
 

外交ビザ / 公用ビザ申請のための必要書類 

全ての書類は英語またはポルトガル語でご準備の上、提出して下さい。 

外交ビザと公用ビザの申請は申請代金は無料です。 

シングルエントリービザ、マルチプルエントリービザ、どちらのタイプのビザの申請も可能です。 

モザンビークに長期赴任する場合は、シングルエントリービザの申請をしてください。 

 

必要書類 

外交パスポートまたは公用パスポート  

● モザンビークへの入国予定日から残存期間が 6 か月以上あること。 

● 査証余白は連続 4 ページ（見開き）以上あること。 

 

パスポートの写真ページのカラーコピー一部 

 

記入済み申請書一部 

● 申請書２ページ目の署名は必ず渡航者本人が、青色または黒色の油性ボールペンなどインクが消え

ないペンを用いて、パスポートにあるものと同じ署名をすること。 

 

証明写真 1 葉 

● サイズは約 3.5ｃｍ×4.5ｃｍ、白黒・カラー印刷のいずれも可。 

● 同じ年に再申請の場合は、2 回目以降の申請の際は写真不要。 

 

予約済み往復航空券控え 

● E チケットお客様控え（E チケットのコピーも可）または旅行会社発行の予約確認書（航空会社の

予約番号が確認でき、行先（国名）がアルファベット表記されていること）を提出。 

● 長期赴任の場合は予約済み片道航空券控えを提出。 

 

イエローカード(黄熱病の予防接種証明書)のコピー 

● 経由地によってはイエローカードの提出が必要。 

● 提出の必要の有無については「基本情報」を要参照。 

 

口上書 

 

日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドのいずれかのパスポートを用いての申請ではない場合、着

任国外務省発行の外交官身分証明書等の書類のコピー 

 

 

 



 

Requirements for Diplomatic Visa / Official Visa Application 

Please prepare all the documents using English or Portuguese language. 

Visa application fee for Diplomatic visa and Official visa is free of charge. 

Single entry visa or Multiple entry visa can be issued on Diplomatic and Official passports.  

For a long term assignment, please apply for a Single entry visa. 

 

Diplomatic Passport or Official Passport 

● More than 6 months of validity from the planned entry date to Mozambique is required 

● Required at least 4 consecutive blank pages 

 

Copy of passport ID page in color 

  

1 Application Form 

● Please be sure to use blue or black ballpoint pen and use the same signature that appear on your 

passport when you sign on the visa application form. 

 

1 Passport size Photograph  

● Size approximately in  3.5cm*4.5cm, can either be in color or black & white print 

● No need to submit photo after 2nd visa application in the same year 

 

Itinerary (Round-trip ticket) 

● The copy of E-ticket or reservation confirmation from airline companies or travel agency. Make sure 

that the copy of E-ticket or reservation confirmation have reference/confirmation numbers. 

● For a long term assignment, please submit a copy of one-way itinerary. 

 

Copy of Yellow Card 

● Required to submit a copy of Yellow Card (International Certificate of Vaccination, against Yellow 

Fever) depending on your travel route.  

● Please refer to the ”General Information” to learn if you are required to submit a copy of yellow card.  

 

Note Verbale 

 

A copy of identification document, such as Diplomatic ID card, issued by the Ministry of Foreign Affairs of the 

appointed country of mission, in case the visa applicant is Non-Japanese, Non-South Korean, Non-

Australian, nor Non-New Zealand Diplomatic or Official Passport holder. 


