
パスポート

在職証明書

ビザ更新サービス料金

FPCSスクリーンショットパテント（事業税の支払い証明書）

① ③

⑥

②

④

⑤

以下の条件を満たしているパスポートの原本が必要です。

取得期間+6ヶ月以上残存期限があるか確認。

例：1年更新の場合1年半以上必要

パテント（事業税の支払い証明書）のコピー。

更新をする際には、勤め先の会社にてパテントのコピーに社印を押してお

持ちください。

カンボジア外国人滞在システム（Foreigner Presence in Cambodia 
System、以下「FPCS」に省略）への登録が必要となります。FPCSへ登録が
完了された「滞在期間」が記載されている画面のスクリーンショットを印刷頂き、
ビザ更新時にご提示ください。

会社が発行する「在職証明書」が

必要になります。在職証明書には、

在職している会社の保証人の署名

と社印が必要となります。

在職証明書の代わりに、商業省発

行のビジネスライセンスのコピー1部

が必要となります。（有効期限が切

れていないもの。カラー印刷）

ビザ申請用紙

※申請用紙は弊社からデータでお送り致しますので

ご記入頂き、申請者様のサインをお願いします。

証明写真1枚

４：６

※サイズは4×6が1枚。背景は白または青背景。

ビジネスビザ更新時必要書類
（※被雇用者・従業員の方と雇用者の方で必要書類が異なります）

（被雇用者の方） ④ （雇用者の方）

   
  
 
 
 
 
 
 
 

�ក�េស��សុំបន��រ�� ក់េ�បេ�� ះ�សន� 
Extension of Stay Application Form 

请  
 

 
សូមបេំពញពត័�៌ន�ងេ��ម���អងេ់គ�ស! 
Please fill in the following information in English/请用英语填写以下信 ! 
 
-  �ម   
 Surname / : ………….…...……………………………………………………………………………………………………………….........................  
 
េ�ត��ម 
Given Name / 名 : ………………….…...………..………………………………………………………………………………………………………….. 

 
- ៃថ� ែខ �� កំំេណ ត ស�� តិ េភទ �ប�ស �សី 

Date of Birth / : ……../…………/…………….… Nationality / : ……………………. Sex / 别 : Male/  Female/  
 
- េលខលិខិតឆ�ងែដន  េចញៃថ� ផុតកំណតៃ់ថ�  
 Passport Nº / 护照号码 : ………………………………….. Issued /发行日 : ………./………/…..…..... Expiration / : ………/………/…..….. 
 
- េលខទិ�� �រ ផ�ល់េ�    

Current Visa Nº / 签证号码 : ……………………………………..……. Issuing Post /签证签发 : ………………………………………..………. 
 

- េស�សំុបន��រ�� កេ់�រយៈេពល ១ែខ ៣ែខ ៦ែខ ១២ែខ ២៤ែខ 
Apply for Permission of Stay for / 请居留许 : 1 month/1        3 months/3        6 months/6  12 months/12  24 months/24  

 
- េ�លបំណងៃន�រ�� កេ់� វនិិេ�គ  �ណិជ�កម� �រ�រ�រ�ិល័យ  �រ�រជំ�ញ      
  Purpose of Staying /  :  Investment/ 资  Business/ 业 Office Work 办  Professional work/专业   
   

  �បកបរបរ�� ល់ខ�ួន េទសចរណ៍ េផ�ងៗ 
  Self-employed/ Tourism/  Other(please specify)/ (请明确说 )………………………….….. 

- េ�� ះ�គឹះ�� ន/អង��រ                 
  Institution/Organization Name : ............................................................................................................................................................................. 
  /组织名
 តួ�ទី        

  Position/职业........................................................................................................................................................  
              
- �សយ�� ន�� កេ់�កម�ុ� េ�� ះទីកែន�ង�� កេ់�  ផ�ះេលខ      
  Address in Cambodia Name of Address/   ......................................................................... House No/门牌号码.................... 
   
  ផ�ូវេលខ  ឃំុ/ស�� ត ់  �ស�ក/ខណ័�  

 Street No/ 码…………………… Commune/ …………….…………. District/ ………………………… 
 

 �ជ�នី/េខត� េលខទូរស័ព�ទំ�កទ់ំនង 
 Province/Capital / ………………………………… Telephone Number/电话号码...………………………..…. 

  
   

ខ�ុសូំមអៈ�ង��ល់ពត័�៌ន�ងំអស់ែដលខ�ុ�ំនបេំពញ�ងេល សុទ�ែត��រពតិ េបមនិពតិ ខ�ុសុំខចតិ�ទទលួខុស�ត�វចេំ�ះមខុច�បៃ់ន
�ពះ���ច�កកម�ុ��ធរ�ន។ 
I guaranty that all the information that I provide above is true and I am liable to the Cambodia’s Law if not true.  

证我上面提供的所有信息都是真实的，并且如果不是真实的，我将对柬埔寨法律承担责  
 
 

         ៃថ�ទី     
         Date/ : …….…/…………/…………… 
 
         ហត�េល��មុខី�ួន  

Signature/ 签

េ�� ះ 
Name/ ………………….................... 

 

រូបថត 

PHOTO 
4 x 6 

ស��បស់មត�កចិ� 
FOR OFFICIAL USE / : 

 

DD MM YY 

DD MM YY DD MM YY 

MM YY DD 

�កសួងម�ៃផ� 
Ministry of Interior/

អគ��យក�� នអេ�� �បេវសន៍ 
3 

 

�ពះ���ច�កកម��� 
�តិ  �ស�  �ពះម�ក��ត 
Nation Religion King/

3 
 

商業省発行のビジネスライセンス

注意！注意！

1ヶ月（シングル） 58US$ /大人お一人様

88US$ /大人お一人様3ヶ月（シングル）

6ヶ月（マルチ） 168US$ /大人お一人様

298US$ /大人お一人様1年（マルチ）

※特急申請（1営業日）  : 75US＄/お一人様

連絡先

担当者　： クロマーツアーズ　野村（のむら）

住所　　： The Fortune Tower (C7) 15F, The Oympia City

電話番号： 099-890-960　LINE/Telegram：krormatourspp

Email ： phnompenh@sketch-travel.com


