
For international students 

short term visa for a graduate Student 

      

Students planning graduating and require a visa extension until the graduation ceremony or return 

to their countries can apply for a “short term visa for a graduate student”. You can apply for the visa 

yourself at Oita immigration bureau. 

   Please prepare the following documents before you go to Oita immigration bureau. 

� Documents required for application� 

1. A letter stating why you have to extend your visa, when the graduation ceremony is held, and when 

you are returning to your country. 

2. Certificate of Prospective Graduation (After Graduation, you should bring your certificate of graduation) 

3. All bankbooks. 

4. Passport 

5. Alien registration card or Residence card 

6. Departure ticket to leave Japan (If you have it.)  

7. 4,000 Yen 

  

《Oita immigration bureau》 

    OFFICE HOURS: 9:00~12:00, 13:00~16:00, Mon.-Fri. 

        ADDRESS: 1st floor Oita Homu Sogo Chosha, 7-5 Niage-machi, Oita-shi 

    Telephone: 097-536-5006 

◇◇◇◇How to get to the Oita immigration bureau by bus 

From Oita Ekimae Bus stop in Oita train station, get on the Oita Kotsu bus  

(No.1, 9, 19, AS60, AS61, AS71, AS54, AS70) and get off at “Oita Chuosho mae” stop. 

 

            

 

Oita chuosho mae bus stop

大分中央署前バス停 

Former immigration bureau 

旧庁舎 
Showa Street 

昭和通り 

Oita Station 

Transportation 交通 

15 minute walk from JR Oita station. 

JR 大分駅から徒歩 15 分 

１minute walk from “Oita Chuosho mae bus stop” 

大分交通バス「大分中央署前停留所」から徒歩約 1 分 

Oita Homu Sogo Chosha 1F 

大分法務総合庁舎１F 

Fukuoka Immigration bureau 

Oita Branch Office 

福岡入国管理局大分出張所 

Tel: 097-536-5006 



   

国際学生対象 

卒業生の帰国準備ビザについて 

卒業式の出席のためや帰国するまでの期間のためにビザを延長したい卒業生は、大分入国管理局で「帰

国準備ビザ」を申請することができます。 

以下の書類を準備して大分入国管理局へ行ってください。     

� 必要書類� 

１． なぜ延長したいのか、卒業式が行われる日、帰国予定日などを明記した理由書 

２． 卒業見込み証明書（卒業後は、卒業証明書の提示が必要です） 

３． 銀行通帳 

４． パスポート 

５． 外国人登録証明書または在留カード 

６． 帰国チケット （もしすでにチケットを予約していたら、持っていってください） 

７． 4,000 円 

 

《大分入国管理局大分入国管理局大分入国管理局大分入国管理局》 

    開室時間: 9:00~12:00, 13:00~16:00, 月―金. 

        住所: 大分県大分市荷揚町 7 番 5 号 大分法務総合庁舎 1 階 

    電話番号: 097-536-5006 

◇◇◇◇大分入国管理局大分入国管理局大分入国管理局大分入国管理局へのへのへのへの行行行行きききき方方方方（（（（バスバスバスバス）））） 

    大分駅前バス停より大分交通バス(No.1, 9, 19, AS60, AS61, AS71, AS54, AS70) 

に乗り、“大分中央署前”で降りる。        

       

           

Oita chuosho mae bus stop

大分中央署前バス停 

Former immigration bureau 

旧庁舎 

Showa Street 

昭和通り 

Transportation 交通 

15 minute walk from JR Oita station. 

JR 大分駅から徒歩 15 分 

１minute walk from “Oita Chuosho mae bus stop” 

大分交通バス「大分中央署前停留所」から徒歩約 1 分 

Oita Homu Sogo Chosha 1F 

大分法務総合庁舎１F 

Fukuoka Immigration bureau 

Oita Branch Office 

福岡入国管理局大分出張所 

Tel: 097-536-5006 


