
入国時の注意

入国の流れ

❶入国審査でワーキング・ホリデービザ許可証を提出する。

❷別室（イミグレーションオフィス）に移動し、審査官との簡単な面談を行う。

❸ワーキング・ホリデービザ発行、オフィス退出。

❹荷物を受取り、税関を通過。

❺入国ゲートを通り、カナダ入国。（空港出迎をお申込みされている方はスタッフと合流。）

日本で受け取ったワーホリ許可証はビザではありません。許可証の内容が合ってい
るかの確認の為、審査官は様々な質問をしてきます。説明が不十分の場合、予定
より短い期間のビザが発行さたり、ビザの発行許可が下りない場合もありますの
で、質問された時の為に下記の書類は必ずご用意ください。

・滞在先の住所、連絡先
・学校を申し込んでいる場合、学校の入学許可証※学生ビザ入国との誤解を避け
るため、聞かれた場合のみ提示してください。

・弊社住所、連絡先　
・保険証（2013年よりワーホリビザの規定にて、滞在期間中の保険加入が義務付けられています。保険は1年間
ご加入ください。）

・資金証明（カナダドル建て英文残高証明書、現金やクレジットカードなど。）

審査官は皆さんがまだ完璧な英語を話すわけではない、ということは考慮してくれますが、全くコミュニケーシ
ョンが取れない場合、無用なトラブルを招きます。ご自身でも、回答する英語例を用意されることをお勧めしま
す。（以下回答例も必ずご参照ください。）

ワーキングホリデービザを受け取ったら、その場で必ず有効期限、名前のスペル、性別等記載内容をご確認くださ
い。審査官の間違いなどで1年より短い期間で発給されるケースも実際にあります。

以下に面談時の対応方法について参考例をご紹介します。英語でのやりとりとなりますが、無理をせず分かる言
葉で落ち着いて説明しましょう。例にあるもの以外にも色々聞かれると思いますが、正直に答えてください。
※回答内容は例としてトロントへの到着を想定しています。

Q.今回は何をしに来ましたか？
What is the purpose of your visit?
A.ワーホリで来ました。
Working Holiday Program and stay for 1 year. 

Q.具体的には1年間何をする予定ですか？
What do you plan to do for 1 year?
A.最初は学校で英語の勉強をして、その後こちらで仕事探しをするつもりです。旅行にも行きたいと思っています。 
First, I will study English at school, then I will start looking for a part-time job. I also plan to travel all across Canada. 

Q.滞在先はどこですか？
Where are you going to stay?
A.ホームステイです。これが情報です。
At host family’s home. Here is the information. （ポイント：ホストファミリーまたはホテルの名前、住所、電話番号
など滞在先情報を提示すること。）

質問と解答例

Q.どうやって手配したの？
How did you arrange all of them from Japan?
A.留学エージェントに頼みました、名前はBRAND NEW WAY Inc .です。
An international student agency helped me. The agency’s name is BRAND NEW WAY. （ポイント： 必要な場合に備え
て、弊社現地オフィスの住所と電話番号を控えておきましょう）

Q.帰りの航空券は持っていますか？
Do you have a return air ticket?
A.はい。◯月◯日に帰国予定です
Yes, I do. I am planning to leave Canada on 〇〇.（ポイント：同時に帰りの航空券を見せましょう。）
※帰りの航空券が無い場合、もしくは日付が滞在予定と異なる場合は見せず、カナダで購入予定の旨を伝える 。
 I do not have a return ticket yet, but I will buy it in Canada. 

Q.滞在に充分な資金は持っているの？
Do you have enough funds that support your stay?
A.はい。手元には〇〇ドルあります。また日本の口座からお金を引き出せます。クレジットカードも持っています。
Yes, I have $〇〇 available with me, and I have a bank account in Japan that I can withdraw money through ATM
in Canada. I have a credit card available too. （ポイント：所持金や口座残高証明を見せましょう。）

■入国審査官が何を言っているかわからない
・「I don ’ t  unders tand .」や「Excuse  me?」など、聞き返すようにしましょう。 
・何度聞き返しても良いので、分からないまま曖昧に「Yes」など答えないようにしてください。その結果、最悪入

国拒否などの決定を下された場合、後で「そういうつもりはなかった」と撤回することはできません。
・審査官は怖い顔をしていますが、皆さんは英語が分からなくて当然です。英語が分からないからといって責め
られることは無いので、落ち着いて対応するようにしてください。 

・必要な書類はすぐ出せるところに用意しておき、何を言われているか分からない場合は全て見せてしまいましょう。

■飛行機が遅れて、乗り継ぎの飛行機を逃してしまった
・ 航空会社のカウンターへ行き、次で一番早い飛行機の席を取ってもらいましょう。 
・大きな空港等では、日本人のスタッフも居る場合がありますので、「I want  to  ta lk  to  a  Japanese  s taff .」等、

聞いてみましょう。 
・代替便が決まったら、BRAND NEW WAYへ必ず連絡をしてください。 

■ロストバゲージ？！自分の荷物が出てこない
・荷物ピックアップの場所から出て行ってしまうと戻ってこられません。まずは周りを見渡し、バゲージカウンタ

ーを見つけましょう。 
・チェックインの際、航空券に貼り付けられるクレームタグを持って、バゲージカウンターへ行きましょう。 
・「My luggage  i s  miss ing」など、荷物が見つからない旨を伝えると、書類へ記入するように言われます。 
・大抵は次の便などに乗って来るため、そのまま待つか、自宅へ届けてくれます。 
・自宅へ届けてもらう場合は、滞在（ホームステイ）先の住所を記入します。 
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❶入国審査でワーキング・ホリデービザ許可証を提出する。

❷別室（イミグレーションオフィス）に移動し、審査官との簡単な面談を行う。

❸ワーキング・ホリデービザ発行、オフィス退出。

❹荷物を受取り、税関を通過。

❺入国ゲートを通り、カナダ入国。（空港出迎をお申込みされている方はスタッフと合流。）

日本で受け取ったワーホリ許可証はビザではありません。許可証の内容が合ってい
るかの確認の為、審査官は様々な質問をしてきます。説明が不十分の場合、予定
より短い期間のビザが発行さたり、ビザの発行許可が下りない場合もありますの
で、質問された時の為に下記の書類は必ずご用意ください。

・滞在先の住所、連絡先
・学校を申し込んでいる場合、学校の入学許可証※学生ビザ入国との誤解を避け
るため、聞かれた場合のみ提示してください。

・弊社住所、連絡先　
・保険証（2013年よりワーホリビザの規定にて、滞在期間中の保険加入が義務付けられています。保険は1年間
ご加入ください。）

・資金証明（カナダドル建て英文残高証明書、現金やクレジットカードなど。）

審査官は皆さんがまだ完璧な英語を話すわけではない、ということは考慮してくれますが、全くコミュニケーシ
ョンが取れない場合、無用なトラブルを招きます。ご自身でも、回答する英語例を用意されることをお勧めしま
す。（以下回答例も必ずご参照ください。）

ワーキングホリデービザを受け取ったら、その場で必ず有効期限、名前のスペル、性別等記載内容をご確認くださ
い。審査官の間違いなどで1年より短い期間で発給されるケースも実際にあります。

以下に面談時の対応方法について参考例をご紹介します。英語でのやりとりとなりますが、無理をせず分かる言
葉で落ち着いて説明しましょう。例にあるもの以外にも色々聞かれると思いますが、正直に答えてください。
※回答内容は例としてトロントへの到着を想定しています。

Q.今回は何をしに来ましたか？
What is the purpose of your visit?
A.ワーホリで来ました。
Working Holiday Program and stay for 1 year. 

Q.具体的には1年間何をする予定ですか？
What do you plan to do for 1 year?
A.最初は学校で英語の勉強をして、その後こちらで仕事探しをするつもりです。旅行にも行きたいと思っています。 
First, I will study English at school, then I will start looking for a part-time job. I also plan to travel all across Canada. 

Q.滞在先はどこですか？
Where are you going to stay?
A.ホームステイです。これが情報です。
At host family’s home. Here is the information. （ポイント：ホストファミリーまたはホテルの名前、住所、電話番号
など滞在先情報を提示すること。）

こんな時には…

Q.どうやって手配したの？
How did you arrange all of them from Japan?
A.留学エージェントに頼みました、名前はBRAND NEW WAY Inc .です。
An international student agency helped me. The agency’s name is BRAND NEW WAY. （ポイント： 必要な場合に備え
て、弊社現地オフィスの住所と電話番号を控えておきましょう）

Q.帰りの航空券は持っていますか？
Do you have a return air ticket?
A.はい。◯月◯日に帰国予定です
Yes, I do. I am planning to leave Canada on 〇〇.（ポイント：同時に帰りの航空券を見せましょう。）
※帰りの航空券が無い場合、もしくは日付が滞在予定と異なる場合は見せず、カナダで購入予定の旨を伝える 。
 I do not have a return ticket yet, but I will buy it in Canada. 

Q.滞在に充分な資金は持っているの？
Do you have enough funds that support your stay?
A.はい。手元には〇〇ドルあります。また日本の口座からお金を引き出せます。クレジットカードも持っています。
Yes, I have $〇〇 available with me, and I have a bank account in Japan that I can withdraw money through ATM
in Canada. I have a credit card available too. （ポイント：所持金や口座残高証明を見せましょう。）

■入国審査官が何を言っているかわからない
・「I don ’ t  unders tand .」や「Excuse  me?」など、聞き返すようにしましょう。 
・何度聞き返しても良いので、分からないまま曖昧に「Yes」など答えないようにしてください。その結果、最悪入

国拒否などの決定を下された場合、後で「そういうつもりはなかった」と撤回することはできません。
・審査官は怖い顔をしていますが、皆さんは英語が分からなくて当然です。英語が分からないからといって責め
られることは無いので、落ち着いて対応するようにしてください。 

・必要な書類はすぐ出せるところに用意しておき、何を言われているか分からない場合は全て見せてしまいましょう。

■飛行機が遅れて、乗り継ぎの飛行機を逃してしまった
・ 航空会社のカウンターへ行き、次で一番早い飛行機の席を取ってもらいましょう。 
・大きな空港等では、日本人のスタッフも居る場合がありますので、「I want  to  ta lk  to  a  Japanese  s taff .」等、

聞いてみましょう。 
・代替便が決まったら、BRAND NEW WAYへ必ず連絡をしてください。 

■ロストバゲージ？！自分の荷物が出てこない
・荷物ピックアップの場所から出て行ってしまうと戻ってこられません。まずは周りを見渡し、バゲージカウンタ

ーを見つけましょう。 
・チェックインの際、航空券に貼り付けられるクレームタグを持って、バゲージカウンターへ行きましょう。 
・「My luggage  i s  miss ing」など、荷物が見つからない旨を伝えると、書類へ記入するように言われます。 
・大抵は次の便などに乗って来るため、そのまま待つか、自宅へ届けてくれます。 
・自宅へ届けてもらう場合は、滞在（ホームステイ）先の住所を記入します。 
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