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Welcome Page

ＥＳＴＡウェブサイトへようこそ

ビザ免除プログラムを利用し、米国に渡航
しようとしている海外旅行者は、現在は強
化された安全基準を遵守することが求め
られます。ビザ免除プログラムに基づき渡
米をきぼうする全ての渡航者は、以下の
プロセスにしたがって渡航認証を受ける必
要があります。

申請書の入力 申請書の送信 申請番号の受領・記録 申請に対する回答の受領

質問がある場合は
各ページの上にある
ヘルプをご参照くだ
さい。
全て英語で回答して
ください。必須項目
は赤の星印(＊）で

表示されています。

渡米のためＥＳＴＡを申請する 更新または以前渡米の際に提出したＥＳＴＡの状況確認

ようこそ

ようこそ



Welcome Page

申請に関する以下の情報を提
供してください。

申請番号 ＊
生年月日 ＊

日 ＊
月 ＊
年 ＊

パスポート番号 ＊

更新または以前渡米の際に提出
したＥＳＴＡの状況を確認する

下記に該当する場合選択：
• 以前、ＥＳＴＡ申請を提出し、下
記の1つを行いたい場合：

・ ＥＳＴＡの状況確認
・ ＥＳＴＡの更新

どのような情
報を更新でき
ますか？

更新・提出済ＥＳＴＡの資格
確認が必要な方

新規に申請をする方

ようこそ

どの国がビザ免除プログラムに参
加していますか？

申請書にはどのような情報を入力
する必要がありますか？

渡米のためにＥＳＴＡを申請する

下記に該当する場合に選択：
• ビザ免除プログラム参加国の国民

• 現在訪問ビザ(短期商用･観光）を保

持していない

• 90日以下の旅行である

• 商用または観光のための渡米である



Disclaimer Page

電子渡航認証システム(ＥＳＴＡ）は法施行機関のデ

ータベースとの照合を行います。ビザ免除プログラ
ムを利用して米国に入国する全ての渡航者は、搭
乗前にこのシステムからＥＳＴＡを取得することが義
務付けられています。

ＥＳＴＡ申請が承認されている場合、渡航資格があ
ることが証明されたことになりますが、ビザ免除プロ
グラムに基づき米国に入国が認められることを証明
するものではありません。米国に到着すると、入国
地で税関国境警備局審査官の審査を受けることに
なりますが、ビザ免除プログラムに基づき、または
米国法による何らかの理由で入国拒否と判定され
ることがあります。

ＥＳＴＡの資格がないと判定されても、渡米のための
ビザ申請ができないということではありません。

あなた自身またはあなたに代わる第三者により提
供された全ての情報は、真実、且つ正確なものでな
ければなりません。ＥＳＴＡは、ＥＳＴＡ資格に影響を
与えるような新しい情報など、何らかの理由により
いつでも取り消されることがあります。あなた自身ま
たは代行者により提出された電子渡航認証申請に
おいて、故意に重大な偽り、虚偽、または詐欺の供
述あるいは表明を行った場合には、行政処分や刑
事処分を受けることがあります。

上記内容を読み、理解したことを示してください。
「はい」、私は内容を読み、理解しました。
「いいえ」、私はさらに説明が必要です。承認を拒否
します。

免責事項

免責事項



Applicant Information

申請

ステップ １

申請書の入力
以下の情報は、８ＣＦＲ217.2に記載され

た国の国民で、訪問者ビザを持っていな
い全ての非移民訪問者が入力する必要
があります。全ての項目を入力してくださ
い。同行渡航者は全員申請する必要が
あります。

全ての回答を英語(ローマ字）で入力して

ください。必須項目は、赤の星印（＊）が
ついています。

姓 ＊

名 ＊

申請者情報

生年月日

国籍のある国 ＊

現在の居住国 ＊

電話番号

国番号

番号

日 ＊

月 ＊

年 ＊

性別(男/女） ＊

Ｅメールアドレス

申請者情報



Passport and Travel Information

米国滞在中の住所

パスポート情報

パスポート番号 ＊ パスポート発行国 ＊

パスポート発行日 パスポート有効期間満了日

日 ＊

月 ＊

年 ＊

渡航情報

航空会社コード

便名

航空会社および便名

住所欄 １ ＊ 住所欄 ２

都市 ＊

搭乗する都市

パスポートおよび渡航情報

州 ＊



Eligibility Questions

A) 伝染病にかかっていますか；身体的または
精神的障害を患っていますか；麻薬常習者
あるいは麻薬中毒者ですか？ ＊

B) これまでに不道徳な行為に関わる違法行為
あるいは規制薬物に関する違反を犯し逮捕
されたこと、あるいは有罪判決を受けたこと
がありますか；2つ以上の罪を犯して合計5年
以上の禁固判決を受けたことがありますか；
規制薬物の不正取引をしたことがありますか
；犯罪活動あるいは不道徳な行為を行うため
に米国へ入国しようとしていますか？ ＊

C) これまでに、あるいは現在スパイ行為、破壊
活動、テロリスト活動または集団殺戮に関係
したことがありますか、あるいはしています
か；1933年から1945年の間に何らかの形で

ドイツ･ナチス政府やその同盟関係諸国に関
連して迫害行為に関係していましたか？ ＊

D) 米国で働くつもりですか；米国から国外退去
あるいは強制送還されたり出国を命ぜられ
たことがありますか；不正手段または虚偽の
申告によって米国ビザ取得あるいは米国へ
の入国を試みたことがありますか？ ＊

E) 親権を持つ米国市民からその子供を取り上
げ拘束し、あるいはその親権を渡さなかった
ことがありますか？ ＊

F) 米国ビザまたは米国入国を拒否されたこと
がありますか、または、発行された米国ビザ
を取り消されたことがありますか？

「はい」の場合： いつ どこで

Ｇ） 訴追免責を主張したことがありますか？ ＊

利用条件に関する質問

下記のいずれかが該当しますか？ （「はい」または「いいえ」で回答してください）

これらの質問に対し、さらに説明が必要な場合は選
択してください。



Waiver of Rights
権利の放棄： 私はＥＳＴＡで取得した渡航認証
の期間中、米国税関国境警備局審査官の入国
に関する決定に対して審査または不服申立てを
行う、あるいは亡命の申請事由を除き、ビザ免
除プログラムでの入国申請から生じる除外措置
について異議を申立てる権利を放棄する旨の説
明を読み、了解しました。

上記の権利放棄に加え、ビザ免除プログラムに
基づく米国への入国の条件として、私は、米国に
到着時の審査において、生体認証識別(指紋や

写真など）を提出することにより、米国税関国境
警備局審査官の入国に関する決定に対して審
査または不服申立てを行う、あるいは亡命の申
請事由を除き、ビザ免除プログラムによる入国
申請から生じる除外措置について異議を申立て
る権利を放棄することが再確認されるものである
ことに同意します。

＊ 証明： 私、申請者は、本申請書の全ての
質問事項および記載事項を読み、または代読し
てもらい、本申請書の全ての質問事項および記
載事項を理解したことを証明します。本申請書で
記述した回答および内容は、私の知る限りまた
信じる限りにおいて真実、且つ正確なものです。

申請者に代わり、申請書を提出する第三者とし
て、私は、本申請書に名前が記載された人(申請

者）に本申請書の全ての質問事項および記載事
項を読み上げたことを証明します。私は、さらに、
申請者が本申請書の全ての質問事項および記
載事項を読み、または代読により、理解し、また
米国税関国境警備局審査官の入国に関する決
定に対して審査または不服申立てを行う、あるい
は亡命の申請事由を除き、ビザ免除プログラム
による入国申請から生じる除外措置について、
異議を唱える権利を放棄することを証明している
ことを証明します。本申請書で記述した回答およ
び内容は、申請者の知る限り、また信じる限りに
おいて真実、且つ正確なものです。

当ウェブサイトの技術的な問題を報告する場合には、ESTAsupport@dhs.gov へＥメールしてください。

権利の放棄



Application Review 申請書の確認

申請書の送信

確認のため、パスポ
ート番号を再度入力

してください。 ＊

上記画像の文字を入力

してください。 ＊

ステップ ２

申請書の送信



Application Number

申請番号

ステップ ３

申請番号の受領・記録

申請番号を控えてお
いてください。申請
番号は、後日、申請
状況の確認が必要
になった場合に必要
です。

申請番号

申請番号

次へ



Response – Authorization Approved
回答 – 渡航認証承認

あなたの渡航認証は承認され、ビザ免除プログラムに基
づき米国に渡航することができます。この回答は、米国へ
の入国を保証するものではありません。最終決定は入国
地で税関国境警備局審査官が行います。

必要に応じて、認証を受けた申請の次の情報を更新する
ことができます： 米国滞在中の住所、フライト情報、Ｅメー
ルアドレスおよび電話番号。あなたの渡航認証にアクセス
する場合は、申請番号、パスポート番号、生年月日が必要
です。申請書の他の情報を変更する必要がある場合は、
新たな渡航認証を申請する必要があります。

控え用として、この画面を印刷できますが、渡航の際に、
認証のコピーの提示を求められることはありません。

このサイトを終了することも、別の渡航者のために申請書
を提出することもできます。

ステップ ４

申請に対する回答の受領

申請番号 有効期限

回答

渡航認証承認



Response – Travel Not Authorized

回答
ステップ ４

申請に対する回答の受領

回答 – 渡航認証拒否

あなたは、ビザ免除プログラムによる米
国への渡航を承認されませんでした。渡
航のためには国務省からビザを取得す
ることも可能です。ビザ申請手続きにつ
いての詳細は、www.travel/state.govで
ご確認ください。

控え用にこの画面を印刷できます。

このサイトを終了することも、別の渡航者
のために申請書を提出することもできま
す。申請番号

渡航認証拒否



Response – Authorization Pending
回答 – 渡航認証保留

回答

ステップ ４

申請に対する回答の受領

あなたの申請に対し即座に判定でできないため、渡
航認証は審査中です。この回答は、良くない事実が
見つかったことを示すものではありません。判定は
72時間以内に受取れます。このウェブサイトに戻り、

「以前提出した米国への渡航認証申請の更新また
は状況の確認」を選択してください。申請状況を確認
するためには、申請番号、パスポート番号および生
年月日が必要です。

控え用にこの画面を印刷できます。

このサイトを終了することも、別の渡航者のために申
請書を提出することもできます。申請番号

渡航認証保留



Welcome Page

更新あるいは以前渡米の際に提
出したＥＳＴＡの状況を確認する

下記に該当する場合に選択：
• 以前、ＥＳＴＡ申請を提出し、下
記の1つを行いたい場合：

・ ＥＳＴＡの状況確認
・ ＥＳＴＡの更新

どの国がビザ免除プログラム
に参加していますか？

申請書にはどのような情報を
入力する必要がありますか？

渡米のためにＥＳＴＡを申請する

下記に該当する場合に選択：
• ビザ免除プログラム参加国の国民

• 現在訪問ビザ(短期商用･観光）を保

持していない

• 90日以下の旅行である

• 商用または観光のための渡米である

どのような情
報を更新で
きますか？

新規に申請をする方
更新または提出済ＥＳＴＡの状況

確認が必要な方

申請に関する以下の情報を提供
してください。

申請番号 ＊
生年月日 ＊

日 ＊
月 ＊
年 ＊

パスポート番号 ＊

ようこそ



Update Page 更新

更新

下記の情報のいずれも更新できます。渡航
認証の他の情報の変更がある場合はＨｅｌｐ
(ヘルプ）を参照してください。

Ｅメールアドレス 電話番号

住所欄 1

搭乗する都市

航空会社および便名

住所欄 2

都市 州

国番号

航空会社コード

便名



Questions?

ESTA Program            
Management Office

(202) 344-3710

esta@cbp.dhs.gov

*All Screen shots are subject to change 
without notice.

Questions?

ご質問は？

この情報は予告なしに変更されることがあります。

mailto:esta@cbp.dhs.gov
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