
韓国語能力試験 願書
①氏　　名

②生年月日 ③性別（西暦）　　　年　　月　　日 □1. 男性　□2. 女性

□1. 韓国　□2. 日本
□3. その他（　　　　　　　）

□ TOPIKⅠ（初級）　 □ TOPIKⅡ（中・上級）　□ 併願（TOPIKⅠ＋TOPIKⅡ）

（漢字）

〒　　　ー

　　　　ー　　　ー　　　　

（姓） （名）

（姓）

※変更がある際はメールにてご連絡願います。

※団体でお申し込みの方は、団体名をご記入下さい。

（名）（英文）

（両方とも記入）

④住　　所

⑤電話番号 ＠⑥メールアドレス

⑩国　　籍

□1. 学生 □2. 公務員 □3. 会社員
□4. 自営業 □5. 主婦 □6. 教師
□7. その他（　　　　　　　　）

⑪職　業

（郵便物受取先）

チェックは一つ右面会場の
いずれかに○

日中連絡の取れる番号

いずれかに

第57 回

⑨団 体 名

⑦受 験 級

⑧受 験 地 札幌　仙台　秋田　山形　茨城　
埼玉　千葉　東京　横浜　新潟　
石川　長野　静岡　名古屋
京都　大阪　神戸　島根　岡山　
広島　下関　香川　愛媛　高知  
福岡  北九州  長崎  熊本　大分
宮崎　鹿児島　沖縄

□1. 放送 □2. 新聞 □3. 雑誌
□4. 教育機関 □5. ポスター
□6. 親戚 □7. 友達
□8. ネット □9. その他

⑫動　機

チェックは一つ
□1. 留学 □2. 就職 □3. 観光
□4. 学術研究 □5. 実力の確認
□6. 韓国文化の理解 □7. その他
□8. ビザ取得 □9. 単位取得

⑬目　的

写真貼付欄
横3cm×縦 4cm

※必ず顔写真を添付してください。

《注意 !》
級・受験地の
変更は受付期間
中のみ可

※個人申請の場合は、団体名以外必ず全項目記入必須。

□顔写真が貼付されている
□希望する受験級にチェックが入っている
□希望する受験地を丸で囲んである

□メールアドレスが正確に記入されている
□受験料支払明細のコピーが同封されている
◎願書の内容並びに顔写真は韓国語能力試験以外では使用致しません

使用不可な写真の例：白黒写真、鮮明でない写真、帽子着用の写真、サングラスまたはイヤホンなどを
している写真、前髪で顔が隠れている写真、正面でない写真、本人でない写真、加工された写真など

必ずチェックしてから郵送して下さい

発送先住所

受験料納付先

問い合わせ

韓国語能力試験 願書受付事務局 〒351-0199　日本郵便㈱ 和光郵便局　郵便私書箱　第 3号

E-mail:topik@kref.or.jp　HP http://www.kref.or.jp

ゆうちょ口座へ送金（郵便局・銀行・ATMなど）
（郵便局から）00140-2-72672 公益財団法人 韓国教育財団
（銀行から）ゆうちょ銀行　ゼロイチキュウ支店　店番：019　口座番号：当座 0072672 公益財団法人 韓国教育財団

2018 年 1 月17 日（水）必着

団体申請者のみ
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