
The Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan 

Visa Information 

• Japanese Citizens and holders of passports from countries that do not need 
prior approval may obtain a Jordanian visa upon arrival at the airport in 
Jordan or at the Embassy. The following link contains the full list of 
countries that need prior approval. Applicants from countries that need prior 
approval are kindly requested to contact the Consular Affairs Section at the 
Embassy. 

To apply for a visa through the Embassy: 

• Visa Application form must be filled out entirely; 
• A passport valid for at least (6) months from the expected date of arrival; 
• The original passport must have a full blank page to accommodate the visa 

stamp; 
• One recent photo (3cmX4cm). 
• VISA fees/bank transfer receipt (see notes below). 
• Visit the Embassy between 10h and 12h from Monday to Friday or Send the 

visa application by post (with a return envelope) along with the required 
documentation at the following address: 

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan, Consular Affairs 

39-8, Kamiyama-cho, Shibuya-ku, Postal Code: 150-0047, Tokyo-Japan 

Notes:  

• The following nationalities are exempted from VISA fees: 

Algeria 
Bahrain 
Egypt 
Hong Kong 
Japan 
Kuwait 
Malaysia 
Morocco 
Oman 
Palestine 

http://moi.gov.jo/EN/Pages/Restricted_and_Non_Restricted_Countries_Nationalities


Qatar 
Saudi Arabia 
South Africa 
Sudan 
Syria 
Tunisia 
United Arab Emirates 
Yemen 

 

• Visa Fees for single entry is 7,650JPY, double entry 11,050JPY, multiple entry 
21,250JPY. Visa Fees can be paid at the Embassy or via Bank Transfer on the 
following account: 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ            
Shibuya Meiji dori Branch (470) 
Ordinary A/C:  3018086     
Swift Code: BOTKJPJT 
A/C: Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan 

 

• Visa processing at the embassy takes approximately (15-30 minutes). 
• Visa processing if application sent by post takes approximately (1) business day 

to be sent back. 

 

For further inquiries, kindly contact the Consular Affairs Section at the 
Embassy: 

Email :  tokyo@fm.gov.jo 
Fax  :  (+81) 03 5478 0032 
Phone :  (+81) 03 5478 7177 

 
  



 

ビザ情報 

 

- 日本国籍の方及び本国照会が不要な国のパスポートをお持ちの方は、ヨ

ルダンの空港または大使館でヨルダンビザを取得することができます。本

国照会が必要な国のリストは以下のリンク先にあります。本国照会が必要

な国籍の方は、大使館の領事部に連絡してください。 

 

大使館でビザを申請する場合： 

- ビザ申請書に必要事項を全て記入してください。 

- 到着予定日から少なくとも 6 ヶ月間有効なパスポート。 

- パスポートには、ビザのスタンプを押印するための空白ページが必要で

す。 

- 最近の写真 1 枚(3cmX4cm) 

- VISA 手数料/銀行振込票（下記の注意事項を参照）。 

- 月曜日から金曜日の 10 時から 12 時までの間に大使館で申請するか、必

要書類を添えて下記の住所に必要書類を郵送（返信用封筒同封）してくだ

さい。 

 

〒150-0047 

東京都渋谷区神山町 39-8  

ヨルダン・ハシェミット王国大使館 領事部 

 

- 以下の国籍の方は VISA 料金が免除されます。 

アルジェリア 

バーレーン 

エジプト 

香港 

日本 

クウェート 

マレーシア 

モロッコ 

オマーン 

パレスチナ 

カタール 

http://moi.gov.jo/EN/Pages/Restricted_and_Non_Restricted_Countries_Nationalities


サウジアラビア 

南アフリカ 

スーダン 

シリア 

チュニジア 

アラブ首長国連邦 

イエメン 

 

- ビザ料金は、シングルエントリーの場合は 7,650 円、ダブルエントリー

の場合は 11,050 円、マルチプルエントリーの場合は 21,250 円。ビザ料金

は、大使館では現金、または下記の口座へのお振込みください。 

 

＜振込先＞ 

三菱 UFJ 銀行 渋谷明治通支店 

店番号:４７０ 

普通預金口座：３０１８０８６ 

スウィフトコード BOTKJPJT 

受取人: Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan  

(カタカナ表記): エンバシー オブ ザ ハシェミット キングダム オ

ブ ヨルダン 

  

銀行振込票（ATM 可）を書類と共に提出して下さい。 

 

- 大使館でのビザ手続きには約（15分～30分）かかります。 

- 郵送の場合は、必要書類を受理してから原則翌日に発送します。 

 

 

その他のお問い合わせは、大使館領事部までご連絡ください。 

メール   : tokyo@fm.gov.jo  

ファックス ：+81(0)3-5478-0032 

電話    : +81(0)3-5478-7177 
 


