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神奈川県行政書士会の VISA 電話無料相談
VISA（日本語）
VISA（日本語）
か な が わ け ん ぎょうせい し ょ し か い こ く さ い ぶ

むりょう で ん わ そうだん

【神奈川県 行 政 書士会国際部】による VISA の無料電話相談
さしょう

しゅとく

こうしん

へんこう

えいじゅうきょか

き か とう

ざいりゅうてつづき

かん

おこまり

かた

VISA( 査 証 )の 取 得 、 更 新 、 変 更 、 永 住 許 可 、帰化 等 の 在 留 手 続 に 関 しお困りの 方
せんもんか

ぎょうせいしょし

むりょうでんわそうだん

う

VISA専
VISA 専 門 家 の 行 政 書士が 無 料 電話 相 談 をお受けします。
そうだんじかん

しゅくじつ

相 談 時間

のぞ

まいしゅうきんようび

祝 日 を 除 く 毎 週 金 曜 日 13：30～
30～16：
16：30 のあいだです。

うけつけでんわばんごう

受 付 電話番号

０４５－２２７－５５６０におかけください。
０４５－２２７－５５６０におかけください。

でんわそうだんたいおうしゃ

しんせいとりつぎぎょうせいしょし

電話 相 談 対 応 者

申 請 取 次 行 政 書士がおはなしします。

たいおうげんご

にほんご

対 応 言語

日本語、英語、 中 国 語 でおはなしします。

かい

そうだん

1回の相 談
そうだんりょう

●相 談 料
きがる

おでんわ

えいご

ちゅうごくご

ぷんいない

30 分 以内です。
むりょう

無 料 です。
ください

せんもんか

こんせつ

こ た

お気軽にお電話を下さい。 専 門 家 が 懇 切 にお答え
にお答えします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

VISA（英語）
VISA（英語）

Free consulting for VISA Procedure
by【
by【Gyoseishoshi Association of Kanagawa】
Kanagawa】
The Gyoseishoshi (the Specialist for the Immigration) consults about Residence procedure
such as VISA,
VISA the Permission for the Residence Status, the Permanent Residence
Residence and the
Naturalization. Free consultation provided through telephone.
The consultation time
From 13:30 to 16:30 every Friday except holiday
Telephone number
045045-227227-5560
Telephone consultant
The Specialist for the Immigration
consultant
Language for consultation
Japanese, English, and Chinese
consultation
Consulting
Up to 30 minutes per call
onsulting time
Consulting fee
Free
Please feel free to call us,
us, and the specialist will answer.

VISA（中国語）
VISA（中国語）

“神奈川县行政书士会国际部”
神奈川县行政书士会国际部”提供的免费电话咨询服务
想办理就职
想办理就职签证
就职签证、
签证、投资经营签证、
投资经营签证、永住签证、
永住签证、归化等任何签证相关事宜都可以来电咨询。
归化等任何签证相关事宜都可以来电咨询。
我们将真诚为您服务！
我们将真诚为您服务！
受理时间
每星期五 13：
13：30～
30～16：
16：30 （除节假日）
除节假日）
咨询电话
045045-227227-5560
电话咨询人员
入管局登记的行政书士（
入管局登记的行政书士（可代办申请的行政书士）
可代办申请的行政书士）
对应语言
日语，
日语，英语，
英语，中文
咨询时间
30 分钟以内/
分钟以内/一次
咨询费
免费
欢迎拨打免费咨询电话 045经验丰富的专家将竭诚为您服务！
045-227227-5560
经验丰富的专家将竭诚为您服务！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

VISA（韓国語）
VISA（韓国語）
비자
귀하등 재류수속에 관하여 어려움을 겪고 게시는 분
영주허가
전문가의 행정 서사가 전화 무료 상담을 받겠습니다.
받겠습니다.
상담시간:
제외한 매주 금요일 13:
상담시간:축일을
13:30～
30～16:
16:30
045접수 전화번호
045-227227-5560
전화상담 대응자
신청 중개 행정 서사
대응 언어
일본어 영어 중국어
상담 시간
30 분 이내
상담료
무료
선선히 전화 해 주십시오.
주십시오. 전문가가 간절하게 대답하겠습니다.
대답하겠습니다.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

VISA（タイ語）
VISA（タイ語）

บริการให้ คําปรึกษาเรืองวีซ่าฟรี
โดย【
【สมาคมเกียวเซโชฉิ ของคานากาวา】
】
เกียวเซโชฉิ (ผูเ้ ชี ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง) ให้คาํ ปรึ กษากระบวนการพํานัก เช่น วีซ่า, การขอใบอนุญาตพํานักถาวรและการเปลียนสัญชาติ
การขอใบอนุญาตพํานักถาวรและการเปลียนสัญชาติ บริ การให้คาํ ปรึ กษาฟรี ทางโทรศัพท์
เวลาให้คาํ ปรึ กษา

จาก13:30
13:30 ถึง 16:30 ทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

เบอร์ โทรศัพท์

045045-227227-5560

ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา

ผูเ้ ชี ยวชาญด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง

ภาษาในการบริ การปรึ กษา

ญีปุ่น,, อังกฤษ,, และจีน

ระยะเวลาในการบริ การ

ไม่เกิน 30 นาทีต่อครั4ง

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

โปรดโทร.. ปรึ กษาเรา ยินดีให้บริ การ

VISA（カンボジヤ語）
VISA（カンボジヤ語）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
VISA（スペイン語）
VISA（スペイン語）
El Dpto. de Asuntos Internacionales
Secretaría Administrativa de la Prefectura de
Internacionales de la
Kanagawa, realizará consultas gratuitas por teléfono sobre el procedimiento de la obtención
de la visa.
Secretarios expertos atenderán sus consultas por teléfono, en forma gratuita, a los
residentes
residentes que tienen dificultades sobre el procedimiento de la obtención de la visa,
renovación, cambio de
categoría, visa de residencia permanente, naturalización, etc.
Horario de consulta

Todos los viernes ( excepto los feriados )
de 13:30 a 16:30 hrs.
Número de teléfono
Llame al 045045-227227-5560
Consejero
Experto sobre inmigración
Se pueden consultar en los Japonés, inglés y chino.
siguientes idiomas
Duración de una consulta
Es de 30 minutos por llamada
Coste de la consulta
Es gratuito
Llame sin compromiso,
compromiso, el experto le explicará con todo detalle.

VISA（ポルトガル語）
VISA（ポルトガル語）
Consulta grátis sobre o VISTO pelo Setor Internacional da Associação dos Escrivões
Administrativos da província de Kanagawa
O Escrivão Administrativo (Gyoseishoshi) especializado realiza consultas gratuitas através
do telefone para as pessoas com dúvidas sobre a obtenção, renovação ou mudança do VISTO,
ou ainda sobre o visto permanente ou naturalização.
Horário de consulta
Número do telefone
Atendente da consulta telefônica
Idiomas da consulta
Tempo de consulta
Taxa da consulta

Todas as sextassextas-feiras das 13:30 às 16:30 h, exceto nos feriados.
feriados.

045045-227227-5560
O Escrivão Administrativo (Gyoseishoshi) atende a solicitação
A consulta pode ser feita em japonês, inglês ou chinês
Até 30 minutos
Grátis

Por favor entre em contacto conosco sem nenhuma preocupação. O especialista lhe atenderá
gentilmente.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
VISA（タガログ語）
VISA（タガログ語）
外国人無料相談
Eskedyul ng Libreng Konsultasyon
Petsa at Oras
受付時刻
Konsultasyon:
相談時間
Gamit na Salita
対応言語
Telepono
電話番号

Tuwing Biyernes 1:30~4:30 ng Hapon
(maliban sa pulang kalendaryo ng Japan or pista opisyal)
13:30~16:30 受付曜日 毎週 金曜日（年末年始・祝日を除く）
Walang Bawat / libre
30 分以内/
分以内/ 1 回
hapon, Ingles, Chinese
日本語･英語・中国語
0045(GyoseiAssociation
of
Kanagawa
45-227
227-5560
(Gyosei-Syosi
International Affairs Division)

備考
個別に契約した場合は有料
Paalala
Pag mayroon ng kasunduan (kontrata) may bayad na
Kami sa “Gyosei“Gyosei-Syoshi” ay tumatanggap ng mga konsultasyon tungkol sa visa sa
Japan, pamamaraan ng apliksyon sa immigration at iba pa.
Tignan ang nakasulat na schedule at tumawag sa 045045-227227-5560
“Gtyosei –shosi Association ng kanagawa”

VISA(インドネシア語
VISA(インドネシア語)
インドネシア語)

Konsltasi gratis melalui telepon mengenai
mengenai VISA oleh
Asosiasi Kanagawa ahli Administrasi Menulis
VISA（
ISA（Bahasa Indonesia）
Indonesia）

Konsultasi gratis melalui telepon mengenai VISA oleh【
oleh 【 Asosiasi
Kanagawa ahli Administrasi Menulis Bagian Internasional】
Internasional】
Ahli Administrasi Menulis yang khusus bidan VISA prosedur akan kasi konsultasi
kepada orang yang ingin menanya tentang
tentang prosedur tempat tinggal tetap seperti mendapat
VISA, perpanjangan VISA, perubahan VISA, VISA Permanen, Naturalisasi dan lainlain-lain.
Jam konsultasi
Nomor telepon
penerimaan
Penasihat yang
telepon konsultasi
Bahasa yang
pemerimaan
Waktu konsultasi
setiap 1 kali
Biaya konsultasi

Dari 13:30 sampai 16:30 setiap hari jumat kecuali hari libur
Silakan menelepon dengan ０４５－２２７－５５６０
Administrasi Menulis yang perwakilan permohonan kepada kantor
Imigrasi
Kami kasi konsultasi dalam bahasa Jepang, Inggeris dan Cina
Di dalam 30 menit
menit
Gratis

Silakan menelepon tanpa malumalu-malu. Ahli akan menjawab dengan baik hati.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

