ἶṳ㩫⽊ 㔶ἶ㌂㧊䔎

㧛⩻⻫ 㞞⌊G（Ṳ㧎 ἶṳ）

1. ╋⼖ 㧛⩻䢪Ⳋ㠦 䚲㔲♲ 䟃⳿㠦 ╖䞮㡂, ἶṳ┮㦮 䡚㨂 㩫⽊⯒ 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
（1） 生年月日（㌳⎚㤪㧒）, 国籍（ῃ㩗） ❇㦮 㧛⩻
（2） 外国 PEPs 情報（㣎ῃ PEPs 㩫⽊） 㧛⩻
（3） 口座のご利用目的（Ἒ㫢㦮 㧊㣿⳿㩗） 㧛⩻
（4） ご職業（㰗㠛）, 事業 / 業種（㌂㠛/㠛㫛） 㧛⩻
（5） ご勤務先等（㰗㧻 ❇）, 年収等（㡆Ṛ 㑮㧛 ❇） 㧛⩻
※㍶䌳䞮㔶 㰗㠛㠦 ➆⧒ 䚲㔲♮㰖 㞠㦚 㑮 㧞㔋┞┺. ╋⼖ Ṗ⓻䞲 ⻪㥚 ⌊㠦㍲ 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.

（6） 毎月のお取引金額（㤪 Ệ⧮⁞㞷）, お取引の頻度（Ệ⧮㦮 ゞ☚㑮） 㧛⩻
（7） お取引の原資（Ệ⧮㠦 ㌂㣿♶ ₆㽞 㧦⁞） 㧛⩻
（8） 200 万円超の現金取引予定（200Ⱒ 㠪 㽞ὒ 䡚⁞Ệ⧮ 㡞㩫） 㧛⩻
（9） 国際送金の利用予定（ῃ㩲㏷⁞㦮 㧊㣿 㡞㩫） 㧛⩻

2. ╋⼖ 䢫㧎䢪Ⳋ㠦㍲ 㧛⩻ ⌊㣿㦚 䢫㧎䞮㔶 䤚, 㧛⩻ ⌊㣿㧊 㢂⯊Ⳋ 回答（╋⼖） ⻚䔒㦚 ⯊㕃㔲㡺.
㑮㩫㦚 㤦䞮㔲Ⳋ 戻る（⛺⪲Ṗ₆） ⻚䔒㦚 ③⩂ ╋⼖ 㧛⩻䢪Ⳋ㦒⪲ ☢㞚Ṛ 䤚 㧛⩻䞲 ⌊㣿㦚 㑮㩫䞮㕃㔲㡺.
※╋⼖ ⌊㣿㦮 ㌂⽎㧊 䞚㣪䞮Ⳋ, ╋⼖ 䢫㧎䢪Ⳋ㦮 䃷㻮 䕢㧒㦚 㩖㧻䞮Ệ⋮ ぢ⧒㤆㩖 䢪Ⳋ 㧎㐚 ❇㦚 䟊㭒㕃㔲㡺.

3. 㢚⬢䢪Ⳋ㧊 ⋮䌖⋮Ⳋ ╋⼖㧊 㫛⬢♿┞┺. 䡧㫆䟊㭒㎪㍲ Ṧ㌂䞿┞┺.

（╋⼖ 㧛⩻䢪Ⳋ①）

（╋⼖ 㧛⩻䢪Ⳋ②）

（╋⼖ 䢫㧎䢪Ⳋ）

（㢚⬢䢪Ⳋ）

（1）¥（5）䟃⳿㦚 㧛⩻䞿┞┺

（6）¥（9）䟃⳿㦚 㧛⩻䞿┞┺

╋⼖ ⌊㣿㦚 䢫㧎䞿┞┺

╋⼖㧊 㫛⬢♦㔋┞┺

【╋⼖ 㧛⩻ 㔲 㭒㦮㌂䟃】
1. ⪲⁎㧎 䤚 ἶṳ 㥶䡫㦚 ㍶䌳䞮⓪ 䢪Ⳋ㧊 ⥾Ⳋ 記号番号（₆䢎⻞䢎）㦮 Ⱎ㰖Ⱏ 4㧦ⰂṖ 䚲㔲♿┞┺.
ἶṳ┮㦮 Ἒ㫢 ₆䢎⻞䢎㦮 Ⱎ㰖Ⱏ 4㧦Ⰲ㢖 㧒䂮䞮⓪㰖 ┺㔲 䞲⻞ 䢫㧎䞮㕃㔲㡺.

╖㌗GἚ㫢㦮G₆䢎⻞䢎ୄⰞ㰖ⰟG[㧦ⰂⰢG䚲㔲♿┞┺

2. ⪲⁎㧎 䤚 20 ☯㞞 㧊㣿㧊 㠜㦒㔺 ἓ㤆, 㩫 㧊㣿 㰖⯒ 㥚䟊 㧦☯㦒⪲ ⪲⁎㞚㤙♿┞┺.
⪲⁎㞚㤙 䤚㠦⓪ 㧛⩻䞮㔶 㩫⽊Ṗ ㌃㩲♮⸖⪲ 㭒㦮䟊㭒㕃㔲㡺.（⻞Ệ⪲㤆㔲Ỷ㰖Ⱒ ┺㔲 ⪲⁎㧎䞮㡂 ㌞⪲ 㧛⩻䟊㭒㕃㔲㡺.）
3. 㔲㓺䎲 㠦⩂Ṗ ㌳䞶 㑮 㧞㦒┞, ぢ⧒㤆㩖㦮 戻る（⛺⪲Ṗ₆）, 更新（㌞⪲ἶ䂾） ₆⓻㦖 ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺.
㔲㓺䎲 㠦⩂㠦 㦮䟊 ⪲⁎㞚㤙♮⓪ ἓ㤆, ⁎㩚㠦 㧛⩻♲ 㩫⽊⓪ ㌃㩲♿┞┺.（⻞Ệ⪲㤆㔲Ỷ㰖Ⱒ ┺㔲 ⪲⁎㧎䞮㡂 ㌞⪲
㧛⩻䟊㭒㕃㔲㡺.）
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1. ╋⼖ 㧛⩻䢪Ⳋ㠦 䚲㔲♲ 䟃⳿㠦 ╖䞮㡂, ἶṳ┮㦮 䡚㨂 㩫⽊⯒ 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
（1） 生年月日
（㌳⎚㤪㧒）, 国籍（ῃ㩗） ❇㦚 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
・㣎ῃ ῃ㩗㧎 ἓ㤆, 日本人・特別永住者

以外（㧒⽎ 㣎）⯒ ㍶䌳䞮㔶 䤚 ⽊₆㠦㍲ ῃṖⳛ㦚 ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

・㼊⮮䃊✲⯒ ㏢㰖䞮ἶ Ἒ㔶 ἓ㤆, ❶ 在留資格（㼊⮮ 㧦ỿ）, ❷ 在留期間（満了日）
（㼊⮮ ₆Ṛ
（Ⱒ⬢㧒）
）, ❸ 在留カード番号（㼊⮮䃊✲ ⻞䢎）
（※）⯒ 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
※㣎ᾦὖ ❇㠦 䟊╏䞮㡂 㼊⮮䃊✲⯒ ᾦ㰖 㞠㦖 㦖 㼊⮮䃊✲ ⻞䢎 㧛⩻㦚 ㌳⨋䞮㕃㔲㡺.

㌳⎚㤪㧒㦚 ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

ῃ㩗㦚 ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

【㣎ῃ ῃ㩗㦮 ἓ㤆】

【㣎ῃ ῃ㩗㧦Ⱒ 䟊╏】
⽊₆㠦㍲ ῃṖⳛ㦚 ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
【㣎ῃ ῃ㩗㧦Ⱒ 䟊╏】

❶

⽊₆㠦㍲ 㼊⮮ 㧦ỿ㦚 ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

❷

【㣎ῃ ῃ㩗㧦Ⱒ 䟊╏】
㼊⮮ ₆Ṛ（Ⱒ⬢㧒）㦚 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
㼊⮮ 㧦ỿ㧊 㡗㭒㧦 ❇㠦 䟊╏䞮㡂
㼊⮮ ₆Ṛ㧊 ⶊ₆䞲㧎 ἓ㤆⓪ 無期限

❸

（ⶊ₆䞲）㦚 ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
【㣎ῃ ῃ㩗㧦Ⱒ 䟊╏】
㼊⮮䃊✲ ⻞䢎⯒ 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
❸

※㣎ᾦὖ ❇㠦 䟊╏䞮㡂 㼊⮮䃊✲⯒
ᾦ㰖 㞠㦖 ἓ㤆⓪ 㧛⩻㦚
㌳⨋䞮㕃㔲㡺.

❶
❷
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（2） 外国 PEPs 情報
（㣎ῃ PEPs 㩫⽊）⯒ 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
・ἶṳ┮㧊 㣎ῃ PEPs（㣎ῃ 㩫 ❇㦮 㭧㣪䞲 Ὃ㩗 㰖㥚㠦 㧞Ệ⋮ ⁎ Ṗ㫇㧎 㧦※）㠦 䟊╏䞮㰖 㞠⓪ ἓ㤆⓪ い い え（㞚┞㣪） ⯒
㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
・㣎ῃ PEPs㠦 䟊╏䞮⓪ ἓ㤆⓪ はい（⍺）⯒ ㍶䌳䞲 䤚 ╏㌂㧦 㡂, Ṗ㫇ὖἚ ❇㦮 㩫⽊⯒ 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
※㧦㎎䞲 ⌊㣿㦖 『外国政府等において重要な地位を占める者』について（<㣎ῃ 㩫 ❇㠦㍲ 㭧㣪䞲 㰖㥚⯒ 㹾㰖䞮⓪ 㧦>㠦 ╖䞮㡂）⯒ 㺎ἶ䞮㕃㔲㡺.

はい（⍺） ⡦⓪ いいえ（㞚┞㣪）
⯒ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

【㣎ῃ PEPs㠦 䟊╏䞮⓪ 】

【㣎ῃ PEPs㠦 䟊╏䞮⓪ Ⱒ 䟊╏】
㣎ῃ PEPs㠦 䟊╏䞮⓪ 㦖
ⳛ㦮㧦㢖 㣎ῃ 㩫 ❇㦮 㭧㣪䞲
Ὃ㩗 㰖㥚㠦 㧞⓪ 㧦㢖㦮 ὖἚ,
㭧㣪䞲 Ὃ㩗 㰖㥚㠦 㧞⓪ ῃṖⳛ,
㭧㣪䞲 Ὃ㩗 㰖㥚㦮 ⌊㣿（㰗㥚）㦚
㍶䌳, 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
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（3） 口座のご利用目的
（Ἒ㫢㦮 㧊㣿⳿㩗）㦚 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
・㥶㽞㦖䟟 Ἒ㫢㦮 主なご利用目的（㭒㣪 㧊㣿⳿㩗）㦚 䞮⋮ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
・㧊㣿⳿㩗㧊 㡂⩂ Ṳ㧎 ἓ㤆, その他のご利用目的（₆䌖 㧊㣿⳿㩗）㠦㍲ 䟊╏䞮⓪ ộ㦚 ⳾⚦ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

㭒㣪 㧊㣿⳿㩗㦚 䞮⋮ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
そ の 他（₆䌖） ⯒ ㍶䌳䞮㎾┺Ⳋ,
ῂ㼊㩗㧎 ⌊㣿㦚 㧛⩻䟊㭒㕃㔲㡺.
（㾲╖ 20㧦）
※20㧦⯒ 㽞ὒ䞮Ⳋ 20㧦 㧊䞮⪲ 㭚㡂㍲
┺㔲 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.

㧊㣿⳿㩗㧊 㡂⩂ Ṳ㧎 ἓ㤆, そ の 他
利 用 目 的（₆䌖 㧊㣿⳿㩗） 㠦㍲
䟊╏䞮⓪ ộ㦚 ⳾⚦ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
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（4） ご職業
（㰗㠛）, 事業 / 業種
（㌂㠛/㠛㫛）㦚 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
・䟊╏䞮⓪ 㰗㠛㦚 ⳾⚦ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
・㍶䌳䞮㔶 ṗ 㰗㠛㦮 ㌂㠛/㠛㫛㦚 ⽊₆㠦㍲ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

䟊╏䞮⓪ 㰗㠛㦚 ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
（⽋㑮 ㍶䌳☚ Ṗ⓻䞿┞┺.）
そ の 他（₆䌖） ⯒ ㍶䌳䞮㎾┺Ⳋ,
ῂ㼊㩗㧎 ⌊㣿㦚 㧛⩻䟊㭒㕃㔲㡺.
（㾲╖ 10㧦）
※10㧦⯒ 㽞ὒ䞮Ⳋ 10㧦 㧊䞮⪲ 㭚㡂㍲
┺㔲 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.

【 会社員 / 団体職員（䣢㌂㤦/┾㼊㰗㤦） , 会社役員 / 団体役員（䣢㌂ 㧚㤦/┾㼊 㧚㤦） , パート / アルバイト / 派遣社員 / 契約社員
（㔲Ṛ㩲 ⁒ⶊ㧦/㞚⯊㧊䔎/䕢ἂ ㌂㤦/Ἒ㟓 ㌂㤦）, 個人事業主 / 自営業（Ṳ㧎㌂㠛㧦/㧦㡗㠛）㠦 䟊╏䞮⓪ 】

㰗㠛㧊 会 社 員 / 団 体 職 員
（䣢㌂㤦/┾㼊㰗㤦） , 会 社 役 員 /
団 体 役 員（䣢㌂ 㧚㤦/┾㼊 㧚㤦） ,
パート / アルバイト / 派遣社員 /
契

約

社

員 （ 㔲 Ṛ 㩲

⁒ⶊ㧦/㞚⯊㧊䔎/䕢ἂ ㌂㤦/Ἒ㟓
㌂㤦） , 個 人 事 業 主 / 自 営 業
（Ṳ㧎㌂㠛㧦/㧦㡗㠛） 㠦 䟊╏䞮⓪
㦖 ⽊₆㠦㍲ 㭒㣪 ㌂㠛/㠛㫛㦚
㍶䌳䞮㕃㔲㡺.（ 他 の 事 業 / 業 種
（⁎ 㦮 ㌂㠛/㠛㫛） 㦚 䙂䞾䞮㡂
㾲╖ 3Ṳ₢㰖 ㍶䌳 Ṗ⓻䞿┞┺.）
そ の 他（₆䌖） ⯒ ㍶䌳䞮㎾┺Ⳋ,
ῂ㼊㩗㧎 ⌊㣿㦚 㧛⩻䟊㭒㕃㔲㡺.
（㾲╖ 10㧦）
※10㧦⯒ 㽞ὒ䞮Ⳋ 10㧦 㧊䞮⪲ 㭚㡂㍲
┺㔲 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
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（5） ご勤務先等
（㰗㧻 ❇）, 年収等
（㡆Ṛ 㑮㧛 ❇）㦚 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
・╋⼖ Ṗ⓻䞲 ⻪㥚 ⌊㠦㍲ 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
㰗㧻
（䞯㌳㦖 䀾䞯㻮）
㦮 ⳛ䃃/Ṳ㧎㌂㠛ⳛ㦚
㧛⩻䞮㕃㔲㡺.（㾲╖ 30㧦）
※30㧦⯒ 㽞ὒ䞮Ⳋ 30㧦 㧊䞮⪲ 㭚㡂㍲
┺㔲 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.

㰗㧻 ❇㧊 㡂⩂ Ὁ㧎 ἓ㤆, 㭒⪲
㧒䞮⓪ Ὁ㦒⪲ 䞮⋮Ⱒ 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.

㰗㧻㧊 㭒㔳䣢㌂㧎 ἓ㤆,

上 場 /

非上場
（㌗㧻/゚㌗㧻）㦚 ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

㰗㧻（䞯㌳㦖 䀾䞯㻮）㦮 ㏢G㨂㰖㢖
㡆⧓㻮⯒ 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.

㩚䢪⻞䢎Ṗ 㡂⩂ Ṳ㧎 ἓ㤆⓪ 䞮⋮Ⱒ
㧛⩻䞮㕃㔲㡺. 䞮㧊䝞
（-）
㦖 ㌳⨋䞮㡂
㧛⩻䞮㕃㔲㡺.

㰗㧻㠦㍲㦮 㰗

㦚 ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

そ の 他（₆䌖） ⯒ ㍶䌳䞮㎾┺Ⳋ,
ῂ㼊㩗㧎 ⌊㣿㦚 㧛⩻䟊㭒㕃㔲㡺.
（㾲╖ 10㧦）
※10㧦⯒ 㽞ὒ䞮Ⳋ 10㧦 㧊䞮⪲ 㭚㡂㍲
┺㔲 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.

㰗㧻㠦㍲㦮 㠛ⶊ ⌊㣿㦚 ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
そ の 他（₆䌖） ⯒ ㍶䌳䞮㎾┺Ⳋ,
ῂ㼊㩗㧎 ⌊㣿㦚 㧛⩻䟊㭒㕃㔲㡺.
（㾲╖ 10㧦）
※10㧦⯒ 㽞ὒ䞮Ⳋ 10㧦 㧊䞮⪲ 㭚㡂㍲
┺㔲 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.

年収（個人事業主の方は年商）
（㡆Ṛ
㑮㧛（Ṳ㧎㌂㠛㧦⓪ 㡆Ṛ ⰺ㿲㞷））
㦚 ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
※ 㡂, ㌂㠛㑮㧛 㣎㠦 㰧㎎, 㧦㌆㤊㣿㑮㧛
❇㧊 䙂䞾♿┞┺.
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（6） 毎月のお取引金額
（㤪 Ệ⧮⁞㞷）, お取引の頻度
（Ệ⧮㦮 ゞ☚㑮）⯒ 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
・㥶㽞㦖䟟 Ἒ㫢㠦㍲ 㡞㩫♮㠊㧞⓪ 毎 月 の お 取 引 金 額（㤪 Ệ⧮⁞㞷）ὒ お 取 引 の 頻 度（Ệ⧮㦮 ゞ☚㑮）㠦 ╖䞮㡂, 䟊╏䞮⓪ ộ㦚
㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
㤪 Ệ⧮⁞㞷㦮 㡞）ⰺ㤪

㡂⪲ 20Ⱒ 㠪㧊 㧛⁞♮Ⳇ, ㌳Ἒ゚⪲ 10Ⱒ 㠪㧊 㧊㼊♮⓪ ἓ㤆

⇒Ệ⧮⁞㞷㦖 30Ⱒ 㠪㧊⸖⪲ 10 万円超〜 50 万円以下
（10Ⱒ 㠪 㽞ὒ¥50Ⱒ 㠪 㧊䞮）㠦 䟊╏䞿┞┺.
Ệ⧮㦮 ゞ☚㑮 㡞）㧒㭒㧒㠦 2⻞㦖 ATM 㿲⁞㦚 䞮ἶ, 1䣢 Ἒ㫢㧊㼊⯒ 䞮⓪ ἓ㤆
⇒ 週に 3 回以上（㭒 3䣢 㧊㌗）㠦 䟊╏䞿┞┺.
※㹾⨟, 㭒䌳 ῂⰺ゚㣿 ❇ 㧒㔲㩗㦒⪲ ㌳䞮⓪ ἶ㞷 㧛㿲⁞㦖 䙂䞾♮㰖 㞠㔋┞┺.
※㤪㠦 ➆⧒ Ệ⧮⁞㞷, ゞ☚㑮Ṗ 䋂Ợ 㹾㧊⋮⓪ ἓ㤆⓪ 䘟‶䂮⪲ 㔶ἶ䞮㕃㔲㡺.

㤪 Ệ⧮⁞㞷㦚 ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

Ệ⧮㦮 ゞ☚㑮⯒ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

（7） お取引の原資
（Ệ⧮㠦 ㌂㣿♶ ₆㽞 㧦⁞）㦚 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
・㥶㽞㦖䟟 Ἒ㫢㦮 Ệ⧮㧦⁞ 㿲㻮㠦 ╖䞮㡂, 䟊╏䞮⓪ ⽊₆⯒ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

Ệ⧮㠦 ㌂㣿♶ ₆㽞 㧦⁞㦚
㍶䌳䞮㕃㔲㡺.（⽋㑮 ㍶䌳☚
Ṗ⓻䞿┞┺.）
そ の 他（₆䌖）⯒ ㍶䌳䞮㎾┺Ⳋ,
ῂ㼊㩗㧎 ⌊㣿㦚 㧛⩻䟊㭒㕃㔲㡺.
（㾲╖ 20㧦）
※20㧦⯒ 㽞ὒ䞮Ⳋ 20㧦 㧊䞮⪲ 㭚㡂㍲
┺㔲 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
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（8） 200 万円超の現金取引予定
（200Ⱒ 㠪 㽞ὒ 䡚⁞Ệ⧮ 㡞㩫）㦚 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
・㥶㽞㦖䟟 Ἒ㫢⪲ 200Ⱒ 㠪㦚 㽞ὒ䞮⓪ 䡚⁞Ệ⧮（※1）⯒ 䞶 㡞㩫㧊 㧞⓪ ἓ㤆⓪ は

い（⍺） ⯒ ㍶䌳䞮ἶ 㧊㥶, ゞ☚㑮  ⁞㞷㦚

㧛⩻䞮㕃㔲㡺（※2）
.
・Ệ⧮ 㡞㩫㧊 㠜⓪ ἓ㤆⓪ いいえ（㞚┞㣪）⯒ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
※1 䡚⁞Ệ⧮⓪ ATM, 㦖䟟 㺓ῂ⯒ 䐋䟊 䡚⁞㦚 Ἒ㫢㠦 㧛⁞䞮⓪ Ệ⧮, 䡚⁞㦚 Ἒ㫢㠦㍲ 㿲⁞䞮⓪ Ệ⧮ ❇㧊 䟊╏♿┞┺.
ṯ㦖 ⋶㠦 ATM㦒⪲ 䡚⁞㧊 㧛⁞♮㠊 ⁎ 䞿ἚṖ 200Ⱒ 㠪㦚 㽞ὒ䞮⓪ Ệ⧮Ṗ ㌳䞮⓪ ἓ㤆⓪ はい（⍺）⯒ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
（Ἒ㫢⯒ 䐋䞲 㧦☯㧊㼊⋮ ㏷⁞㦖 䙂䞾♮㰖 㞠㔋┞┺.）
※2 㔺㩲⪲ Ệ⧮䞶 ➢, Ệ⧮ 㧊㥶⋮ Ệ⧮㠦 ㌂㣿♶ ₆㽞 㧦⁞㦮 㿲㻮 ❇㦚 ┺㔲 䢫㧎䞶 㑮 㧞㦒┞ 㟧䟊㦮 Ⱖ㝖㦚 ✲Ⱃ┞┺.

はい（⍺） ⡦⓪ いいえ（㞚┞㣪）
⯒ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

【200Ⱒ 㠪 㽞ὒ 䡚⁞Ệ⧮ 㡞㩫 㡂Ṗ はい（⍺）㠦 䟊╏䞮⓪ 】
【200Ⱒ 㠪 㽞ὒ 䡚⁞Ệ⧮ 㡞㩫㧊
㧞⓪ Ⱒ 䟊╏】
200Ⱒ 㠪㦚 㽞ὒ䞮⓪ 䡚⁞Ệ⧮㠦 ╖䞮㡂,
ῂ㼊㩗㧎 ⌊㣿㦚 㧛⩻䟊㭒㕃㔲㡺.（㾲╖
30㧦）
※30㧦⯒ 㽞ὒ䞮Ⳋ 30㧦 㧊䞮⪲ 㭚㡂㍲
┺㔲 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.

【200Ⱒ 㠪 㽞ὒ 䡚⁞Ệ⧮ 㡞㩫㧊
㧞⓪ Ⱒ 䟊╏】
200Ⱒ 㠪㦚 㽞ὒ䞮⓪ 䡚⁞Ệ⧮㠦
╖䞮㡂, Ệ⧮㦮 ゞ☚㑮⯒ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

【200Ⱒ 㠪 㽞ὒ 䡚⁞Ệ⧮ 㡞㩫㧊
㧞⓪ Ⱒ 䟊╏】
200Ⱒ 㠪㦚 㽞ὒ䞮⓪ 䡚⁞Ệ⧮㠦
╖䞮㡂, 1䣢╏ Ệ⧮⁞㞷㦚 ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
※Ệ⧮㠦 ➆⧒ Ệ⧮⁞㞷㧊 䋂Ợ 㹾㧊⋮⓪
ἓ㤆⓪ 䘟‶䂮⪲ 㔶ἶ䞮㕃㔲㡺.
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（9） 国際送金の利用予定
（ῃ㩲㏷⁞ 㧊㣿 㡞㩫）㦚 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.
・㥶㽞㦖䟟 Ἒ㫢⪲ ῃ㩲㏷⁞
（※1）
㧊 㡞㩫♮㠊㧞⓪ ἓ㤆⓪ はい
（⍺）⯒ ㍶䌳䞮ἶ ⳿㩗, ゞ☚㑮  ⁞㞷, Ệ⧮ ╖㌗ῃ㦚 㧛⩻䞮㕃㔲㡺
（※2）
.
・Ệ⧮ 㡞㩫㧊 㠜⓪ ἓ㤆⓪ いいえ（㞚┞㣪）⯒ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
※1 ῃ㩲㏷⁞㦖 㧊㣿 㔳（㦖䟟 㺓ῂ, 㥶㽞┺㧊⩟䔎 ❇）⡦⓪ Ệ⧮㡞㩫⁞㞷㦮 䋂₆㢖 ㌗ὖ㠜㧊 ╋⼖䟊㭒㕃㔲㡺.
※2 㔺㩲⪲ ῃ㩲㏷⁞㦚 㧊㣿䞶 ➢, ㏷⁞ ⳿㩗  Ệ⧮㠦 ㌂㣿♶ ₆㽞 㧦⁞㦮 㿲㻮 ❇㦚 ┺㔲 䢫㧎䞶 㑮 㧞㦒┞ 㟧䟊㦮 Ⱖ㝖㦚 ✲Ⱃ┞┺.

はい（⍺） ⡦⓪ いいえ（㞚┞㣪）
⯒ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

【ῃ㩲㏷⁞ 㧊㣿 㡞㩫 㡂Ṗ はい（⍺）㠦 䟊╏䞮⓪ 】

【ῃ㩲㏷⁞ 㡞㩫㧊 㧞⓪ Ⱒ 䟊╏】
ῃ㩲㏷⁞㦮 ⳿㩗㦖

送 る 場 合

（㏷⁞䞮⓪ ἓ㤆） , 受 け 取 る 場 合
（㏷⁞⓪ ἓ㤆） 㭧㠦 䟊╏䞮⓪
ộ㦚 ⳾⚦ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
そ の 他（₆䌖） ⯒ ㍶䌳䞮㎾┺Ⳋ,
ῂ㼊㩗㧎 ⌊㣿㦚 㧛⩻䟊㭒㕃㔲㡺.
（㾲╖ 20㧦）
※20㧦⯒ 㽞ὒ䞮Ⳋ 20㧦 㧊䞮⪲ 㭚㡂㍲
┺㔲 㧛⩻䞮㕃㔲㡺.

【ῃ㩲㏷⁞ 㡞㩫㧊 㧞⓪ Ⱒ 䟊╏】
ῃ㩲㏷⁞㦮 ゞ☚㑮⯒ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.

【ῃ㩲㏷⁞ 㡞㩫㧊 㧞⓪ Ⱒ 䟊╏】
ῃ㩲㏷⁞㦮 1䣢╏ Ệ⧮⁞㞷㦚
㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
※Ệ⧮㠦 ➆⧒ Ệ⧮㦮 ⁞㞷㧊 䋂Ợ
㹾㧊⋮⓪ ἓ㤆⓪ 䘟‶䂮⪲ 㔶ἶ䞮㕃㔲㡺.

【ῃ㩲㏷⁞ 㡞㩫㧊 㧞⓪ Ⱒ 䟊╏】
Ệ⧮ ╖㌗ῃ ❇㠦 ╖䞮㡂, 䟊╏䞮⓪
⽊₆⯒ ⳾⚦ ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
そ の 他（₆䌖） ⯒ ㍶䌳䞮㔶 ἓ㤆,
⽊₆㠦㍲ ῃṖⳛ㦚 ㍶䌳䞮㕃㔲㡺.
（₆䌖㦮 Ệ⧮ ╖㌗ῃ ❇㧊 㡂⩂ Ṳ㧎
ἓ㤆⓪ 㭒㣪 Ệ⧮ ╖㌗ῃ ❇㦚 1ṲⰢ
㍶䌳䞮㕃㔲㡺.）
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2. ╋⼖ 䢫㧎䢪Ⳋ㠦㍲ 㧛⩻ ⌊㣿㦚 䢫㧎䞮㔶 䤚, 㧛⩻ ⌊㣿㧊 㢂⯊Ⳋ 回答（╋⼖） ⻚䔒㦚 ⯊㕃㔲㡺.
・╋⼖ ⌊㣿㧊 䚲㔲♮Ⳋ 㧛⩻䞲 ⌊㣿㦚 䢫㧎䞮㔶 䤚 㧊㌗㧊 㠜㦒Ⳋ 回答（╋⼖） ⻚䔒㦚 ⯊㕃㔲㡺.
・㑮㩫㦚 㤦䞮㔲Ⳋ 戻る（⛺⪲Ṗ₆） ⻚䔒㦚 ③⩂ ╋⼖ 㧛⩻䢪Ⳋ㦒⪲ ☢㞚Ṛ 䤚 㧛⩻䞲 ⌊㣿㦚 㑮㩫䞮㕃㔲㡺.
※ぢ⧒㤆㩖㦮 戻る（⛺⪲Ṗ₆） ₆⓻㦚 ㌂㣿䞮Ⳋ 㧛⩻䞲 ⌊㣿㧊 ㌃㩲♮⸖⪲ ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺.

・╋⼖㧊 㫛⬢♲ 䤚㠦⓪ ╋⼖䢪Ⳋ㦚 䢫㧎䞶 㑮 㠜㔋┞┺. ╋⼖ ⌊㣿㦮 ㌂⽎㧊 䞚㣪䞮Ⳋ 䢪Ⳋ㦮 䃷㻮 䕢㧒㦚 㩖㧻䞮Ệ⋮, 㧎㐚 ₆⓻ ❇㦚
㧊㣿䞮㕃㔲㡺.

㧛⩻ ⌊㣿㦚 䢫㧎䞮㔶 䤚 㧊㌗㧊 㠜㦒Ⳋ 回答
（╋⼖）
⻚䔒㦚 ⯊㕃㔲㡺.
㑮㩫㦚 㤦䞮㔲Ⳋ 戻る（⛺⪲Ṗ₆） ⻚䔒㦚 ③⩂ ╋⼖
㧛⩻䢪Ⳋ㦒⪲ ☢㞚Ṛ 䤚 㧛⩻䞲 ⌊㣿㦚
㑮㩫䞮㕃㔲㡺.
※ぢ⧒㤆㩖㦮 戻る
（⛺⪲Ṗ₆） ₆⓻㦖 㔲㓺䎲 㠦⩂Ṗ ㌳䞶
㑮 㧞㦒┞ ㌂㣿䞮㰖 Ⱎ㕃㔲㡺.（㔲㓺䎲 㠦⩂Ṗ ㌳䞮⓪
ἓ㤆, ⁎㩚㠦 㧛⩻♲ 㩫⽊⓪ ㌃㩲♿┞┺.）

※╋⼖㧊 㫛⬢♲ 䤚㠦⓪ ╋⼖䢪Ⳋ㦚 䢫㧎䞶 㑮 㠜㔋┞┺.
╋⼖ ⌊㣿㦮 ㌂⽎㧊 䞚㣪䞮Ⳋ 䢪Ⳋ㦮 䃷㻮 䕢㧒㦚
㩖㧻䞮Ệ⋮, ぢ⧒㤆㩖 䢪Ⳋ 㧎㐚 ❇㦚 䟊㭒㕃㔲㡺.
（╋⼖ ⻚䔒㦚 ③⩂㍲ 㢚⬢䢪Ⳋ㦒⪲ 㧊☯䞲 䤚㠦⓪ ╋⼖
䢫㧎䢪Ⳋ㧊 ┺㔲 䚲㔲♮㰖 㞠㔋┞┺.）

3. 㢚⬢䢪Ⳋ㧊 ⋮䌖⋮Ⳋ ╋⼖㧊 㫛⬢♿┞┺. 䡧㫆䟊㭒㎪㍲ Ṧ㌂䞿┞┺.
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