
様式1（留学生課）

　国立大学法人東北大学　　御中
所属・職名
（OFFICE　＆
POSITION）

PROGRAM &
FACULTY/GRA

D. SCHOOL

フリガナ
氏　名
(NAME)

STUDENT ID

□International House (IH) Sanjo 1（国際交流会館三条第一会館）

□University House (UH) Sanjo（ユニバーシティ•ハウス三条）

□University House (UH) Sanjo II（ユニバーシティ•ハウス三条II）

□University House (UH) Sanjo III（ユニバーシティ•ハウス三条III）

Room No.

(in KATAKANA)
ACCOUNT

NAME
(in BLOCK
CAPITAL
alphabetic
characters)

※金融機関コード
(B/K & BR.

CODE)
預金口座種別

（ACCOUNT
TYPE）

預金口座番号
（ACCOUNT　NO．）

※右詰で記入
願います。

Ⅰ．　ご記入の際は、預金通帳またはキャッシュカード等で、支店名、口座番号等のご確認をお願いします。（特に、支店統合によ
る支店名変更に、ご注意願います。）
Ⅱ．　外国人の方は、預金口座名義のフリガナを確認できる書類（預金通帳、又はキャッシュカードのコピー等）の添付をお願いし
ます。

Ⅲ．　We use this form only for the transfer and the Remittance Advaice, and keep the information under strict supervision.

※原則、本学事
務担当者記入

■ 普通預金
(SAVINGS ACCOUNT)

□ 当座預金
(CHECKING ACCOUNT)

※左記以外の種
別は振込できま
せん。

I request you to transfer the scholarship, the remuneration etc. to the bank account below.

記

※フリガナは必ず記入して
下さい。
※アルファベット表記の場合
は、活字体・大文字で記入し
て下さい。

□Japan Post Bank（ゆうちょ銀行）

振込金融機関
（BANK ＆
BRANCH）

金 融 機 関 名 (BANK) 支 店 名 (BRANCH)

□others（その他）

□Branch (その他支店)

□The 77 Bank（七十七銀行） □Main Office（本店）

E-MAIL ADDRESS

（本学担当者記入）

相手先番号

旧姓使用の有無 □有

Remittance notifications will be sent as a PDF file via e-mail to your DC mail address
(http://www.dc.tohoku.ac.jp/guide/Mail/index_dcmail-e.html) from the Finance Department
(shiharai-mail@tumail.tohoku.ac.jp).

□ 468-1, Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai, 980-8572 University House Aobayama
（〒980-8572 仙台市青葉区荒巻字青葉468-1　ユニバーシティ•ハウス青葉山）

□ 10-15, Sanjo-machi, Aoba-ku, Sendai, 981-0935 International House (IH) Sanjo 2
（981-0935 仙台市青葉区三条町10-15　国際交流会館三条第二会館）

Transfer Request　銀行振込依頼書〔個人新規用〕

□ JYPE  □DEEp-Bridge   □  DEEP    □  COLABS  □IPLA

SIGNATURE

令和     年　   月　　　日

教育・学生支援部留学生課

□ 19-1, Sanjo-machi, Aoba-ku, Sendai, 981-0935（〒981-0935 仙台市青葉区三条町19-1）

住　所
(ADDRESS)
※自宅住所

連絡先等（ＴＥＬ）※任意



様式1（留学生課）

　国立大学法人東北大学　　御中
所属・職名
（OFFICE　＆
POSITION）

PROGRAM &
FACULTY/GRA

D. SCHOOL

フリガナ
氏　名
(NAME)

STUDENT ID

□International House (IH) Sanjo 1（国際交流会館三条第一会館）

☑ University House (UH) Sanjo（ユニバーシティ•ハウス三条）

□University House (UH) Sanjo II（ユニバーシティ•ハウス三条II）

□University House (UH) Sanjo III（ユニバーシティ•ハウス三条III）

Room No. A201

(in KATAKANA)
ACCOUNT

NAME
ﾄウホク  ｼ ゛ロウ

(in BLOCK
CAPITAL
alphabetic
characters)

※金融機関コード
(B/K & BR.

CODE)
預金口座種別

（ACCOUNT
TYPE）

預金口座番号
（ACCOUNT　NO．）

Transfer Request　銀行振込依頼書〔個人新規用〕

（本学担当者記入）

相手先番号

旧姓使用の有無 □有

2019年　   月　　　日

教育・学生支援部留学生課

☑  JYPE  □DEEp-Bridge   □  DEEP    □  COLABS  □IPLA

Tohoku Jiro
SIGNATURE

B9TJ1234

住　所
(ADDRESS)
※自宅住所

☑  19-1, Sanjo-machi, Aoba-ku, Sendai, 981-0935（〒981-0935 仙台市青葉区三条町19-1）

□  10-15, Sanjo-machi, Aoba-ku, Sendai, 981-0935 International House (IH) Sanjo 2
（981-0935 仙台市青葉区三条町10-15　国際交流会館三条第二会館）

連絡先等（ＴＥＬ）※任意

□  468-1, Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai, 980-8572 University House Aobayama
（〒980-8572 仙台市青葉区荒巻字青葉468-1　ユニバーシティ•ハウス青葉山）

E-MAIL ADDRESS
Remittance notifications will be sent as a PDF file via e-mail to your DC mail address
(http://www.dc.tohoku.ac.jp/guide/Mail/index_dcmail-e.html) from the Finance Department
(shiharai-mail@tumail.tohoku.ac.jp).

I request you to transfer the scholarship, the remuneration etc. to the bank account below.

記

※フリガナは必ず記入して
下さい。
※アルファベット表記の場合
は、活字体・大文字で記入し
て下さい。TOHOKU JIRO

振込金融機関
（BANK ＆
BRANCH）

金 融 機 関 名 (BANK) 支 店 名 (BRANCH)

□The 77 Bank（七十七銀行） ☑Main Office（本店）

☑Japan Post Bank（ゆうちょ銀行） □Branch (その他支店)

□others（その他）

Ⅲ．　We use this form only for the transfer and the Remittance Advaice, and keep the information under strict supervision.

※原則、本学事
務担当者記入

■　普通預金
(SAVINGS ACCOUNT)

□　当座預金
(CHECKING ACCOUNT)

※左記以外の種
別は振込できま
せん。

1 2 3 4 5

9 9 0 0

6 7 ※右詰で記入
願います。

Ⅰ．　ご記入の際は、預金通帳またはキャッシュカード等で、支店名、口座番号等のご確認をお願いします。（特に、支店統合によ
る支店名変更に、ご注意願います。）
Ⅱ．　外国人の方は、預金口座名義のフリガナを確認できる書類（預金通帳、又はキャッシュカードのコピー等）の添付をお願いし
ます。

Date
Tick one of the programs 
you belong

Fill out all collumns required

Tick the dormitory you stay

Write your room number

BE SURE TO MAKE A 
SIGNATURE

Your name in Katakana 
as on the first page of 
your bankbook

Write your name exactly as 
on the front cover of your 
bank book. (in BLOCK 

Tick your bank
Tick one of boxes

The 77 bank→0125
Japan Post Bank→9900
others→leave blank

Main office(the 77 bank)→100 
otherwise leave blank 

A seven-digit number on the front 
cover of your bankbook


