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背景 ——————————————————————————————————————— 

2020年11月より、新型コロナウイルス感染症パンデミックにより、外国人が中国ビザを申請する際、中国外事部門発行の入
国招聘状を追加で提供する必要があった。この招聘状の申請には通常1か月程度かかった。 

2022年6月6日より、就労のために中国に入国する外国人は招聘状の申請が不要となり、就労許可通知書などの書類を
もって海外の中国領事館に就労ビザを直接申請し、同行する家族は親族関係を証明する書類などの必要書類をもって海
外の中国領事館に親族ビザを直接申請して入国することができる。外国人の中国就労招聘状の申請を取り消した後、中
国へのビザ申請手続きの所要時間は少なくとも1か月短縮される。 

注目ポイント ———————————————————————————————————— 

下記の外国人は、中国への入国招聘状の申請が不要となり、海外の中国領事館にビザ発給を直接申請することができる。 

 

中国への渡航目的 適用されるビザの種類 

就労許可通知書を所持し、中国で就労する 就労類 Z ビザ 

中国で就労する外国人の特定家族 私的事務類 S1/S2 ビザ 

留学 留学類 X1/X2 ビザ 

親族訪問 親族訪問類Q1/Q2 ビザ 

ハイエンド人材 人材類 Rビザ 

乗務、航空、運輸などの業務に携わる乗務員 乗務類 Cビザ 

 

中国出入国政策の更新——外国人の中国就労招聘状申請の取り消し 

チャイナタックスアラート 
（中国税務速報） 

 第12回 2022年6月 

 
概要： 

• 2022年6月6日より、就労のために中国に入国する外国人及びその家族は、入国招聘状を申請する必要はなく、関連
書類をもって海外の中国領事館にビザを直接申請することができる。これにより、ビザ申請の所要時間が短縮される。 
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なお、下記の目的で中国に入国する外国人は、海外の中国領事館にてビザの発給を申請する前に、依然として中国への
入国招聘状を申請する必要がある。 

 

中国への渡航目的 適用されるビザの種類 

ビジネス訪問 ビジネス類M ビザ 

学術交流 ビジネス類 F ビザ 

重要なプロジェクトに参加する ビジネス類M/F ビザ 

 

KPMGの所見  — — — — — ——— ——— ———— ——— ——— ——— ——— ———— ———  

近日、中国における新型コロナウイルス感染症拡大の抑え込みに伴い、政府部門が公布した企業救済措置や税収優遇政
策などの各種新政策は、企業の操業再開ペースを加速させ、企業の人材誘致を支援し、経済発展の促進につながる。外
国人の中国への就労招聘状申請の取り消しは、海外投資及び外国籍人材を積極的に誘致する中国の戦略を十分に反
映しており、企業はこれを踏まえて自社の人材派遣政策と人材配置を見直し、調整することができる。 

また、ご参考用に下記の関連情報をまとめた。 

 近日、中華人民共和国駐日本国大使館、駐韓国大使館、駐スリランカ大使館などの大使館は、外国人が中国
への就労ビザ又は/及び親族ビザの発給を申請する際、入国招聘状の提出が不要となる関連規定を公式ウェブサ
イトを通じて発表した。企業や外国人及びその家族が近日に中国へ渡航する計画があり、かつ所在国の中国大使
館がビザ申請用書類の調整を明確にしていない場合、計画とおりに渡航できるよう、現地の大使館/領事館に確認
し、適時かつ効果的に申請書類を準備されるよう提案する。 

 海外の大使館/領事館の公式ウェブサイトや公式アカウントにおいて最新の公告/通知を確認する（例えば、
中国へのビザ申請に関する通知など） 

 海外の大使館/領事館にEメールで確認する 

 ビジネス目的で中国に入国する外国人は、ビザの発給を申請する前に、依然として中国への入国招聘状を申請す
る必要がある。企業は、中国への入国招聘状の申請に要する期間（1か月程度）及び入国ビザの発給に要する
期間（4-7営業日程度）に応じて、事前に出張の手配をされよう提案する。 

KPMGは、今後も政府の動向に注視し、企業及び外国人の皆様と関連する政府部門の最新政策を共有して参ります。
政策の詳細に関しては、お気軽にKPMGチームまでお尋ねください。 
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