Applicant Declaration
申請者宣誓

PRIORITY VISA SERVICE
優先ビザサービス
1. Priority Visa Service (non-settlement)
You can pay for a Priority Visa service for your visit, work or study application
(‘non settlement’). This will put your application at the front of the queue at every
stage of the decision-making process. The cost of this service is in addition to
your visa application fee and is non-refundable if the visa application is refused, or
in exceptional cases, if it takes longer to process. Using the Priority Visa service
does not guarantee that your application will be successful. All visa applicants
must meet the requirements of the UK Immigration Rules.
1.優先ビザサービス (非定住)
訪問、仕事および就学の申請（非定住）において優先ビザサービスの購入が可能です。このサ
ービスの利用により、あなたの申請は審査の全段階において列の先頭に置かれます。このサー
ビスの料金は通常の申請料に加算され、ビザ申請の不許可や例外的なケースで審査に通常より
長い時間がかかった場合でも返金は行われません。優先ビザサービスの利用はあなたの申請の
成功を保証するものではなく、全てのビザ申請者は英国移民法に基づく規定を満たさなければ
なりません。
How long does a Priority Visa application take?
UKVI aims to make a decision on your Priority Visa application, and contact you to
let you know that your passport is ready to be collected within 5 working days from
when you submit your biometric information.
However, every application is unique, and if your application is not straightforward,
it may not be possible to meet this timescale. If this is the case, your application
will still be put at the front of the queue at every stage of the decision-making
process, and UKVI will aim to process your application within global customer
service standards. Your application may not be straightforward if you have:
・been refused a visa for the UK, and/or;
・been refused leave to enter the UK, and/or;
・been deported, removed, or otherwise required to leave the UK, and/or;
・overstayed a period of leave in the UK, and/or;
・had leave to remain in the UK curtailed by the Home Office, and/or;
・been refused leave to remain in the UK by the Home Office, and/or;
・been refused a visa for Australia, Canada, New Zealand, the United States of
America, or the Schengen countries, and/or;

・you have been interviewed, detained, or prosecuted by the police for any
offence in the UK or elsewhere, and/or;
・you have an unspent criminal conviction in any country, and/or;
・you have committed a criminal offence in any country.
If you fall into one of these categories, you may not want to use the Priority Visa
service, as UKVI may be unable to process your application within the 5-day
timescale.
優先ビザサービスでの申請はどのくらい時間がかかりますか？
UKVIは優先ビザサービスを利用した申請の審査決定およびあなたへのパスポートの受領可能
通知を、あなたの生体認証情報が提出されてから５営業日以内を目標としています。
しかしながら全ての申請は同一ではない為、あなたの申請が単純なものでない場合、この期間
を超える可能性があります。そのような場合でも、あなたの申請は審査決定の全段階において
列の先頭に置かれ、UKVIはあなたの申請をグローバル顧客サービスの基準内にて処理するこ
とを目指します。以下のいずれかでも該当する場合は、単純な申請とみなされません。
・
・
・
・
・
・
・

英国ビザの不許可を受けたことがある
英国の滞在許可(Leave to enter)の不許可を受けたことがある
過去に強制送還、退去強制、その他英国国外への退去を命じら れたことがある
英国内で不法長期滞在をしたことがある
Home Office によって短縮されたLeave to remainを所持していたことがある
Home Office によって滞在許可（Leave to remain）の不許可を受けたことがある
オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、アメリカ合衆国またはシェンゲン国のビ
ザの不許可を受けたことがある
・ 英国およびその他の国でのいかなる種類の犯罪に対して警察による尋問、拘束、起訴を
受けたことがある
・ どこかの国で未消滅の刑事上の有罪判決がある
・ どこかの国で犯罪を犯したことがある
これらの項目のいずれかにでも該当する場合、UKVIはあなたの申請を５営業日内で処理する
ことが出来ない可能性がある為、優先ビザサービスは利用されないことを推奨します。

Who can use this service?
All customers may apply for the Priority Visa service apart from applicants who are
applying for visas to visit other Commonwealth countries, British Overseas
Territories, and Crown Dependencies (the Channel Islands and the Isle of Man).
誰がこのサービスを使えますか？
Commonwealth countries、 British OverseasTerritories、及びCrown Dependencies ( the
Channel Islands and the Isle of Man) へのビザを申請される方以外は、Priority Visa serviceを
ご利用頂けます。

2. Priority Visa service (family migration / settlement)
You can pay for a Priority Visa service which puts your family migration /
settlement application at the front of the queue at every stage of the decisionmaking
process. The cost of this service is in addition to your visa application fee
and is non-refundable if the visa application is refused, or in exceptional cases,
takes longer to process. Using the Priority Visa service does not imply or
guarantee that your application will be successful. All visa applicants must meet
the requirements of the UK Immigration Rules.
2. 優先ビザサービス (家族移民/定住)
家族移民/定住ビザの申請（定住）において優先ビザサービスの購入が可能です。このサービ
スの利用により、あなたの申請は審査の全段階において列の先頭に置かれます。このサービス
の料金は通常の申請料に加算され、ビザ申請の不許可や例外的なケースで審査に通常より長い
時間がかかった場合でも返金は行われません。優先ビザサービスの利用はあなたの申請の成功
を保証するものではなく、全てのビザ申請者は英国移民法に基づく規定を満たさなければなり
ません。
How long does a Priority Visa (family migration / settlement) application
take?
UKVI aims to make a decision on your Priority Visa (family migration / settlement)
application, and contact you to let you know that your passport is ready to be
collected within 30 working days from when you submit your biometric information.
However, every application is unique, and if your application is not straightforward,
it may not be possible to meet this timescale. If this is the case, your application
will still be put at the front of the queue at every stage of the decision-making
process, and UKVI will aim to process your application within global customer
service standards. Your application may not be straightforward if you have:
・been refused a visa for the UK, and/or;
・been refused leave to enter the UK, and/or
・been deported, removed, or otherwise required to leave the UK, and/or;
・overstayed a period of leave in the UK, and/or;
・had leave to remain in the UK curtailed by the Home Office, and/or;
・been refused leave to remain in the UK by the Home Office, and/or;
・been refused a visa for Australia, Canada, New Zealand, the United States of
America, or the Schengen countries, and/or;
・you have been interviewed, detained, or prosecuted by the police for any
offence in the UK or elsewhere, and/or;
・you have an unspent criminal conviction in any country, and/or;
・you have committed a criminal offence in any country.
If you fall into one of these categories, you may not want to use the Priority Visa
service, as UKVI may be unable to process your application within the faster
timescale.
優先ビザサービス(家族移民/定住)での申請はどのくらい時間がかかりますか？

UKVIは優先ビザサービスを利用した申請（家族移民/定住）の審査決定およびあなたへのパス
ポートの受領可能通知を、あなたの生体認証情報が提出されてから30営業日以内を目標とし
ています。
しかしながら全ての申請は同一ではない為、あなたの申請が単純なものでない場合、この期間
を超える可能性があります。そのような場合でも、あなたの申請は審査決定の全段階において
列の先頭に置かれ、UKVIはあなたの申請をグローバル顧客サービスの基準内にて処理するこ
とを目指します。以下のいずれかでも該当する場合は、単純な申請とみなされません。
・
・
・
・
・
・
・

英国ビザの不許可を受けたことがある
英国の滞在許可(Leave to enter)の不許可を受けたことがある
過去に強制送還、退去強制、その他英国国外への退去を命じら れたことがある
英国内で不法長期滞在をしたことがある
Home Office によって短縮されたLeave to remainを所持していたことがある
Home Office によって滞在許可（Leave to remain）の不許可を受けたことがある
オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、アメリカ合衆国またはシェンゲン国のビ
ザの不許可を受けたことがある
・ 英国およびその他の国でのいかなる種類の犯罪に対して警察による尋問、拘束、起訴を
受けたことがある
・ どこかの国で未消滅の刑事上の有罪判決がある
・ どこかの国で犯罪を犯したことがある
これらの項目のいずれかにでも該当する場合、UKVIはあなたの申請を早めの期間で処理する
ことが出来ない可能性がある為、優先ビザサービスは利用されないことを推奨します。
Who can use this service?
All customers applying to live permanently (‘settle’) in the UK under family
migration routes,
誰がこのサービスを使えますか？
家族移住として永久的（定住）に英国へ居住する為に申請する全ての方が利用可能です。

