
STEP 1 LOG-IN

If this is the first time log-in to the

program, please click "Start New

Application". （go to STEP2)

初めてプログラムに登録する場合は、"Start New

Application”をクリックしてください。

If you already have a log-in account, please

enter your registered email address here.

Authentication Key(5 digits number) will be

sent to your registered email address. （go

to STEP4)

既にアカウントをお持ちの場合には、ここに登録

したメールアドレスを入力してください。

承認キー（5桁の番号）が登録されたメールアド

レスに送信されます。(STEP4 へ）



STEP２ Choosing program



STEP3



STEP 4

Please check your emial account,then enter

Authentication Key(5 digits number) here.

（go to STEP 6)

メールアカウントを確認し、送付された認証キー

（5桁の番号）をここに入力してください。

(STEP 6へ）

（First login）Please check your emial account,then

enter Authentication Key(5 digits number) here. （go

to STEP５)

メールアカウントを確認し、送付された認証キー

（5桁の番号）をここに入力してください。



STEP 5

Please read and agree our program authority.

Program Authorityをよく読み、同意してください。



STEP 6  HOME Page

Please check if your choosing program is

correct.

プログラム名が間違いないか、ご確認ください。

If you applied for two programs, you can

swich the application page by clicking this

button.（You should have 2 application

accounts to switch the screens.)

2つのプログラムに申請している方は、このボタ

ンで画面を切り替えられます。(2つのアカウント

を持っている必要があります）

The designated forms can be downloaded from

here （Financial Form, Recommendation Form,

Medical & Immunization Form)

指定用紙は、こちらからダウンロードできます。

（Financial Form, Recommendation Form, Medical &

Immunization Form)

In case there is any notification from JFOU,

it may be showed here. A notification email

will be sent in advance.

JFOUより、何か通知がある場合には、この箇所に

表示されます。 前もって、通知メールが送付さ

れます。

Your Application Number(Controll number) is

indicated here.

Application Number(コントロール番号）がここ

に示されています。



STEP 7

Please fill out your required information

and upload the required documents from each

section.（check following STEPs)

各セクションより、必要事項を入力し、必要書類

をアップロードしてください。(以降のSTEPを参

照してください。）



STEP 8

Please enter all schools you have attended after high school(except Home University )

高校卒業以降に参加されたすべての学校を入力してください。（Home University以外）

＊if you have participated in another Exchange program in Japan,included in high

school, Please indicate as Exchane Program(School name).

※もし、日本で他の交換留学プログラムに参加したことがある場合には（高校も含む）、

Exchange Program（学校名）のように記入してください。



STEP 9



STEP 10

Please enter your current living address

here.

現在居住している住所を入力してください。



STEP 11

Please enter any of Japanese embassy or

cnsulate you will apply for Japanese visa.
https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/over/index

.html

日本のビザを申請する日本大使館/領事館の場所

を入力してください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index

.html

If you have ever participated in any exchange

program in Japan, please indicate it in STEP 8(in

Basic Information-School you have attended)

もし、日本の交換留学プログラムに参加したことがあれば、

STEP8（Basic InformationのSchool you have attended）

に記入してください。



STEP 12



STEP 13

The guarantor singned on our Financial Sponsor
statement form and the guarantor entered on
this online application must be the same.

オンライン願書に入力する保証人とFinancial

Sponsor statement Formに署名する保証人は、

同じでなくてはなりません。

Please prepare for any certificate of Guarantors'
annual income, and please submit the scanned
copy from [File Upload] as "Other document".

保証人の年収証明書をご用意いただき、スキャン

コピーを[Flie Upload]からOther Documentとして

Uploadしてください。



STEP 14



STEP 15

Please enter the amount of your monthly living

expenses you will be supported from yourself or

your guarantor during studying in Japan.

日本滞在中に、ご自身や保証人からサポート

される月々の生活費を入力してください。

Please indicate the total amount you will recieve
for your stay in Japan and the way you will receive
it in Japan.

ex. if you will receive 70,000Yen per month and
stay for 1semester, total amount should be
70,000yen X 6 months=420,000yen.
Please indicate this amount in Remittance or
Carrying cash.

日本にて受け取る生活費合計とその受取方法

を示してください。

例）もし、月々70,000円を受け取り、1学期参

加される場合は、70,000円X6か月=合計

420,000円となります。この金額を送金か持参

の枠に入力してください。



STEP16



STEP 17

Please upload your photo, and please refer to the
specification for photo from the link.

写真をアップロードしてください。写真の仕様について

はリンクを参照して下さい。



STEP 18

Please upload your scanned passport copy.

If you have dual nationality, please upload

both passport copies.

パスポートのページをアップロードしてください。

2重国籍の方は、すべてのパスポートコピーを

アップロードしてください。



STEP 19

The required Documents are indidicated here.
Also, you can download the designated forms from

 HOME page.

提出書類はここから確認いただけます。指定のフォー

ムは、 HOMEからダウンロードできます。

<Additional item>
Please prepare for any certificate of Guarantors' annual
income, and please submit the scanned copy from "Other
document".

＜追加項目＞

保証人の年収証明をご用意いただき、スキャンしたコピー

をOther DocumentとしてUploadしてください。



STEP 20



STEP 21

If you need to make a payment for our Progarm, you
can click [Payment Screen] .

＊Housing fee CANNOT be paid from

here( Program fee, Student Service Fee ONLY).

プログラムに関する支払いは、[Payment Screen]を

ご確認ください。

※ハウジング費は, ここからお支払いできません。

(プログラム費と学生サービス費のみ）



STEP 22

We strongly recommend that you would purchase a flight ticket after receiving your

CoE(Certificate of Eligibility）form JFOU.

フライトチケットは、JFOUよりCOE（在留資格証明書）を受け取ったのちに

購入することをお勧めします。


