
経 費 支 弁 書 
Letter of Financial Support 

日本文理大学 学長 殿 
To: The President of Nippon Bunri University 

 
出願者氏名  男 ・ 女 

Name of Applicant  Male  Female 
国 籍  生年月日  年  月  日 
Nationality  Date of Birth  Year  Month   

 
私は、このたび上記の者が日本国に入国した場合の経費支弁者になりましたので、下記のとおり経費支弁の引受け経緯を説明するととも

に経費支弁について証明します。 
Being the supporter of the above person, I hereby swear that I will support the expenses of the above person while in Japan as 
well as explaining the circumstances of my undertaking the support for above person as follows. 

記 Note 

1 経費支弁者の引受け経緯（申請者の経費支弁を引受けた経緯及び申請者との関係について具体的に記載して下さい。） 
The circumstances of undertaking the support (Please write in detail the circumstances to support expenses of the applicant as well as the 
relationship.) 

 
 
 
 

2 経費支弁内容 
Content and method of the support 
上記の者の日本国滞在について、以下のとおり経費支弁することを証明します。 
また、上記の者が在留期間更新許可申請する際には、送金証明書又は本人名義の預金通帳（送金事実、経費支弁事実が記載され

たもの）の写し等で、生活費等の支弁事実を明らかにする書類を提出します。 
I swear that I will support the expenses of the above person while in Japan as detailed below. Also if the above person applies for an 
extension of period of stay, I will submit such copies as the State of Remittance or Bank note of the above person (in which the details 
of remittances or the support expenses are indicated) in order to verify the support to meet the living expenses etc. for the above person. 

 
【送金予定内容】 Contents of remittance 
(1)学 費  Tuition ： 年 間 Per Year  円 Yen 
(2)生 活 費  Living Expense ： 月 額 Per Month  円 Yen 
(3)支弁方法  Method of Support ： 送金・振込み等支弁方法を具体的に書いて下さい。 

Please write in detail the method of remittance and/or transfer of payment 
 
 
 

3 過去に外国人留学生・修学生の経費支弁又は身元保証を引受けたことがある場合は、下記事項について記載して下さい。 
If you have ever acted as a financial sponsor or a guarantor for any other International students, please fill out the following. 
（ 有 ・ 無 ） 
 Yes  No  
国 籍  氏 名  男 ・ 女 

Nationality  Name  Male  Female 
入国年月日  滞 在 期 間  
Date of Entrance  Period of Stay  
滞 在 目 的   
Purpose of Stay   

 
 
 

【経費支弁者】Financial Supporter 
 

住 所  
Address  

 TEL  

氏名・捺印※  ㊞ 
Name・Seal*  (Seal or Signature)* 

出願者との関係  
Relationship with Applicant  

※ 印鑑がない場合は、㊞の上にサインをしてください。

* If seal is not available, write your signature on the ㊞ mark. 

年 
Year 

 月 
Month 

 日 
 

経費支弁者記載


