
日本国外在住者各位

理工学術院統合事務・技術センター

事務部アドミッションズオフィス

外国送金による学費等支払方法の件

標記の件、日本国外にご在住されている場合は入学手続の手引きの 1 ページ目に記載されている学費等振

込依頼書ではなく、以下の外国送金で第一期学費等に円為替手数料（2,500 円）を加算した金額をお支払い

ください。支払期限は 2020 年 8 月 3 日（月）です。

送金種類(Type) 電信送金(Telegraphic Transfer)

支払方法(Payment Method) 通知払(Advise and Pay)

振込銀行手数料(Bank Transfer Fee) 依頼人負担(Payer’s Responsibility)

円為替手数料(Lifting Charge) 受取人負担(Payee’s Account)

送金金額(Amount) 第一期学費等（別紙参照）＋円為替手数料（2,500 円）

送金目的(Purpose) 学費(Tuition and Fees)

連絡事項(Message)
受験番号と合格者氏名(Application Number, Applicant’s name)

等適宜

銀行名(Bank Name) 三菱 UFJ 銀行(MUFG Bank, Ltd.)

支店名(Branch) 江戸川橋支店(Edogawabashi Branch)

口座番号(Account Number)

0035970RLE（大学院基幹理工学研究科入学者）

0035970RLF（大学院創造理工学研究科入学者）

0035970RLH（大学院先進理工学研究科入学者）

受取人(Beneficiary) 早稲田大学(Waseda University)

銀行住所(Bank Address)
〒112-0014 東京都文京区関口 1-48-13

(1-48-13, Sekiguchi Bunkyo-ku Tokyo 1120014, Japan)

スウィフトコード(Swift Code) BOTKJPJT（8 桁）または BOTKJPJTXXX（11 桁）

※送金手続きを行う金融機関で別途手数料がかかる場合は、上記送金金額とは別に支払ってください。

※外国送金では経由銀行で手数料が差し引かれる場合があります。大学への到着が上記の送金金額となるよ

うに手続きを行ってください。大学への到着が所定額より不足していた場合は、不足分を別途ご請求する

ことになりますのでご了承ください。

※上記の銀行口座は外国送金専用の口座です。日本国内の振込入金は行わないでください。

※口座番号の末尾の 3 文字のアルファベットがどの箇所宛の入学手続料なのかを判別するコードとなってお

り、これ以外のアルファベットが打電されてきますとコードを正確に取得できません。口座番号の案内の

際には口座番号の前後にアルファベット("ORDINARY DEPOSIT"や"A/C No.")を記載しないようにお願い致し

ます。

以上



Those who wish to make the payment outside Japan

may complete the procedures by adding a handling fee of 2,500 yen to the tuition and fees and

remitting the total amount from a financial institution. Before your remittance, check the total amount of

your payment with the chart below and the next page, as the amount may differ with departments.

Successful applicants overseas are also required to email us a scanned copy of the overseas

remittance form or send a photocopy by express mail.

The deadline is August 3, Monday.

1) Remittance method: Telegraphic transfer

2) Payment method: Advice and pay

3) Lifting charge: Payee’s account

4) Remittance: refer to the following tables

Remittance destination

Bank name MUFG Bank, Ltd.

Branch name Edogawabashi Branch

Bank address 1-48-13 Sekiguchi, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-0014, Japan

Account number Ordinary deposit

Graduate School A/C No.

Fundamental Science and

Engineering

0035970RLE

Creative Science and Engineering 0035970RLF

Advanced Science and Engineering 0035970RLH

Account holder Waseda University

Purpose of remittance Tuition and fees

Special mention Admission number and name

Swift code BOTKJPJT(8-digit) or BOTKJPJTXXX(11-digit)

Request: If the remitter is not the applicant, write the name of the applicant in the

message section when making the remittance.

* Send a photocopy of the overseas remittance form to:

Graduate Admissions Office

Center for Science and Engineering

Waseda University

3-4-1 Okubo, Shinjuku-ku,

Tokyo 169-8555 JAPAN (for Express mail)

graduate@sci.waseda.ac.jp (for Email)


