PHONE: (03)5232-4111
FAX:
(03)5232-4057

2-1-14 MITA
MINATO-KU, TOKYO 108-8361

AUSTRALIAN EMBASSY

Australian Passport Application / Renewal Checklists
Adult Passport Renewal (Single page streamlined renewal form)
(Current or expired passport for eligible applicants)
Single page streamlined renewal form
(When you print out the application forms, please print single-sided, using the fit-to-page setting to
ensure the whole page prints correctly)
2 Australian Passport photos
(Full name written on back of 1 photo, signature/endorsement not required)
Current or most recently expired Australian Passport
Photo ID with address
(Japanese Residence Card / Driver’s Licence / My Number Card)
Passport Fees
Australian Embassy Tokyo: Credit or debit cards only (VISA / Mastercard / American Express)
Australian Consulate-General Osaka: Credit cards (see above) or transport IC cards only (Japanese Yen)
If you have checked all of the above, please make an appointment at the Australian Embassy Tokyo or at the
Australian Consulate-General in Osaka to lodge your application in person.

Adult Passport Application
(First Adult Passport / Replacement of Emergency Passport / Replacement of Lost or Stolen Passport / Replacement of
Seriously Damaged Passport / Name Change on Passport (additional requirements apply))
Application form
(When you print out the application forms, please print single-sided, using the fit-to-page setting to
ensure the whole page prints correctly. Application form can also be obtained by contacting your
nearest Australian Mission)
Guarantor
(Australian citizen or foreign citizen currently employed in approved occupation)
2 Australian Passport photos
(Endorsed and signed by the Guarantor on the back of 1 photo)
Current or most recently expired Australian Passport
(Including Child or Emergency Passport. Ignore if applying for first passport)
2 IDs with photo and / or address
(Japanese Residence Card / Driver’s Licence / My Number Card / Others)
Passport Fees
Australian Embassy Tokyo: Credit or debit cards only (VISA / Mastercard / American Express)
Australian Consulate-General Osaka: Credit cards (see above) or transport IC cards only (Japanese Yen)
If born in Australia:
Australian Birth Certificate
(Original document only, copy not acceptable)
Proof of Australian Citizenship (Australian Citizenship Certificate)
(Only if you DO NOT have a previous Australian Passport. Original document only, copy not acceptable)
If born overseas (including in Japan):
Foreign Birth Certificate (In Japan: Koseki Tohon, Shusshotodoke Kisaijiko Shomeisho, Others)
(Original document only, copy not acceptable)
Professional English Translation (NAATI) of Foreign Birth Certificate
(ONLY if the foreign birth certificate is not in English. Original document only, copy not acceptable)
Proof of Australian Citizenship (Australian Citizenship Certificate)
(Original document issued by Department of Home Affairs only, copy not acceptable)
If you have checked all of the above, please make an appointment at the Australian Embassy Tokyo or at the
Australian Consulate-General in Osaka to lodge your application in person.

Child Passport (Under 18 years old)
Application form
(When you print out the application forms, please print single-sided, using the fit-to-page setting to
ensure the whole page prints correctly. Application form can also be obtained by contacting your
nearest Australian Mission)
Guarantor
(Australian citizen or foreign citizen currently employed in approved occupation)
Complete parental consent page by both parents (or original court order for exemption)
(Signatures must be witnessed by eligible witnesses. Page 4 of application form)
2 Australian Passport photos
(Endorsed and signed by the Guarantor on the back of 1 photo)
Current or most recently expired Australian Passport
(Including Child or Emergency Passport. Ignore if applying for first passport)
Parent’s Passport (Australian or Foreign)
(Original document only, copy not acceptable)
Parent’s photo ID with address
(Japanese Residence Card / Driver’s Licence / My Number Card)
Passport Fees
Australian Embassy Tokyo: Credit or debit cards only (VISA / Mastercard / American Express)
Australian Consulate-General Osaka: Credit cards (see above) or transport IC cards only (Japanese Yen)
If born in Australia:
Australian Birth Certificate
(Original document only, copy not acceptable)
Proof of Australian Citizenship (Australian Citizenship Certificate)
(Only if you DO NOT have a previous Australian Passport. Original document only, copy not acceptable)
If born overseas (including in Japan):
Foreign Birth Certificate (In Japan: Koseki Tohon, Shusshotodoke Kisaijiko Shomeisho, Others)
(Original document only, copy not acceptable)
Professional English Translation (NAATI) of Foreign Birth Certificate
(ONLY if the foreign birth certificate is not in English. Original document only, copy not acceptable)
Proof of Australian Citizenship (Australian Citizenship Certificate)
(Original document issued by Department of Home Affairs only, copy not acceptable)
If you have checked all of the above, please make an appointment at the Australian Embassy Tokyo or at the
Australian Consulate-General in Osaka to lodge your application in person.
Please note:
Child applications aged 15 or under must be lodged by a parent or person with parental responsibility for the child.
Child applications aged 16 or 17 must be lodged by the applicant together with a parent or person with parental
responsibility for the child.

オーストラリアパスポートの申請・更新チェックリスト
大人用パスポート更新（１ページ簡素化更新用紙）
（有効期限内パスポート、または有効期限が切れた直近のオーストラリアパスポートを所持(条件あり)）
１ページ簡素化更新用紙
（申請用紙は片面、フィットページ設定で印刷）
オーストラリアパスポート用写真２枚
（1 枚の裏にフルネーム書き込み・署名不要）
現在所持している有効期限内のオーストラリアパスポート
（有効期限が切れた直近のオーストラリアパスポートも受付可能(条件を満たしている場合のみ)）
住所が確認できる写真付き身分証明書
（在留カード / 運転免許証 / マイナンバーカード）
パスポート申請料
在日オーストラリア大使館での申請: クレジットカード払い(VISA/MasterCard/American Express）
在大阪オーストラリア総領事館での申請: クレジットカードまたは交通系 IC カード払い（日本円）
上記の書類がすべて揃いましたら、窓口申請のためオンライン予約をお取りください。
在日オーストラリア大使館の方はこちらをクリック。在大阪オーストラリア総領事館の方はこちらをクリック。

大人用パスポート申請
（初めての大人用パスポート、緊急パスポートからの切替、パスポート紛失後の申請、破損・損傷がひどいパスポート
の切替、パスポートの名前変更（条件あり））
申請用紙
（申請用紙は片面、フィットページ設定で印刷。用紙は最寄りのオーストラリア公館からも入手可能）
Guarantor: 身元確認のできる方
（オーストラリア国籍の方又はその他の国籍で特定された職業の方）
オーストラリアパスポート用写真２枚
（1 枚の裏面に指定された一文と Guarantor の署名が必要）
直近のオーストラリアパスポート
（子供用パスポートや緊急パスポートを含む）
住所が確認できる写真付き身分証明書 2 点
（在留カード / 運転免許証 / マイナンバーカード / その他）
パスポート申請料
在日オーストラリア大使館での申請: クレジットカード払い(VISA/MasterCard/American Express）
在大阪オーストラリア総領事館での申請: クレジットカードまたは交通系 IC カード払い（日本円）

オーストラリアで生まれた場合：
オーストラリアの出生証明書
（原本のみ・コピー不可）
オーストラリア国籍の証明（オーストラリア国籍証明書）
（オーストラリアパスポートを所持していない方のみ必要・原本のみ・コピー不可）

オーストラリアの国外で生まれた場合（日本を含む）：
その国で発行された出生証明書（日本の場合：戸籍謄本・出生届記載事項証明書・その他）
（原本のみ・コピー不可）
出生を証明する書類の英訳（NAATI・翻訳会社によるもの）
（書類が英語ではない場合のみ必要・原本のみ・コピー不可）
オーストラリア国籍の証明（オーストラリア国籍証明書）
（オーストラリア内務省発行の原本のみ・コピー不可）
上記の書類がすべて揃いましたら、窓口申請のためオンライン予約をお取りください。
在日オーストラリア大使館の方はこちらをクリック。在大阪オーストラリア総領事館の方はこちらをクリック。

子供用パスポート（18 歳以下）
申請用紙
（申請用紙は片面、フィットページ設定で印刷。用紙は最寄りのオーストラリア公館からも入手可能）
Guarantor: 身元確認のできる方
（オーストラリア国籍の方又はその他の国籍で特定された職業の方）
子供の両親の同意署名（申請用紙の 4 ページ目）（豪裁判書類の原本がある場合など免除検討可能）
（両親の署名には Witness による立ち会いが必要）
オーストラリアパスポート用写真２枚
（1 枚の裏面に指定された一文と Guarantor の署名が必要）
直近のオーストラリアパスポート
（子供用パスポートや緊急パスポートを含む）
親のパスポート（オーストラリア・他国）
（原本のみ・コピー不可）
親の住所が確認できる写真付き身分証明書
（在留カード／運転免許証／マイナンバーカード）
パスポート申請料
在日オーストラリア大使館での申請: クレジットカード払い(VISA/MasterCard/American Express）
在大阪オーストラリア総領事館での申請: クレジットカードまたは交通系 IC カード払い（日本円）

オーストラリアで生まれた場合：
オーストラリアの出生証明書
（原本のみ・コピー不可）
オーストラリア国籍の証明（オーストラリア国籍証明書）
（オーストラリアパスポートを所持していない方のみ必要・原本のみ・コピー不可）

オーストラリアの国外で生まれた場合（日本を含む）：
その国で発行された出生証明書（日本の場合：戸籍謄本・出生届記載事項証明書・その他）
（原本のみ・コピー不可）
出生を証明する書類の英訳（NAATI・翻訳会社によるもの）
（書類が英語ではない場合のみ必要・原本のみ・コピー不可）
オーストラリア国籍の証明（オーストラリア国籍証明書）
（オーストラリア内務省発行の原本のみ・コピー不可）
上記の書類がすべて揃いましたら、窓口申請のためオンライン予約をお取りください。
在日オーストラリア大使館の方はこちらをクリック。在大阪オーストラリア総領事館の方はこちらをクリック。
注意：
申請者が 15 歳以下の場合、パスポート申請書類は片方の親または両親が在日オーストラリア公館に来館して提出する必
要があります。
申請者が 16 歳か 17 歳の場合、申請者本人と片方の親が一緒に在日オーストラリア公館に来館いただく必要がありま
す。

