
姓（名字） / Surname

上記に続くもの（○○町○○丁目○○番地など）  / Street / Street Number

郵便番号/ 区市町村/ 国  / ZIP Code / City / Country

生年月日 / Date of birth

名前 / Name

電話番号 / Telephone

e-mail アドレス / E-Mail

銀行の詳細 / Bank Account

助成金での支援は、その金額が年間5千ユーロを超えないこととします。

携帯電話番号 / Mobile

申請書
浦川宜也　
財団

1. 申請者 / Applicant

2.援助期間 / Period of Funding

～から

3.助成金額 / Grant Sum

€

～まで

ユーロ

Takaya Urakawa Foundation  | Takaya Urakawa, President 
Contact us: request@urakawa-foundation.com

c/o  Campbell Hörmann Partnerschaftsgesellschaft 
Atelierstraße 1, Eckhaus  |  81671 München



下記の書類を申請書と一緒に提出してください。
添え状、 履歴書、 希望する助成金額に含まれる経費の内訳、 請求明細書や領収書など、希望助成金額を裏付けるもの、
照会先の連絡情報を記載した、身元保証書及び推薦状

他の必要添付書類と一緒に、e-mailによってのみ、次のアドレスに送付提出してください。request@urakawa-foundation.com

Bitte die gewünschte Förderung ankreuzen und kurz angeben, welche Verwendung genau beabsichtigt ist. 楽器貸付金 / Instrument loan                                 使用目的 / Type of use

Bitte die gewünschte Förderung ankreuzen und kurz angeben, welche Verwendung genau beabsichtigt ist. 貸付金 / Loan                                   使用目的 / Type of use

Bitte die gewünschte Förderung ankreuzen und kurz angeben, welche Verwendung genau beabsichtigt ist. 補助金 / Subsidy                                   使用目的 / Type of use

Bitte die gewünschte Förderung ankreuzen und kurz angeben, welche Verwendung genau beabsichtigt ist. その他 / Other                       その他の種類の補助金 / 使用目的 / Other types of subsidies

申請書

5.添付書類 / Attachments

私はここに、私が提出した情報に誤りのないことを認めます。

6.誓いの言葉 / Closing Statement

場所、日付 / Place and date 署名 / Signature

希望する助成金に印を付けて、その使用目的を簡単に述べてください。

4.援助の種類 / Type of Funding

給付金 / Stipend 使用目的 /  Type of use



私は、本日これらの権利について通知されました。

Bitte die gewünschte Förderung ankreuzen und kurz angeben, welche Verwendung genau beabsichtigt ist. 

申請書
個人情報保護方針

契約関係管理目的の収集データ

あなたが申請書で提供した個人データ、特に、あなたの氏名、住所、電話番号及び銀行情報は、
もっぱら契約関係（助成金合意書）を管理するために必要であり、法規定に従って収集されています。

上記の目的を超える個人データの使用は、追加データを収集する場合と同様、事前の書面による同意を必要とします。

情報、修正、削除及び遮断の権利

いかなる時にも、あなたには、浦川宜也財団に対し、収集された個人データに関する広範な情報を要求する権利があります。

あなたは常に、浦川宜也財団に対し、ある特定の個人データを修正、削除あるいは遮断するよう要求することができます。

あなたは、契約相手に対し、郵便、e-mail、あるいはファックスで、あなたの情報要求を行うことができます。あなたが、
適用基準関税に準じる送料あるいは送信費用以外の追加費用を負うことはありません。

申請書の提出には、当方で用意した申請書式のみをお使いください。
記入を完了した申請書は、他の必要添付書類と一緒に、
e-mailによってのみ、次のアドレスに送付提出してください。
request@urakawa-foundation.com

Takaya Urakawa Foundation  | Takaya Urakawa, President 
Contact us: request@urakawa-foundation.com

c/o  Campbell Hörmann Partnerschaftsgesellschaft 
Atelierstraße 1, Eckhaus  |  81671 München

場所、日付 / Place and date 署名 / Signature
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