
申請者について（Applicant information）

学籍番号（Student ID number) 電話番号 Contact phone number Email

氏名(漢字・アルファベット）Your name as shown in your passport フリガナ（カタカナで記入）Your name in Katakana

性別 Sex 生年月日 Date of birth 国籍 Nationality

学部/研究科/センター名 Name of faculty, graduate school or center 指導教員名 Academic supervisor

㊞

在籍身分 Student status 入学月 Month of admission 学年 year in school

緊急時母国連絡先 Emergency contact person and phone number in your home country
名前 Name 続柄 Relationship 電話番号 Phone number

アパートについて（Details of Apartment）

アパート名 Name of the apartment 部屋番号 Room No. 仲介業者 Name of the agent

物件住所 Address 物件の構造 Structure of the apartment
住所 Address

貸主名 Name of the landlord 契約期間 Term of lease 戸室面積 Floor area

㎡

同居人 Name(s) of the person residing with 　
氏名 Name 続柄 Relationship 職業 Occupation

補償期間・支払方法 (Terms of insurance and method of payment)

補償期間 Terms of insurance 支払方法 Method of payment

賃貸契約で定められた内容を順守します。また、上記に変更が生じた場合、直ちに留学生課に連絡します。

日付

Date      　 　    年（Y）  　     　月（M）　      　日（D）

署名　

Signature

上に記載の情報は、本制度に係る手続き以外の目的に利用されることはありません。

The above information will be only used for the purpose of this application.

「アパート入居保証書」及び「留学生住宅総合補償加入者証」発行願

Application for Tenancy Agreement Guarantee and Policy Holder’s Certificate of Comprehensive

Renter’s Insurance for International Students Studying in Japan

配偶者、子または千葉大学の留学生以外と同居

する場合には、本制度は利用できません。

This insurance is NOT applicable if you

live with other(s) except your

spouse/child or international student(s)

of Chiba university.

□木造 Wooden　　□非木造 Non-wooden

　　　　　　　   年　　　 　月　　　　　日　     ～　　　　　　　　   年　　　 　月　　　 　日

            　 year     month    day                　　　     year     month    day

□１年 1 year

□２年 2 years

□延長（６ヶ月）

   Extension (6 months)

男 Male　   ・　   女 Female

あなたの在留資格は留学ですか？ Is your status of residence "College Student"?

          □は い  Yes ⇒　在留期限 Expiration date of the status：  　　　 　　年　　 　 　月　　 　　日

　

          □いいえ No  ⇒　在留資格が「留学」でない場合は、本制度に申請することはできません。

　　　　　　　　　　　　　　　　  If your status of residence is anything other than "College Student",

                                you are NOT eligible to apply for this insurance.

□銀行振込 Pay through bank transfer

□コンビニ振込（下記から選んでください） Pay at a convenience store (Choose one below)

年

                  年　　          月　            日

                 year          month 　       day

□学部生 Undergraduate　□修士 Ｍaster's course　□博士 Doctoral course

□研究生 Research student　□その他 Other (　　　　　　　　　　　　　　       　　　）
□4月（April)　  □10月（October)

郵便番号 Zip code

I agree to observe the lease agreement and to contact the International Students Division

immediately if there has been any change in the information above.

year         month        day 



申請に必要な添付書類  Attachments required with the application

賃貸借契約書（コピー）A copy of the lease agreement

学生証（コピー）A copy of your Student ID card

保険期間 　　　　　年　　　  　　　　月　　　   　　　日　  ～　　　　　　　   　　年　　　　  　　　月　　　　  　　　日

加入保険

保険料振込日 　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　　　　　日

↓以下は留学生課記入欄です。For completion by the International Students Division.↓

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

外国人登録証もしくは在留カード（コピー両面）A copy of your Foreign Resident Registration

card or Resident card (both sides)

　住宅総合補償Ａコース（１年間）・　住宅総合補償Ｂコース（２年間）・　延長（６か月）


