A: EDUCATION PAYMENT(EP) APPLICATION
（学資金申請書）

記入見本／和訳

EDUCATION PAYMENT (EP) APPLICATION
学生番号

Benefit Expiration

プラン名

学資金申請回数

証書番号

高等教育機関（大学等）担当者の方へ
Last year eligibility
STI
〇〇〇〇〇〇〇

1

〇〇〇〇〇〇〇

お子様の名前と住所

連絡先メールアドレス

(FILL IN ADDRESS)

Hanako 下記の赤字部分を参照に、英語でご記入をお願いします。
Canada
E-mail 1: 〇〇@〇〇.com
E-mail 2:
1-1-1, 〇〇
,
〇〇
shi,
Osaka,
〇〇〇
〇〇〇〇
Japan
記入間違いの訂正は二重線で訂正いただき、傍らに担当者様のご署名又は学校印を押印してください。
なお、本書類への記入押印不可の場合は、学年記載と学校印の押印のある在学
お子様がご記入ください
証明書を作成してください。

学資金の受取申請のため、下記に署名いたします。

【本書類の目的】
私は、学資金受取申請のため、高等教育機関の事務局から
STI に私の就学に関する情報を提供することに同意いた
します。
STI（Students Trust International）学資積立プランは、お子様の高等

教育機関（大学等）の学資金を準備するプログラムです。学資金申請には、
〇〇
@〇〇.com
04/15/2017
カナダ
花子
_________________
___________________________

____________________________

お子様のご署名
日付
メールアドレス
高等教育機関への進学進級を証明する書類が必要となります。本書はその証明

学資金申請方法について:
書となります。
1. 教育機関の事務局に本申請書を提出し、教育機関の事務局に下記「教育機関による記入事項」への記入を依頼してください。
2. STI プランでは、原本のみを申請書として受け付けます。
STI プランウェブサイト： http://www.stiplan.com/
※まずは、菊池ファイナンシャルグループに Fax かメールにてご送付ください。

教育機関担当者がご記入ください。（全ての箇所にご記入ください）

お子様へ

This area is to be filled in by the Registrar’s office for the student listed above based on the highest academic level into which the
1. 学生の名前、学生番号、住所を確認してください。
student
has been accepted. For example, if the student has just completed all work required of a 2 nd Year level student and has
been accepted to return in the same program, they would be considered a 3rd Year level student-even if the student has not
2. 現在の学年にチェックを入れてください。
completed
registration.
NOTE:
If the student has changed or transferred into this program we also require an official transcript representing their
3. プログラムはフルタイムであること、また高校卒業を要件とする高等教育機関であることが条
previous program work
NOTE:件です。
Any corrections in this area must be initialed by the signing official; otherwise, application will be rejected.

本書類は

上記の見本をご参考に、ご記入ください。
在学年にチェックをいれてください
大学・短大等

CO-OP プログラム※カナダ国内のプログラムの為、記入不要

□1 年生

□3 年生

□Academic Term

□2 年生

□4 年生

□Year1

学科名:

□Work Term
____________________________________________________________

Business management

□Year2

□Year3

□Year4

現在の学年への進級日をご記入ください

就学期間: □4 年制 □3 年制 □2 年制 □1 年制 □その他: _____________________________
上記プログラムの開始日: ______ (日) ________ (月) _________ (年)

1

4

2022

注意: このプログラムの前に他のプログラムを終了した場合は、修了証書のコピーを送付してください。
備考: ________________________________________________________________________

必ず学校印を押印してください

University
Taro Daigaku
担当者名:_____________________________________________
Administration office
所属: __________________________________________________

〇〇
教育機関名:______________________________________________

大学 太郎

担当者様の直筆ご署名ください
ご署名: _____________________________________

15/04/2022
1234-56-7890
〇〇@university.com
メールアドレス l: __________________________________________

記入日:_____________________ 電話番号.: ______________________

〇 大
〇 學
〇 印

NOTE: DO NOT SEND THIS FORM BY MAIL. PLEASE APPLY AND UPLOAD DOCUMENTS USING YOUR
ONLINE ACCOUNT - SEE WWW.STIPLAN.COM FOR DETAILS

STUDENTS TRUST INTERNATIONAL PLAN
EMAIL:service@stiplan.com~ WEBSITE: www.stiplan.com

