（受験票送付用）

（合格者受験番号一覧送付用）

‑

切手貼付欄

氏
名

‑

取
り
線

①Paste a total of 84
yen postage stamp by
glue. (ATTENTION: Be
sure to buy postage
stamp not revenue
stamp.)
②Be sure not to
overlap stamps each
other. If you do it, the
mail may not arrive.
You can also paste out
of this frame.
③You can use only
Japanese postage
stamps.

志望専攻

志望専攻

Department

Department

氏
名

様

京都大学大学院工学研究科

京都大学大学院工学研究科

〒６１５−８５３０ 京都市西京区京都大学桂
ＴＥＬ ０７５−３８３−２０４０，２０４１

〒６１５−８５３０ 京都市西京区京都大学桂
ＴＥＬ ０７５−３８３−２０４０，２０４１

受験票送付用

住
所
Address (Only the address in Japan)

り

様

column for pasting
postage stamp
①84円分の郵便切手
をのりで貼ること。（購
入の際は収入印紙と間
違えないようにしてくだ
さい。）
②複数枚の切手を貼る
ときは、必ず重ならな
いよう貼ること。一部で
も重なって貼った場合、
郵送されない可能性が
あります。(この枠から
はみ出してもかまいま
せん。)

Name

切

Name

①Paste a total of 384
yen postage stamp by
glue. (ATTENTION: Be
sure to buy postage
stamp not revenue
stamp.)
②Be sure not to overlap
stamps each other. If you
do it, the mail may not
arrive. You can also
paste out of this frame.
③You can use only
Japanese postage stamps.

住
所
Address (Only the address in Japan)

column for pasting
postage stamp
①384円分の郵便切手
をのりで貼ること。（購入
の際は収入印紙と間違
えないようにしてくださ
い。）
②複数枚の切手を貼る
ときは、必ず重ならない
よう貼ること。一部でも
重なって貼った場合、郵
送されない可能性があり
ます。(この枠からはみ
出してもかまいません。)

切手貼付欄

合格者受験番号一覧送付用

(Return label for examination voucher to applicant)
(Label for the result of entrance examination to applicant)
These labels are used for sending your examination voucher and result to you. Please follow the steps below.
①カラーでプリントアウトしてください。
②「宛名ラベル」を切り取り線にしたがって、ハサミ等で切り取って
ください。
③住所・氏名・郵便番号・入試区分を記入してください。
(日本国内の住所に限る）
④各「宛名ラベル」に必要な切手をのりで貼付してください。(切
手貼付欄の注意事項をよく読んでください。）

①Please print this label in color.
②Along the cut line, cut it with scissors etc.
(……切り取り線……＝cut line)
③Please write address in right space(Only the address in Japan), your
name on the above of ＜様＞, zip code in □□□‐□□□□, and desired
department in <志望専攻> squarespace.
④Please paste necessary stamps by glue in the column for pasting postage
stamp. Please confirm the notes in the column.

⑤市販の長形３号の封筒（120mm×235mm）に貼り付けてください。 ⑤Please prepare standard "3号"envelope (Size:120mm×235mm),
and paste each label. Paste strongly not to come off.

（郵送中に剥がれてしまうことの無いよう、強くのり付けしてください。）

Please make arrangement these envelopes to be able to receive in Japan.

