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TD留学生向けGIC 
プログラムのご案内：
留学生が渡航前に自国にいながら、カナダの就学許可証
のガイドラインを満たすことができるよう支援します。



カナダでの経済的ジ
ャーニーはここから
始まります !
私たちは新しい国への移住の難しさ
を理解しています。カナダでの新生活
を始めるにあたり、当行ではお客様の
当面のバンキングニーズ及び将来のニ
ーズをサポートし、カナダ全土にある
1085の支店と3000以上の ATMでお
客様にサービスを提供できるようお待
ちしています。 
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TD留学生向けGICプログラム：
TD留学生向けGICプログラムは、カナダ政府の学生ダイレクトストリーム 学生ダイレクトストリーム プロ
グラム（「SDSプログラム」）の対象となる留学生を支援するためのものです。

カナダ政府の就学許可証のガイドラインを満たすことを希望する留学生は、TD当座預金口座を開設し、カ
ナダに到着する前に保証付き投資証書（GIC）をあらかじめ入金しておくことができます。 SDSプログラム
の対象となる方は、カナダの高等教育機関からの入学許可証があり、SDSプログラムの対象国に居住して
いる場合、TD留学生向けGICプログラムに申し込むことができます。
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カナダに到着する前
に、次のことができます。 
• カナダでの日常的なバンキングに必要な当座預金口

座を開設することができます。この口座を使用するた
めには、カナダ到着後に TD Canada Trustの支店での
利用開始手続きが必要です。 

• GICを取得するための資金およびカナダでの生活費
のために1回限りの国際電信送金をすることができま
す。 

• 就学許可証のガイドラインを満たすために GICを取得
することができます。

TDの留学生向けGICプログラムは、TD学生向け当座預金口座と GICの取得が含まれています。 カナダの
TDカナダトラストの支店に出向き、プログラムの要件を満たした後、GICの資金の一部は12ヶ月間にわたっ
て、定期的にTD学生向け当座預金口座に振り込まれます。

母国を離れ、カナダに移住する計画を立てるのは大変なことです。 TDでは、お客様のカナダへのジャーニ
ーをサポートいたします。

以下のフリーダイヤルまでご連絡ください。
中国にお住まいの方： 1-855-537-5355 
インド/フィリピン/セネガル/パキスタン/モロッコ/ベトナム/アンティグア・バーブーダ/
ブラジル/コロンビア、コスタリカ/ペルー/セントビンセント・グレナディーン/トリニダー
ド・トバゴにお住まいの方： 1-416-351-0613 （コレクトコール）
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渡航前の申請手続き 
TD学生向け当座預金口座とTD留学生向けGIC
の開設は簡単で安全です！

必要事項を記入した申込書と関連書類をオンラインで送信していただくと、 
当行が申込手続きを行います。申込書と関連書類に不備がないと判断した場
合、2～5営業日以内に口座詳細とTD在学証明ポータルへのリンクを記載した
ウェルカム・パッケージを安全なEメールでお送りいたします。口座情報を受け取
られましたら、必須ステップとして、カナダの高等教育機関からの入学許可書を
TD在学証明ポータルからアップロードしていただく必要があります。この入学許
可書の提出後、ウエルカム・パッケージに記載されている指示に従って、TD 学
生向け当座預金口座に入金してください。 

customercollaboration.TD.com/student
にアクセスし、入学許可証をアップロードしてください。
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その後、TD 学生向け当座預金口座に入金するために国際電信送金を行う必要が
あります。 国際電信送金による送金は1回のみです。TD 学生向け当座預金口座に
送金できる金額は、電信送金手数料を含めて最低$10,000カナダドル、最高$25,000
カナダドルです。電信送金の受取手数料は、お客様にお渡ししている About our 
Account and Related Services（口座と関連サービスについて）のTDサービス手
数料スケジュールに記載されています。 国際電信送金は、TDが受領するまでに約5営
業日以上かかるとお考えください。より詳細な時間については、最寄りの送金銀行に
ご確認ください。

外貨からカナダドルへの変換が必要な資金に関する詳細については、金融サービス
規約のセクション 2.10 「外貨の取り扱いについて」を参照ください。

TD学生向け当座預金口座の開設日から 90 日以内に国際電信送金で入金されなけ
れば、口座は維持できません。開設日から90日以内に入金のない口座は、自動的に
解約されます。

TDがお客様の国際電信送金を受領すると、$10,000カナダ
ドルはTD留学生向けGICに運用されることになります。
$10,000カナダドルを超える金額は、お客様のTD学生向け当
座預金口座に残ります。
GICの投資目論見書をご覧いただき、GICの購入にご同意いただいた後、TD留学生
向けGIC口座が発行されます。 その後、投資確認書が届きます。元本金額（$10,000
カナダドル）、金利、発行日、期間、満期日等、GICの詳細を記載した投資確認書をお
送りします。
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次のいずれかに該当する場合、当社がお客
様から受領した国際電信送金は、送金元の
口座に返戻します。 

• 当社が受領した最初の1回限りの国際電信送金が $10,000
カナダドル未満または$25,000カナダドル以上の場合、 
または 

• カナダに到着し、上記のプログラム要件を満たす前に、最初
の$10,000カナダドルから$25,000カナダドルの国際電
信送金に加え、その後の追加送金または預金がTD学生向
け当座預金口座に行われた場合。 

TD学生向け当座預金口座が開設され、TD留学生向けGIC口座に資金が入金され
た場合でも、カナダのTDカナダトラスト支店でプログラムの要件をすべて満たすま
では、これらの口座での取引はできません。

就学許可証を取得し、カナダに到着した後、最寄りの TDカナダトラストの支店 の予
約をお取りいただき、お越しください。お客様の TD学生向け当座預金口座とTD留学
生向けGIC口座を利用可能にするため、ID確認と書類へのサインが必要です。

TDセキュアメール： 当行から初めてTDセキュアメールメッセージを受信した時点で、セ
キュアメールサービスに登録する必要があります。このメッセージの有効期間は、受信後 
14日間のみです。
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カナダ到着後に必要とな
る銀行アポイントメント
TD学生向け当座預金口座の開設後、365日以内にカ
ナダに到着し、 TDカナダトラストの支店 にて本人
確認手続きを行い、TD学生向け当座預金口座とTD
留学生向けGIC口座を利用可能にしてください。

有効なパスポート、カナダの高
等教育機関が発行された在学
証明書（または学生証）、就学
許可証（例： IMM 1208）をご持
参ください。

ケベック州に留学される方は、上記の書類に加
えて、ケベック州受入証明書（CAQ；Certificat 
d’Acceptance du Quebec）もご持参ください。 
納税者番号（TIN）をお持ちで、これまで提出され
ていない方は、来店時にご持参いただく必要があり
ます。 当行がこの情報を取得していない場合、カナ
ダ歳入庁から罰金を科される可能性があります。 

TD学生向け当座預金口座を開設してから365日以
内に当行にお越しいただきこれらの手続きを行わ
ない場合、TD学生向け当座預金口座およびと TD
留学生向けGIC口座は自動解約され、元本および
経過利息は上記の国際電信送金元の口座に返戻
されます。
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GIC支払いスケジュール：
TD留学生向けGICは、TD留学生向けGIC プログラム申込書に記載されたプログラム条件に従います。
このGICは、下記のGIC支払スケジュール予定表に従ってのみ償還が可能です。TDカナダトラストの支店に
来店いただき、TD留学生向けGICプログラムの参加条件をすべて満たした時点で、$2,000カナダドルと
経過利息がGICから償還され、TD学生向け当座預金口座に振り込まれます。残りの元本$8,000カナダド
ルは、毎月第一営業日に$800カナダドルと経過利息を計10回払いでGICから償還され、TD学生向け当座
預金口座に振り込まれます。

GIC支払いスケジュール GIC支払額 GIC元本残額 

TD支店訪問 $2000 + 利息 $8000 

2ヶ月目の第1営業日 $800 + 利息 $7200 

3ヶ月目の第1営業日 $800 + 利息 $6400

4ヶ月目の第1営業日 $800 + 利息 $5600

5ヶ月目の第1営業日 $800 + 利息 $4800 

6ヶ月目の第1営業日 $800 + 利息 $4000 

7ヶ月目の第1営業日 $800 + 利息 $3200 

8ヶ月目の第1営業日 $800 + 利息 $2400 

9ヶ月目の第1営業日 $800 + 利息 $1600

10ヶ月目の第1営業日 $800 + 利息 $800

11ヶ月目の第1営業日 $800 + 利息 $0

遅延した場合：
TD学生向け当座預金口座開設後、 365日以内に当行支店にご来店いただき、上記の手続きを行っていた
だけない場合、TD学生向け当座預金口座およびTD留学生向けGIC口座は自動解約されます。 
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TD留学生向けGICプロ
グラムへの参加をキャン
セルしたい場合：
カナダ到着前にTD留学生向けGICプログラムへの カナダドルから外貨への両替に必要な資金に関す
参加をキャンセルしたい場合は、以下のフリーダイ る追加情報については、金融サービス規約のセク
ヤルにご連絡ください。 参加取り消しの場合、TD学 ション2.10「外貨の取り扱いについて」をご参照くだ
生向け当座預金口座とTD留学生向けGIC口座の さい。
両方が解約されます。
注意： TDカナダトラストの支店で上記の手続きを行った後、プログラ
ム参加をキャンセルすることはできません。

上記の場合、元本および利息は、国際電信送金によ
り、お客様が上記の国際電信送金を行った口座に
返戻され、お客様のTD学生向け当座預金口座およ
びTD留学生向けGICは解約されます。

さらに、何らかの理由で国際電信送金によりお客様
に資金を返戻しなければならない場合（ここに記載
された状況を含みますが、これに限定されません）
、お客様に提供された About our Account and 
Related Services (口座と関連サービスについて）
に記載されているTDサービス手数料スケジュール
のとおり、国際的に非TDカナダ信託口座への電信
支払いにかかる払い戻し不可手数料が請求されま
す。この手数料は、お客様に返戻される資金額から
差し引かれます。資金移動に関与した他の銀行また
は金融機関は、資金の受取人に追加の手数料を請
求する場合があります。 

TD留学生向けGICプログラムのフリーダイヤル：
中国にお住まいの方： 1-855-537-5355
インド/フィリピン/セネガル/パキスタン/モロッコ/ベトナム/アンティグア・バーブーダ/
ブラジル/コロンビア、コスタリカ/ペルー/セントビンセント・グレナディーン/トリニダー
ド・トバゴにお住まいの方： 1-416-351-0613 （コレクトコール）
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申請の完了 -
重要なステップ

申請書の請求：
TD留学生ム向けGICプログラムに参加するための申込書を <<LINK>>より請求いただき、必要
事項をご記入ください。これは、カナダ政府のSDSプログラムを通じて就学許可証の申請に必
要なTD留学生向けGIC を購入するための資金を受け取るTD学生向け当座預金口座の開設に
必要なものです。

申請書の提出：
申請書を受領後、TD電子署名オンラインポータルへのリンクをメールでお送りします。迷2 惑メールフォルダに振り分けられていないか、必ずご確認ください。TDからは、 
TD.eSignNoReplyAccount@td.comのメールアドレスから送信されます。

申請書と関連書類を確認し、必要事項を記入の上、電子署名を行います。 申請書と関連書類を確
認し、必要事項を記入の上、電子署名を行います。記入済みの申込書と関連書類をオンラインで
提出し、不備がなければ、申込書を受領後、2～5営業日以内に、お客様の口座詳細とTD在学証
明ポータルのリンクを記載したウェルカム・パッケージを安全なEメールでお送りします。

TD電子署名 
TD電子署名は、安全なオンラインポータルを介して、プログラムの必要書類を送付し、お客様に
電子署名していただくことができます。携帯電話で受信したワンタイムパスコードを入力するこ
とで、TD電子署名が認証されます。書類の閲覧や書類へのサインを、便利で簡単に行うことがで
きます。また、署名した書類を簡単に取り出すことができ、お客様の情報は保護されたままです。

システム要件： 

• Eメールアドレスと携帯電話 

• インターネットブラウザへのアクセス – Internet Explorer (9,10,11)、Edge、Chrome、 
Firefox、 Safari 

• SMSでテキストメッセージを受信できるアクティブな携帯端末(テキストメッセージには、標準
的な無線通信会社のメッセージおよびデータ料金が適用される場合がありますのでご注意
ください。)
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TDセキュアメールサービス
TDセキュアメールサービスを通じて、お客様の口座詳細および国際電信送金指示をお送りしま

TDセキュアメールサービスにアクセスするには、メールに記載されている指示に従ってくださ
い。 

• TD留学生向けGIC プログラム申込書に記入したメールアドレスで登録してください。 

• このサービスは、お客様の個人情報を含む、当行とお客様との間のすべての通信を保護する
ことを保証します。

学生の在学証明書 
口座情報を受け取ったら、TD在学証明ポータルからカナダ国内の高等教育機関への入学許可
証をアップロードしてください。

customercollaboration.TD.com/studentに入学許可証をアップロ
ードしてください。

口座開設：
TD留学生向けGICプログラムチームが、記入された申請書と必要書類を受領・確認後、 TD3 学生向け当座預金口座が開設されます。 その後、TDセキュアメールプラットフォームを通じ
て、GIC購入のための資金送金方法の詳細が記載された確認メールが送信されます。 
注意： 当行から初めてTDセキュアメールメッセージを受信した時点で、セキュアメールサービスに登録する必要があります。こ
のメッセージの有効期間は、受信後14日間のみです。
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送金：
自国の金融機関のご自身の口座からカナダのTD学生向け当座預金口座に最低$10,000カナ 4 ダドル、最高$25,000カナダドルの国際電信送金を行います。

GICの購入：
TDがお客様の国際電信送金を受領すると、$10,000カナダドルはTD留学生向けGICに運用 5 されることになります。 $10,000カナダドルを超える金額は、お客様のTD学生向け当座預金口
座に残ります。 GICの投資目論見書をご覧いただき、GICの購入にご同意いただいた後、TD留
学生向けGIC口座が発行されます。その後、元本金額（$10,000カナダドル）、金利、発行日、期
間、満期日などのGICの詳細を記載した投資確認書を安全なEメールでお送りいたします。

その後、投資確認書とその他の必要書類を添付して、カナダ政府の学生ダイレクトストリーム
プログラムに基づくカナダ就学許可証を申請することができます。
注意： 投資確認書の発行前に、署名入りのGIC投資詳細フォームが必要です。

注意： カナダ国内の非営業日に同意が得られた場合、TD 留学生向け GIC 口座 は翌営業日に発行されます。

到着後の口座開設とGICの支払い：
カナダ到着後、TDカナダトラストの支店に予約を取り、本人確認、当座預金口座およびGICの 6 利用開始手続き、必要書類への署名を済ませてください。

予約の際には、有効なパスポート、高等教育機関の在学証明書（または学生証）、およびカナ
ダ政府からの就学許可証が必要です。ケベック州に留学される方は、上記の書類に加えて、ケ
ベック州受入証明書（CAQ；Certificat d’Acceptance du Quebec）もご持参ください。 納税
者番号（TIN）をお持ちで、これまで提出されていない方は、来店時にご持参いただく必要があり
ます。
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学生の在学証明書
アカウント登録後、TD在学証明ポータルからカナダ国内の高等教育機関への在学証明をアップ
ロードする必要があります。

customercollaboration.TD.com/studentにアクセスする、または、 -
STUDENTと入力して758614に送信し、在学証明書をアップロードして
ください。
在学証明には以下のいずれか一つの書類が必要です。 

• 学校が発行する授業料請求書、または明細書（現在の就学期間） 

• 詳細な時間割（現在または今後の就学期間） 

• 教務課が発行する在籍確認書

上記手続き完了後、最初の$2,000カナダドルと経過利息がGICから償還され、TD学生向け当座預金口座
に振り込まれます。残りの元金$8,000カナダドルは、10回に分けて毎月TD学生向け当座預金口座に利
息と共に振り込まれます。
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9
・よくある質問

申請 

Q. 共同名義でTD学生向け当座預金口座を開設することはできますか？ 

A. いいえ。TD留学生向けGICプログラムでは、学生ダイレクトストリームプログラムで就学許可証を申
請する申請者の名義でのみ当座預金口座を開設することができます。 

Q. 24時間以上経過しても、提出した申請書に対する回答がありません。どうすれば申請手続の状況を確
認できますか？ 

A. まず、迷惑メールフォルダに振り分けられていないか確認してください。 TDからは、 
TD.eSignNoReplyAccount@td.comのメールアドレスから送信されます。

それでもメールが届かない場合は、以下のフリーダイヤルにお電話
ください。
中国にお住まいの方： 1-855-537-5355 
インド/フィリピン/セネガル/パキスタン/モロッコ/ベトナム/アンティグア・バーブーダ/ブ
ラジル/コロンビア、コスタリカ/ペルー/セントビンセント・グレナディーン/トリニダード・ト
バゴにお住まいの方： 1-416-351-0613 (コレクトコール)。 

Q. TD電子署名で送信した申請書が届きません。 再申請は可能ですか？ 

A. まず、迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。

次に、TDに提供したEメールアドレスが有効なEメールアドレスであること、現在すべての連絡に使用してい
るものであることを確認してください。もし、間違ったメールアドレスを入力した場合は、 <<LINK>> から申
請書を再度送信してください。
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ゲストログイン

お喜様のパッケージ「SMSTESTｷ Jan 31」に安全にアクセスするために、 Suvi n Herからお喜様の携帯電話に送

償されたSMSパスコードを入力してください。

SMSパスコード Eごご ニコ
丘

SMSパスコードをお持ちではないですか？ここをクリックしてください。

Q. TD電子署名にログインするためのSMSテキス
トメッセージが届きません。どうすれば再作成でき
ますか？ 

A. メールにある「Go to Documents」（書類へ
移動）をクリックすると、5分間だけ有効なSMSが
届きます。SMSが届かない場合は、TD電子署名の
ログインページにある「Click Here」（ここをクリッ
ク）をクリックし、テキストメッセージを再生成してく
ださい。

Q. ワンタイムパスワード（OTP）の最大試行回数は何回ですか？ 

A. 間違ったSMSパスワードで3回試行すると、申請書と関連書類へのアクセスがロックされます。この
場合、当行にご連絡いただく必要はありません。アクセスがロックされると、自動メッセージで通知されま
す。TD電子署名システムからお客様のアクセスがロックされた旨の通知を受けた後、ロックを解除し、お客
様に通知をお送りします。

アクセスロック解除には24～48時間かかります。 

Q. なぜTDカナダトラストの居住者証明書（個人用）に納税者番号（TIN）を記入する必要があるの 
ですか？ 

A. 当行はカナダ歳入庁より、カナダ所得税法を遵守するため、お客様の居住者証明書に関する情報を収
集するよう要請されています。 納税者番号（TIN）をお持ちの方は、申請書提出時にご提示いただくか、 30
日以内にご提示いただくことが義務付けられています。当行がこの情報を取得していない場合、カナダ歳入
庁から罰金を科される可能性があります。 当行がこの情報を取得していない場合、カナダ歳入庁から罰金
を科される可能性があります。 

お客様の税務上の居住地に変更があった場合は、30日以内に上記のフリーダイヤルまでお知らせくださ
い。さらに詳しい情報が必要な場合は、当行から追加でご連絡を差し上げることがあります。 
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お客様のTD GIC 

Q. TD留学生向けGICに$10,000カナダドル投資した場合、利息はつきますか？ 

A. はい、GICの投資確認書に記載されている通り、利息が付きます。GICの現在の金利は、GICの金利の
ページでご確認いただけます。

電信送金の方法 

Q. 学生以外の人が送金することはできますか？ 

A. はい。 学生本人が自国の銀行口座（または自国にお住いの家族・友人の口座）から電信送金すること
ができます。

カナダ到着の延期と学校の変更 

Q. 入学を延期したり、教育機関を変更しました。 就学許可証の申請に同じGICを使用することはできま
すか？ 

A. TD学生向け当座預金口座の開設日から365日以内にTDカナダトラストの支店で本人確認手続きを
完了することができれば、同じTD留学生向けGICを後期入学の就学許可証の申請に使用することができま
す。当プログラムの要件が当座預金口座の開設日から365日以内に満たされない場合、TD学生向け当座
預金口座とGIC口座の両方が解約され、資金はそれらが発生した口座に返戻されます。

TD学生向け当座預金口座は、口座開設から90日以内に国際電信送金で資金を送金しなければ、口座が維
持されません。90日以内に入金されない口座は自動的に解約されます。
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