
530

 

Guarantee Letter 

For the above-mentioned person’s enrollment at IOT, I will take responsibility for this person’s 
actions, and bear joint responsibility for the payment of school fees and pay financial obligations in 
the case of intentions or gross negligence resulting in damage to IOT’s facilities or buildings. 

To President of IOT 

Guarantor’s signature (in his or her writing)
 

Guarantor’s date of birth    Year        Month      Day 
 

Guarantor’s current residence 
 

Guarantor’s contact address (home) 

Guarantor’s contact address (employment) 
 

Occupation  
 

Relation to applicant 

These documents will not be used for other purposes. 
These documents will be protected by IOT. 
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