
2017ウムラ申請書類一覧 (2) 
 

1. 外国籍の方でカップルでいく場合、結婚証明書が必要です。 

（有効期限：出発日まで、発行日から 3ヶ月以内） 

英文の結婚証明書コピーに発行国大使館で認証し、オリジナルスタンプをもらってください。 

※証明書が英語以外の場合は、必ず英訳を付けてください。 

  ※日本国籍の方は、3.戸籍謄本で証明できますので不要です。 

 

2. 【子供のみ】出生証明書（有効期限：出発日まで、発行日から 3ヶ月以内） 

 【外国籍の方】 

英文出生証明書コピーに発行国大使館で認証をし、オリジナルスタンプをもらってください。 

【日本国籍の方】 

以下 3.戸籍謄本原本に含まれていれば不要。 

 

3. 【日本国籍のみ】戸籍謄本原本とそれぞれの英訳  

戸籍謄本原本に外務省認証をすませ、それに英訳をつけてください。 

※英訳には押印不可なので、後で添付するのみ。  

※自己翻訳可（翻訳した用紙の最後に、翻訳者の名前、直筆サインと日付、印鑑を押す） 

 

4. 英文就業証明書原本または英文学生証明書原本（有効期限：発行日から 3ヶ月以内）サンプル参照。 

サイン以外は手書き不可。 

ヘッドレター、発行日、会社/学校の公印、上司/学長の役職名とその方のサイン必須 

 

5. 英文健康診断書原本とコピー （有効期限：出発日まで発行日から 3ヶ月以内） 

※用紙は事前にこちらでお渡しします。どの病院でも構いません。日付・病院の公印・院長サイン必須 

 

6. 髄膜炎の予防接種証明書（型：CWY35もしくは ACYW135）原本とそのコピー 

インフルエンザの予防接種の原本とそのコピー 

摂取受信可能病院リストがありますが、その他の病院でも構いません。 

発行日・病院の公印・院長サイン必須。出発日まで有効期限(発効日から 3年以内)が残っている必要があ

ります。※こちらの原本は後ほど返却されます。 

 

7. 【10歳以下のお子様のみ必須】ポリオの予防接種の原本とそのコピー 

  

8. 【ムスリムに改宗された方】英文ムスリム証明書の原本とコピー ※こちらの原本は、後程返却されます。 

 

9. Air 1 Travel参加契約書原本にサイン、アラビア語と英語で全部でページあります。それを１セットとし、

2部作成し両方にサインして一部のみ返却下さい。1部はご自分用に保存して下さい。１人１セットずつ

必要です。 

  

 



Umrah VISA REQUIREMENTS 2017(2) 
     

1- (For only couple who traveling together , people who travel alone man or 
women no need ) Copy of Marriage certificate ( must be legalize with original stamp from your 
embassy in Japan ) valid for 3 months from Legalize date  
 

2- ( for only child who will travel with their parents ) Copy of child Birth certificate  
( must be legalize with original stamp from your embassy in Japan ) valid for 3 months from 
Legalize date  

 

3- ( for only Japanese Nationality ) Original Family registration ( Koseki Tohon ) must stamp 
from ministry of foreign affairs ( gaimusho ) , after stamp the Original from ( gaimusho ) please 
translate it to English valid for 3 months from Legalize date  
 

Notice 1: ( gaimusho ) stamp only for original no need for the Translation  

Notice 2: for the translation must be signed by translator and date of translate must be 
mentioned  

 
4- Original Job Certificate or student certificate  

Notice : Job certificate or student certificate must written by computer not by hand also must 
have date of issue , company or university stamp , manager sign and print with company 
or university head letter 

5- Original health certificate must be in English and must have the date of issue, doctor sign , 
hospital stamp and print with hospital head letter and applicant name , date of birth , passport 
number and nationality  
 
Notice: health certificate valid 3 months from issued date  

 

6- Original Meningitis Vaccine + Copy ( Vaccine code is :CWY35 or ACYW-135 ) and original     

Influenza vaccine + Copy   

 

Notice: the Certificate must be stamp from hospital and signed from doctor and have date of 
issue and applicant name and date of birth. 

 

7- ( only for child under 10 years) Poliomyelitis Vaccination + Copy 
 

8- ( for only new Muslim ) Muslim certificate Original and copy for only people who didn’t born         
as Muslim              

 

Notice: all original documents will be return to you after visa issue . 

 

9- Please send for us the contract after you file out your information in the last page and sign it. 
Notice: you will have to copies with 2 languages (Arabic & English) please attach both 

together and send it to us after your sign.  
 

If you have any questions, please feel free to contact us. 

Air1Travel 
TEL:03-6435-1145  (MON ~ FRI: 9:00~18:00 Ex. National Holiday) 

Mobile:080-4799-2181 (MON ~ FRI: 9:00~18:00 Ex. National Holiday) 

TEL:03-6435-1145
TEL:03-6435-1145


e-mail:hajj@air1travel.com 

Futaba Bldg.501 3-4-18, Mita Minato-ku Tokyo 108-0073 Japan 


