
 

Visa Information 

(Last update 14/07/2021) 

Japanese Citizens and holders of  passports from countries that do not need prior 

approval may obtain a Jordanian visa upon arrival to Jordan or at the Embassy. The 

following link contains the full list of  countries that need prior approval. Holders of  

Diplomatic and Official Passports, as well as Syrian and Palestinian Passports are 

requested to contact the Consular Affairs Section regarding the entry procedures to 

Jordan. 

 

General COVID 19 Entry Procedures 

 

All Nationalities wishing to enter Jordan by air are required to: 

1- Conduct a PCR test within maximum 72 hours prior to departure. 

2- Apply on Gateway2jordan (www.gateway2jordan.gov.jo/form/), the system will 

show what the requirements are, based on the information provided while applying, 

and provide a QR Code. 

3- At the check in counter in the departure country, travelers will be requested to 

present the QR code received, a printed negative PCR test result from the 

departure country, (and a printed vaccination certificate if  required by 

Gateway2jordan). 

4- Children under 5 years old are not required to apply on the Gateway2jordan 

platform. 

5- If  a PCR test is required upon arrival and in case of  positive result, travelers must 

commit to adhere to home quarantine for a period of  7 days and do the PCR test 

on the seventh day of  home quarantine at their own expense. The traveler will sign 

an indemnity, and failure to comply with the quarantine requirements could result 

in legal prosecution under the defense order number 16. 

6- Have a travel health insurance that covers their period of  stay in Jordan (not 

required for Jordanians).  

https://moi.gov.jo/EN/Pages/Restricted_and_Non_Restricted_Countries_Nationalities
http://www.gateway2jordan.gov.jo/form/


 

Note: The Embassy strongly advises to check with the Airline carrier 

selected to enter Jordan for the general (Jordanian/transit) 

requirements as well, as requirements are constantly changing. 

 

Apply through the Embassy for holders of  passport from countries 

that do not need prior approval 

 

- You are kindly requested to provide:   

 Visa Application form duly filled out. 

 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 (3cm x 4cm), white background.  

 VISA fees/bank transfer receipt (see notes below).  

 

 Visit the Embassy or send the visa application by post with a return envelope along 

with the required documentation (address and opening hours).   

 

 

Holders of  passport from countries that need prior approval 

 

 Kindly apply for a visa online through the Ministry of Interior 

website E-Applications for visa. The user manual is available in both 

English & Arabic. 

 

Note: Holders of a Japanese residency permit valid for at least (6) months from the 

expected date of arrival do not need prior approval and can obtain their VISA upon 

arrival to Jordan or at the Embassy, except for holders of Iranian, Bangladesh, Nigerian, 

and Afghan Passports, with a proviso of presenting a roundtrip ticket upon arrival to 

Jordan).   

 

 

https://jordanembassyjapan.com/wp-content/uploads/2020/05/Jordan-Visa-Application.pdf
https://jordanembassyjapan.com/contact/
https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA/;jsessionid=RL9rOpVQCALFPryjCZSYzIpNMsDIvz21WuzqCFvL6ja6wuRB8YQq!1617330563
http://www.moi.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/Contact%20Us/userManualEN.PDF
http://www.moi.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/Contact%20Us/userManualAR.PDF


 

To apply for prior approval: 

 Once an account is created, applicants may follow up online to check on the status 

of  their Visa applications. 

 Online E-visa processing at the Ministry of  Interior takes at least (2) weeks. 

 Additional information may be requested by the Ministry of  Interior during the 

processing stage. 

 

After E-visa approval: 

Applicants who receive E- visa approval and would like to obtain the visa stamp from 

the embassy can provide the following (either by post or at the Embassy as mentioned 

above): 

 The electronic application number and visa approval; 

 Original passport or Travel Document; 

 Visa fees below. 

 

VISA Fees 

 

 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 (and provide the Embassy with a bank transfer receipt):  

 

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  

 

 The following nationalities are exempted from VISA fees:  

Algeria  

Bahrain  

Egypt  



 

Hong Kong  

Japan  

Kuwait  

Malaysia  

Morocco  

Oman  

Palestine  

Qatar  

Saudi Arabia  

South Africa  

Sudan  

Syria  

Tunisia  

United Arab Emirates  

Yemen  

 

Processing time 

 

 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.  

 

Note:  

 All passports should be valid for at least (6) months from the expected date of  

arrival.  

 

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  

mailto:tokyo@fm.gov.jo


 

ビザ情報 

 

 (最終更新日：2021年７月７日) 

 

日本国籍の方、および事前承認（本国照会）を必要としない国のパスポートをお持ちの方は、ヨルダン

到着時または大使館でヨルダンのビザを取得することができます。こちらのリンクは、事前承認が必要

な国の一覧です（外交・公用パスポート、シリア・パレスチナのパスポートをお持ちの方は、ヨルダン

への入国手続きについて領事部にお問い合わせください）。 

 

新型コロナウイルス関連入国手続き 

 

空路でヨルダンに入国を希望するすべての国籍の方は以下の手続きが必要です。 

 

1- 出発前 72時間以内に PCR検査を実施してください。 

 

2- www.gateway2jordan.gov.jo/form/ で登録申請してください。申請時に提供された情報に基づいて、

個別に入国に必要な要件を表示し、QRコードを提供します。 

 

3- 出発国のチェックインカウンターで、受け取った QRコード、出発国で実施した PCR検査陰性証明

書、予防接種証明書（登録サイトから要求された場合）の提示を求められます。 

 

4- 5歳未満のお子様は、登録サイトでのお申し込みは必要ありません。 

 

5- クイーン・アリア国際空港到着時に PCR検査が必要とされた方で、陽性の結果が出た場合、旅行者

は 7 日間の自主隔離を遵守し、7 日目に自費で PCR 検査を行う必要があります。この際、旅行者は免

責事項に署名することになり、これに違反した場合は、防衛令第 16 号に基づいて法的に訴追される可

能性があります。 

 

6- ヨルダンでの滞在期間をカバーする海外旅行保険に加入すること（ヨルダン人には必要ありません）。 

 

注：大使館は、利用する航空会社のヨルダン入国および乗り継ぎの要件についても充分確認することを

お勧めします。 

 

 

https://moi.gov.jo/EN/Pages/Restricted_and_Non_Restricted_Countries_Nationalities
http://www.gateway2jordan.gov.jo/form/


 

事前承認の必要のない国籍者の大使館での申請方法 

 

<必要書類> 

--ビザ申請書 

 

- 到着予定日から 6ヶ月以上の有効期限があるパスポート。 

(ビザスタンプを押すための空白ページが必要です。) 

 

- 直近に撮影した写真 1葉（3cm×4cm）、背景は白。 

 

- VISA 費用/銀行振り込みの領収書（振込票）。 

 

ビザ申請は、大使館に直接出向くか、返信用封筒を同封して郵送にて申請可能です: (受領時間・ 送付先)  

 

事前承認が必要な国のパスポートをお持ちの方 

 

- 内務省のウェブサイト E-Applications for visaからオンラインでビザを申請してください。英語とア

ラビア語の両方で申請ができます。 

 

注：到着予定日から 6ヶ月以上有効な日本の在留カードをお持ちの方は、事前の承認を必要とせず、ヨ

ルダン到着時または大使館で VISAを取得することができます。 

ただし、イラン、バングラデシュ、ナイジェリア、アフガニスタンのパスポートをお持ちの方は、ヨル

ダン到着時に往復の航空券を提示する必要があります。  

 

事前承認を申請するには 

- アカウントを作成すると、申請者はオンラインでビザ申請の状況を確認することができます。 

- 内務省でのオンライン E-visaの手続きには、最低でも 2週間かかります。 

- また、手続きの過程で内務省から追加情報を求められることがあります。 

 

E-visa承認後 

E-visaの承認を受けた申請者が、大使館でビザ取得を希望する場合は、以下のものを提出してください。 

- 電子申請番号とビザ承認書 

- パスポートまたはトラベルドキュメントの原本 

- 査証料は以下の通りです。 

https://jordanembassyjapan.com/wp-content/uploads/2020/05/Jordan-Visa-Application.pdf
https://jordanembassyjapan.com/contact/
https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA/;jsessionid=RL9rOpVQCALFPryjCZSYzIpNMsDIvz21WuzqCFvL6ja6wuRB8YQq!1617330563
http://www.moi.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/Contact%20Us/userManualEN.PDF
http://www.moi.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/Contact%20Us/userManualAR.PDF
http://www.moi.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/Contact%20Us/userManualAR.PDF


 

 

<ビザ料金> 

-シングルエントリービザ:7,650円 

ダブルエントリービザ:11,050円 

マルチプルエントリービザ:21,250円 

 

ビザ料金は、大使館で現金で支払うか、下記の銀行口座にお振込みください（振込みの領収書を大使館

に提出してください）。 

 

三菱東京UFJ銀行  

渋谷明治通り支店 (470)  

普通預金口座：3018086  

Swift Code: BOTKJPJT  

A/C: 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 

 

- 以下の国籍の方は、VISA費用が免除されます。 

アルジェリア  

バーレーン  

エジプト  

ホンコン  

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  

サウジアラビア  

南アフリカ共和国  

スーダン  

シリア共和国  

チュニジア  

アラブ首長国連邦  

イエメン  

 



 

処理時間 

 

- 大使館でのビザ申請から受領までは、約 15～30分で完了します。 

- 郵送による申請の場合は、必要書類を受理した日の翌日に発送します。 

 

注： パスポートの有効期限は、到着予定日から少なくとも 6ヶ月間有効である必要があります。 

 

尚、ご不明な点は大使館領事部までお問い合わせください。 

電子メール : tokyo@fm.gov.jo   

Fax : (+81) 03 5478 0032  

電話 : (+81) 03 5478 7177  

 

mailto:tokyo@fm.gov.jo

