※その他用様式
This form may be used for other purposes than the application of tax treaties
日本国居住者記載欄
For use by a resident of Japan

居 住 者 証 明 書 交 付 請 求 書
国 税 庁
National Tax Agency

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF RESIDENCE IN JAPAN
記載に当たっては留意事項・記載要領を参照してください。
税務署長 あて

請求日 Date of request:
Information on the applicant:

【代理人記入欄】Information on the agent
※代理人の方のみ記入してください。
住所 Address
氏名

年

月

日

※日本語及び英語で記入してください。

住
所
（納税地）
Address

Name

（フリガナ）
氏
名
又
は
法 人 名
Name of
natural
person or
corporation

㊞
（電話番号 Telephone number

）

※代理人の方が請求される場合は委任状が必要です。

下記のとおり居住者証明書の交付を請求します。

※日本語及び英語で記入してください。

（電話番号 Telephone number：

）

I hereby request the issuance of certificate of residence as follows:
本人又は代表者の記名・押印 Signature and seal

㊞
※代理人の方が請求される場合、本人又は代表者の記名・押印は不要です。

記
提出先の国名等
Name of the State to which
this certificate is submitted
請求目的
Purpose of
Certification

※日本語及び英語で記入してください。

□ 租税条約非締結国の所得税の軽減又は免除 To claim exemption from or reduction of income tax imposed by a non-treaty jurisdiction
□ 付加価値税の軽減又は免除 To claim exemption from or reduction of value added tax imposed by a foreign country
□ その他（内容を記載） Others (please specify):

対象期間
Period
concerned
(Optional)
以下の事項を申述します。

I hereby declare that:

□ 請求者は租税の適用上日本国の居住者であること
申述事項
Declaration

The applicant is the resident of Japan for tax purposes;

□ 当該請求は専ら居住性の証明のためになされ、提出 This application is made only for the purpose of residency certification, and is not used
先国の他の要件の充足のために用いられるものではな for fulfilling other requirements under the laws of the state to which this certificate is
いこと
submitted; and,
□ 本請求書の情報は真正かつ正確であること

The information in this application is true and correct.

□
証明書の
請求枚数
Requested
number of
copies

※本交付請求書は、居住者証明書の必要部数＋１部を提出してください。

枚

整理番号
Reference
number
(Optional)

税 務 署 記 載 欄
For use by Tax Office

居 住 者 証 明 書
CERTIFICATE OF RESIDENCE IN JAPAN
国 税 庁
National Tax Agency
当方の知り得る限りにおいて、上記の請求者は、日本国の税法の適用上、日本国居住者であることをここに証明します。

I, the undersigned acting as District Director of the Tax Office of the National Tax Agency, hereby certify that, to the
best of my knowledge, the above applicant is the resident of Japan for the purpose of Japanese tax laws.
・証明日

Date of certification:

・証明番号

Certificate number:

・税務署名及び役職名

Name of Tax Office
and title:

・氏名

Print Name：

官印 Official Stamp

