあります。また日本の口座からお金を引き出せます。クレジットカードも持っています。
Yes, I have $〇〇 available with me, and I have a bank account in Japan that I can withdraw money through ATM
in Canada. I have a credit card available too. （ポイント：所持金や口座残高証明を見せましょう。）

Q.  日本では何をしているの？
What do you do in Japan?
A.〇〇会社で働いていて、長期休暇を取っています。/〇〇大学の学生です。休学してカナダに来ています。
I work for 〇〇 company, and taking a vacation. / I am a student at 〇〇 university, and taking a vacation.

■入国審査官が何を言っているかわからない
・「I don ’ t  unders tand .」や「Excuse  me?」など、聞き返すようにしましょう。 
・何度聞き返しても良いので、分からないまま曖昧に「Yes」など答えないようにしてください。その結果、最悪入

国拒否などの決定を下された場合、後で「そういうつもりはなかった」と撤回することはできません。
・審査官は怖い顔をしていますが、皆さんは英語が分からなくて当然です。英語が分からないからといって責め
られることは無いので、落ち着いて対応するようにしてください。 

・必要な書類はすぐ出せるところに用意しておき、何を言われているか分からない場合は全て見せてしまいましょう。

■飛行機が遅れて、乗り継ぎの飛行機を逃してしまった
・航空会社のカウンターへ行き、次で一番早い飛行機の席を取ってもらいましょう。 
・大きな空港では、日本人のスタッフも居る場合がありますので、「I want  to  ta lk  to  a  Japanese  s taff .」等、聞

いてみましょう。 
・代替便が決まったら、BRAND NEW WAYへ必ず連絡をしてください。 

■ロストバゲージ？！自分の荷物が出てこない
・荷物ピックアップの場所から出て行ってしまうと戻ってこられません。まずは周りを見渡し、バゲージカウンタ

ーを見つけましょう。 
・チェックインの際、航空券に貼り付けられるクレームタグを持って、バゲージカウンターへ行きましょう。 
・「My luggage  i s  miss ing」など、荷物が見つからない旨を伝えると、書類へ記入するように言われます。 
・大抵は次の便などに乗って来るため、そのまま待つか、自宅へ届けてくれます。 
・自宅へ届けてもらう場合は、滞在（ホームステイ）先の住所を記入します。 
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こんな時には…

Q.期間は？
How long do you intend to stay in Canada?
A.まだはっきりと決めていませんが、大体3ヶ月から6ヶ月程度です。
I haven’t decided exactly yet, but around 3 months to 6 months.（ポイント：あまり長期間だということを強調しない。）

Q.滞在先はどこですか？
Where are you going to stay?
A.ホームステイです。これが情報です。
At host family’s home. Here is the information. （ポイント：ホストファミリーまたはホテルの名前、住所、電話番号
など滞在先情報を提示すること。）

Q.どうやって手配したの？
How did you arrange all of them from Japan?
A.留学エージェントに頼みました、名前はBRAND NEW WAY Inc .です。
An international student agency helped me. The agency’s name is BRAND NEW WAY. （ポイント：ホストファミリーま
たはホテルの名前、住所、電話番号など滞在先情報を提示すること。）

Q.帰りの航空券は持っていますか？
Do you have a return air ticket?
A.はい。◯月◯日に帰国予定です
Yes, I do. I am planning to leave Canada on 〇〇.（ポイント：同時に帰りの航空券を見せましょう。）

Q.滞在に充分な資金は持っているの？
Do you have enough funds that support your stay?
A.はい。手元には〇〇ドルあります。また日本の口座からお金を引き出せます。クレジットカードも持っています。
Yes, I have $〇〇 available with me, and I have a bank account in Japan that I can withdraw money through ATM
in Canada. I have a credit card available too. （ポイント：所持金や口座残高証明を見せましょう。）

Q.  日本では何をしているの？
What do you do in Japan?
A.〇〇会社で働いていて、長期休暇を取っています。/〇〇大学の学生です。休学してカナダに来ています。
I work for 〇〇 company, and taking a vacation. / I am a student at 〇〇 university, and taking a vacation.

■入国審査官が何を言っているかわからない
・「I don ’ t  unders tand .」や「Excuse  me?」など、聞き返すようにしましょう。 
・何度聞き返しても良いので、分からないまま曖昧に「Yes」など答えないようにしてください。その結果、最悪入

国拒否などの決定を下された場合、後で「そういうつもりはなかった」と撤回することはできません。
・審査官は怖い顔をしていますが、皆さんは英語が分からなくて当然です。英語が分からないからといって責め
られることは無いので、落ち着いて対応するようにしてください。 

・必要な書類はすぐ出せるところに用意しておき、何を言われているか分からない場合は全て見せてしまいましょう。

■飛行機が遅れて、乗り継ぎの飛行機を逃してしまった
・航空会社のカウンターへ行き、次で一番早い飛行機の席を取ってもらいましょう。 
・大きな空港では、日本人のスタッフも居る場合がありますので、「I want  to  ta lk  to  a  Japanese  s taff .」等、聞

いてみましょう。 
・代替便が決まったら、BRAND NEW WAYへ必ず連絡をしてください。 

■ロストバゲージ？！自分の荷物が出てこない
・荷物ピックアップの場所から出て行ってしまうと戻ってこられません。まずは周りを見渡し、バゲージカウンタ

ーを見つけましょう。 
・チェックインの際、航空券に貼り付けられるクレームタグを持って、バゲージカウンターへ行きましょう。 
・「My luggage  i s  miss ing」など、荷物が見つからない旨を伝えると、書類へ記入するように言われます。 
・大抵は次の便などに乗って来るため、そのまま待つか、自宅へ届けてくれます。 
・自宅へ届けてもらう場合は、滞在（ホームステイ）先の住所を記入します。 



e TA取得のご案内
カナダにビジター（観光）ビザで空路で入国する方は、日本から渡航する場合日本出国前に電子渡航認証システム
「eTA（Electronic  Travel  Author izat ion）」を取得しておくことが義務付けられております。eTA自体はビザ
ではなく、外国人がカナダ行きの航空機に搭乗するにあたってのテロなどの治安上の事前審査制度です。

■ 下記の方は対象外で、申請は不要です。
・車やバスなどの陸路、または船などの海路でカナダに入国する方

・カナダの永住権保有者

・ワーホリ、学生などのビザの許可証を保持している方　※許可証の2枚目にeTAに関する記述があります

■ eTAの詳細
有効期限： 申請から5年ないし、またはパスポートの有効期限まで

申請時必要なもの： メールアドレス、パスポート、クレジットカード

申請料： $7 （カナダドル）　※クレジットカード払い

申請方法： 下記eTA公式ページ（日本語）からオンラインで申請

http : / /www.c ic .gc .ca/engl i sh/v i s i t /eta- facts - ja .asp

■ 申請用紙記入方法詳細（日本語）
http : / /www.c ic .gc .ca/engl i sh/pdf/eta/ japanese .pdf
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