
 

～ 領事出張サービスのご案内 ～ 
令和 ３年 ４ 月 ２９ 日 

在バルセロナ日本国総領事館 

 

平素より当館領事業務に、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

毎年バレンシア市にて実施している「領事出張サービス」について、今年度は６月１６日（水）及び同１７日（木）の

２日間において実施を予定しておりますのでご案内いたします。 

通常、在外選挙人登録や旅券申請等は、申請者が当館に来館して手続きを行う必要があるところ、「領事出張

サービス」では、当館館員が出張し、旅券交付等の各種領事サービスを提供いたしますので、遠隔地にお住まい

の皆様方におかれましては、是非この機会をご活用ください。 

 

「領事出張サービス」は、限られた日程で確実に業務を実施するため、完全予約制とさせていただきます。本サ

ービスの利用をご希望の方は、下記期日までに来場目的、来場予定の希望日時を当館領事班までご連絡いただ

きますようお願いいたします。 

また、予約の締め切りは６月４日（金）（パスポートの申請は６月２日（水））です。事前のご予約なしに来場された

場合は、対応できかねることもありますので、予めご了承ください。また、ご予約につきましては、電話による予約を

優先させていただきます。お急ぎの場合は電話にてご予約いただくことをお勧めいたします。ご質問等ござい

ましたら当館領事班までお問い合わせください。 

 

なお、今後のバレンシア州における COVID-19 感染状況によっては、中止とさせていただく可能性もありますの

でご了承ください。また、その際はあらためてご連絡させていただきます。 

 

記 

≪領事出張サービス 実施日時≫ 
開催日時  ： ６月１６日（水）１５：００～２０：００ （完全予約制） 

              ６月１７日（木） ９：００～１２：００ （完全予約制） 

場    所  ：  HOTEL MEDIUM VALENCIA（会場までの地図は各自にてご確認ください） 

住    所  ：  Avda. d'Amado Granell Mesado, 48(旧称 General Urrutia, 48), 46013, VALENCIA  

電話番号  ：  ９６－３３４－７８００ 

パスポート予約締切日 ：６月２日（水） 

その他各種予約締切日 ：６月４日（金） 

   ご利用頂ける領事業務の内容： 旅券、各種証明、戸籍・国籍関係の各種届出、在外選挙人登録、在留届、 

その他領事関係の各種ご相談など。 
 

※パスポートに関する申請については、他の手続きに比べ時間がかかりますので、必ず上記締切日までにご連絡

をお願いします。                                     

                                                   



≪領事出張サービス 予約・お問い合わせ≫ 

   電話番号       ： ９３－２８０－３４３３（担当：山下） 

   ＦＡＸ番号       ： ９３－２０４－５４３９    

   電話受付時間   ： ９：００～１３：３０ ／ １５：００～１７：３０ 

   メールアドレス   ： madoguchi@bc.mofa.go.jp 

以上 



Aviso de Servicio Consular en Valencia 
Consulado General del Japón en Barcelona 

 
Este año, los días 16 y 17 de junio, también ofrecemos servicio consular en Valencia. 
 
Es una ocasión única para todos aquellos que no pueden desplazarse hasta nuestra oficina en Barcelona. 
 
Para utilizar este servicio es imprescindible solicitar cita previa. Para ello, deben contactar con nosotros, antes de 
las fechas que se indican a continuación, e indicarnos el día de preferencia y el trámite a realizar. 

 
Miércoles, 2 de junio para solicitud de pasaportes  
Viernes, 4 de junio para otros trámites 
 
Sin cita previa no podremos atenderles. 
Si precisan aclaraciones o más informaciones, no duden en ponerse en contacto con nosotros. 

 

【Detalles】 

Fecha y hora: 16 de junio de 2021, 15:00-20:00 (Con cita previa) 
             17 de junio de 2021, 9:00-12:00 (Con cita previa) 
 
Lugar: HOTEL MEDIUM VALENCIA 
Dirección: Avda. d'Amado Granell Mesado, 48 (antes General Urrutia, 48), 46013, VALENCIA 
Teléfono del hotel: 96-334-7800 

Fecha límite de inscripción: 
 *Pasaporte: miércoles, 2 de junio de 2021 (Nota: el trámite de solicitud de pasaportes es más largo que 

el resto de trámites.) 
*Otros trámites: viernes, 4 de junio de 2021  

Servicio consular disponible:  
Solicitud de pasaportes y certificados de diversa tipología, expedición de documentos relacionados con el Koseki 
y con la nacionalidad, registro para voto en el extranjero, entrega de Inscripción consular y otras consultas 
consulares. 
 
 

【Servicio Consular -Cousultas y cita previa-】 

TEL: 93-280-3433 
FAX: 93-204-5439 
Horas de recepción por teléfono: 9:00 - 13:30 / 15:00- 17:30 
E-mail: madoguchi@bc.mofa.go.jp 


