
（様式 １２）Form 12 
東京工業大学 Tokyo Institute of Technology 

 

学 生 証 再 発 行 申 請 書 
Request for Reissuance of Student ID Card 

 
東京工業大学長 殿 
To the President of Tokyo Institute of Technology,  

 

 
 

１．写真は次の条件のものを使用してください。 
ID card photo requirements: 

  ａ カラー（白黒は不可） 
Full color (black and white not acceptable) 

  ｂ 光沢仕上げ（絹目不可）、枠なし  
Glossy finish (matte finish not acceptable) and unframed 

  ｃ 正面，上半身，脱帽，眼鏡使用者は着用のこと  
Front view of entire face and upper body, no hats. Glasses acceptable only if worn on a daily basis 

  ｄ ３ヶ月以内に撮影したもの 
          Taken within 3 months 
  ｅ スナップ写真は不可 
          Snapshots not accepted 

ｆ 写真のサイズは25ｍｍ（ヨコ）×30ｍｍ（タテ） 
     30mm (height) x 25mm (width) in size 

２．写真貼付の際には，裏面に油性ペンで学籍番号・氏名を記入し，糊がはみ出さないようしっかりと貼付してください。 
Write your name and Student ID Number on the back of the photo with a permanent marker, then firmly affix onto the 
above provided space. 
 

Fill in the following: 

身 分 

Appropriate 

学士課程 Bachelor student ・ 修士課程 Master’s student ・ 

専門職学位課程 Professional degree student・博士課程 Doctoral student ・ 

研究生 Research student ・ 科目等履修生 Non-degree student ・ 

特別聴講学生 Special auditing student 

所 属 
School/department/major 

  

 

学籍番号 
Student ID no. 

 
生年月日(西暦で記入) 

Date of birth 
(yyyy/mm/dd) 

 

 

氏 名 
Name 

 

再発行理由 
Reason for reissuance* 

紛失 Loss ・ カード破損 Damage ・ 在学期間延長 Extension of enrollment period ・ 

IC チップ不良 IC chip defect ・ その他 Other (               ) 

受取希望キャンパス 
Where you want to 

receive  
your ID card 

大岡山 Ookayama ・  すずかけ台 Suzukakedai 

どちらか希望のキャンパスを○で囲ってください。記載がない若しくは両方とも○で囲ってある等，判断でき
ない場合には，申請書受付キャンパスでの受取りとして扱います。Choose a campus where you want to receive 
your ID card. If it is not clearly stated, a pick-up campus will be a campus where you submitted this form. 

注）紛失及びカード破損の場合は再発行手数料（２５００円）が必要になります。 
* Reissuance fee of JPY2500 must be paid for loss or damage. 
 
（注意）この申請書に記入された個人情報は，認証・認可システムの管理・運用データとして使用されます。 

Note: Personal information submitted will be used for data control and management of Tokyo Tech’s authentication system. 

 
※ 以下教務課記入欄 * For office use only. 

※入 学 日   年   月   日 ※有効期限     年   月   日 まで 

 

 
写真貼付欄 
[Attach photo] 

30mm x 25mm 

(height x width) 


