
株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ御中

取引口座開設申込書 （法人口座）

当社は、貴社から受領した「『選べる外貨』取引説明書」、「外国為替取引約款」、「電子取引約款」の記載内容を十分理解した上で、

取引口座の開設を申込みます。また、取引に関する各種報告書等の電子交付に同意いたします。

本申込書の記載内容は、事実と相違ありません。貴社の審査の結果、取引口座の開設ができない場合があることを了承いたします。

〒

※できるだけ詳しくご記入ください。

〒

当社からお客様に返金する際の「出金先金融機関」は、口座開設後にお客様ご自身で登録いただきます。

※お客様IDのご記入は不要です。 会社実印

お客様ID

※下記太枠内のすべての事項についてご記入ください。
※記入漏れ・誤記入の場合、申込書を再提出いただくことも
ございますので、ご注意ください。

お申込年月日 　西暦　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　日

万円

フリガナ 法人番号

法　人　名

フリガナ
代表電話番号 　　（　　　　　　　）　　　　　　　　-

所　在　地
（登記上） ＦＡＸ番号 　　（　　　　　　　）　　　　　　　　-

https://

フリガナ
代表者役職名

代　表　者　氏　名

設　立　年　月　日 西暦　　　 　　年　　　　月　 　　　日 資　本　金
万円

年商

　□ホームページ　　　 　□インターネット検索　　　 　□メールマガジン　　　 　□新聞　　　 　□雑誌　　　 　□書籍
　□屋外広告　　　 　     □テレビ・ラジオ　　 　　　　　□講演・セミナー　　      □ご紹介　　   □その他（　　　　                    ）

投　資　経　験
（法人）

投資予定額
万円

業　種 加入する業界団体
※なければブランクでお願いします。

ホームページ 　□無　　　　□有 ※「有」の場合右項目を記載ください
ホームページ有りの場合

（サイトURL）

氏名
(代表者の場合もご記入ください)

所属部署名 役職名
電話番号
（会社）

　　（　　　　　　　）　　　　　　　　-

金融デリバティブ（FX取引、CFD取引、先物・オプション、商品先物など）

その他金融商品（株式、外貨預金、投資信託、公社債など）

取　引　の　目　的
　□短期的視野からの収益性を重視する取引  　　　   　　　□中・長期的視野からの収益性を重視する取引
　□短・中・長期的視野からの収益性を重視する取引　　　　□貿易等の為替ヘッジを目的とする取引

取　引　動　機

メールフリガナ メールフリガナ

フリガナ 電話番号
（自宅）

　　（　　　　　　　）　　　　　　　　-

自宅住所
携帯番号 　　（　　　　　　　）　　　　　　　　-

　□未経験　　　□1年未満　　　□2年未満　　　□3年未満　　　□4年未満　　　□5年未満　　　□5年以上

　□未経験　　　□1年未満　　　□2年未満　　　□3年未満　　　□4年未満　　　□5年未満　　　□5年以上

提出本人確認書類
　□運転免許証　　　　　　□パスポート　　　　　　 　　 　□健康保険証　　　　　　　　　 □住民票の写し　

　□在留カード　　　　　 　□特別永住者証明書　　　　　□住民基本台帳カード　　　　□印鑑登録証明書

メールアドレス（パソコン、携帯いずれかを必ずご記入ください）

取引責任者に関してご記入ください

フリガナ

生年月日 　西暦　　　　　　　　年　　　　 　月 　　　　　日

パスワードは、当社が設定しますので、ログイン後にお客様情報設定のページよりご変更ください。

2207

PCメールアドレス 　　　　　@ 携帯メールアドレス 　　　　　@

会社

実印



西暦　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

本店所在地： 

法　 人　 名：

代表者氏名：

2207

10：法人口座で取引をするにあたり、社内管理態勢を整備しています。 はい  /  いいえ

4：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引を行う場合は、私自身の判断と責任において、私自身
の余裕資金の範囲内で行います。

5：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引について、元本あるいは利益を保証した金融商品で
はないこと、および少ない資金（保証金）を担保として大きな金額を取引することから大きな利益が
得られることもある反面、大きな損失を被る可能性もあり、場合によっては投資金額以上の損失を
被る可能性があることを理解しています。

はい  /  いいえ

はい  /  いいえ

はい  /  いいえ

はい  /  いいえ

3：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引には、為替相場・金利相場変動リスク、信用リスク、流
動性リスクおよび取引システムリスクがあることを理解しています。

9：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引は、取引成約後に中途解約が出来ないことを理解し
ています。

はい  /  いいえ

6：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引で、例えば米ドル/円を1万ドル取引した場合、為替
レートが1円変動すると１万円の為替差損益が発生することを理解しています。

7：米ドル/円相場は、1998年10月5日～8日の4日間に約25円も下落しました。私は、このように外
国為替相場が時として短期間に大きく変動する場合があることを理解しています。

8：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引には、損失の拡大を防ぐため、お客様の取引口座の
時価評価総額が当社が定める一定の基準を割り込んだ場合、ロスカットが発動し、自動的にすべ
てのポジションが決済されることがあることを理解しています。

はい  /  いいえ

はい  /  いいえ

店頭外国為替保証金取引『選べる外貨』は、外貨預金・外貨建てMMF等他の外貨建金融商品に比べ高いリスクを伴い
ます。
本リスク確認書は、ＦＸプライムｂｙＧＭＯが取扱う外国為替保証金取引のリスク等についてのお客様の理解度を確認さ
せていただき、口座開設にあたってのお客様の適合性を審査させていただくためのものです。審査結果によっては口座
開設のご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引の仕組みを十分理解しています。 はい  /  いいえ

2：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引が貴社との相対取引であること、また、貴社がイン
ターバンク市場に基づいて提示する取引レートは、他の情報会社（テレビやインターネット等）が提
示するレートとは一致しないこともあることを理解しています。

はい  /  いいえ

　　『選べる外貨』リスク確認書（法人口座）

会社

実印



株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ御中

【取引責任者】

当社は、貴社との間で行う取引（「以下「本取引」という）において、下記の者を取引責任者と定め、
本取引および本取引に係るすべての権限を委任いたします。
当該者が行った売買取引により生じる損益その他責任の一切は、すべて当社に帰属するものとします。
なお、約款の改定等、契約条件の変更があった場合には当該取引責任者にご通知願います。

ご自宅現住所

【実質的支配者】 　　　　　　　
当社の実質的支配者について、下記の通り申告いたします。

　※実質的支配者が3名の場合は、お手数ですが本書をコピーの上、ご記入・ご提出ください。

生年月日

ご自宅現住所

（有の場合その詳細を下記に記載ください）

　　　詳細：

生年月日

ご自宅現住所

（有の場合その詳細を下記に記載ください）

西暦　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日

本店所在地： 

法 　人 　名：

代表者氏名：

【ご注意】

お客様が「投資助言・代理業」又は「投資一任業」を行う場合には、

金融商品取引法第29条に定める金融庁長官の「登録」を受ける必要がありますのでご注意願います。

2207

　フリガナ

氏      名

実質的支配者該当ケース番号

　　　詳細：

　西暦　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　日

取引責任者届出書 兼 実質的支配者に関する申告書

取引責任者の氏名

　フリガナ 所属部署

実質的支配者該当ケース番号

氏      名

 〒

外国PEPｓ（重要な公人）に該当　　有　・　無

外国PEPｓ（重要な公人）に該当　　有　・　無

　フリガナ

　西暦　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　日

会社

実印



株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ御中

米国・外国口座税務コンプライアンス法（以下、「FATCA」※）に基づき、以下の質問にご回答ください。

はい　/　いいえ

はい　/　いいえ

はい　/　いいえ

はい　/　いいえ

西暦　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　日

本店所在地： 

法 　人 　名：

代表者氏名：

取引責任者氏名：

2207

ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

1：米国で設立された法人ですか　

2：米国で組成された組合ですか

3：米国人所有外国事業体（２５％超の議決権または価値を特定米国人が保有する事業体）ですか

※FATCA は、米国人や米国法人等による租税回避を防止するためにつくられた法律であり、米国以外の国の金融機関に

　　FATCAについての確認書

対して、以下に該当するお客様の口座情報を米国内国歳入庁（以下、「IRS」といいます。）に報告することを求めております。

また、我が国の金融庁および国税庁は、日本の金融機関に対して、FATCA を遵守することを要請しております。

4：代表者、取引責任者、実質的支配者に米国籍保有者がいますか

「はい」の場合には、該当
者にチェックしてください。

　  □ 代表者

　  □ 取引責任者

　  □ 実質的支配者

会社

実印



株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ御中

西暦　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　日

本店所在地： 

法 　人 　名：

代表者氏名：

2207

　当社（当該法人の役員等、取引責任者、実質的支配者その他関係者を含む。以下同じ。）は、以下の①お
よび②をそれぞれ確約します。

　①現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に関与したことはなく、かつ将来にわたっ
ても関与しません。
　②自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して
脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を
毀損し、または貴社の業務を妨害する行為等を行いません。

　なお、①のいずれかに該当し、もしくは②のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく確約に関して
虚偽の申告をしたことが判明した場合には、取引が停止され、または通知によりこの口座が解約されても異
議申し立てをいたしません。
　また、これにより損害が生じた場合でも、すべて当社の責任といたします。

反社会的勢力でないことの確約書

会社

実印



  取引口座開設申込書 （法人口座）

＜ご提出書類＞

　　１） 取引口座開設申込書 （法人口座）　※収入印紙（4千円）は、当社が負担いたします。
　　２） リスク確認書
　　３） 取引責任者届出書 兼 実質的支配者に関する申告書
　　４） FATCAについての確認書
　　５） 反社会的勢力でないことの確約書
　　６） 確認書類 

◆法人様の確認書類

下記 a. および b.の２つをご提出ください。
ａ. 登記簿謄本 （提出日から6ヶ月以内に発行された原本）

※コンピュータ化されている法務局で登記簿謄本をご請求の際は「履歴事項全部証明書」または
　 「現在事項全部証明書」をご指定ください。
※抄本、履歴事項一部証明書、現在事項一部証明書は受付できません。

b. 印鑑証明書 （提出日から6ヶ月以内に発行された原本）

◆取引責任者様の確認書類

下記の本人確認書類の中からいずれか1つをご提出ください。

ａ. 運転免許証 b. 健康保険証 c. パスポート

d. 在留カード e. 特別永住者証明書 f. 住民基本台帳カード

ｇ. 住民票の写し　　　　　 h. 印鑑登録証明書

※提出方法は各書類により異なります。別紙「本人確認書類（取引責任者様用）」を必ずご参照ください。

↓■ステップ ２ ．口座開設審査

当社に申込書類が届きましたら口座開設審査を行います。通常3～5日営業日程度で口座開設審査が完了します

が、申込集中時等には更にお時間をいただくこともありますので予めご了承ください。

※審査結果によっては口座開設をお断りする場合もあります。また審査内容は一切開示いたしませんので予めご了承ください。

↓■ステップ ３．取引口座開設通知書及び取引責任者登録通知書の送付

口座開設後、｢簡易書留・転送不要郵便」にて以下の通知書を郵送いたします。

① 取引口座開設通知書 （法人所在地へ郵送いたします）
② 取引責任者登録通知書 （取引責任者様の現住所へ郵送いたします）

※お預かりした個人情報については、当社「個人情報保護方針」に則り厳重に管理しています。詳細は当社HP内「個人情報保護方針」ページをご参照ください。

↓■ステップ１．口座開設申込

下記１）～５）の各書類にご記入・ご署名・ご捺印の上、６）確認書類を添えて、当社宛にご送付ください。

なお、ご提出いただいた書類はご返却いたしませんので、予めご了承ください。

↓■ステップ ４．お取引開始 （通知書受領確認後）
上記①および②の通知書をお客様が受領されたことを当社にて確認後、取引ツールへのログイン・お取引が可能

になります。
※①および②の両方の受領が当社にて確認できない場合、取引ツールへのログイン・お取引ができません。



株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ御中

取引口座開設申込書 （法人口座）

当社は、貴社から受領した「『選べる外貨』取引説明書」、「外国為替取引約款」、「電子取引約款」の記載内容を十分理解した上で、

取引口座の開設を申込みます。また、取引に関する各種報告書等の電子交付に同意いたします。

本申込書の記載内容は、事実と相違ありません。貴社の審査の結果、取引口座の開設ができない場合があることを了承いたします。

〒 150-0043

※できるだけ詳しくご記入ください。

〒150-0031

当社からお客様に返金する際の「出金先金融機関」は、口座開設後にお客様ご自身で登録いただきます。

パスワードは、当社が設定しますので、ログイン後にお客様情報設定のページよりご変更ください。

※お客様IDのご記入は不要です。 会社実印

お客様ID

※下記太枠内のすべての事項についてご記入ください。
※記入漏れ・誤記入の場合、申込書を再提出いただくことも
ございますので、ご注意ください。

お申込年月日 西暦 　20●●　年　　●●　　月　　　●●　日

フリガナ 　　　　　　 　マルマルカブシキガイシャ 法人番号

法　人　名 　　　　  　●●株式会社 1234567890123

フリガナ トウキョウト　シブヤク　ドウゲンザカ
代表電話番号 （ 03 ）×××× - ××××

所　在　地
（登記上） 　　東京都渋谷区道玄坂●－●● ＦＡＸ番号 （ 03 ）×××× - ××××

1億5,000万円

フリガナ カワセ　タロウ

代表者役職名 代表取締役社長
代　表　者　氏　名 為替　太郎

投資予定額
500万円

業　種 輸入販売 加入する業界団体 ●●協会
※なければブランクでお願いします。

設　立　年　月　日 西暦●●●●年●●月●●日 資　本　金
3,000万円

年商

ホームページ 　□無　　　　□有 ※「有」の場合右項目を記載ください
ホームページ有りの場合

（サイトURL）
https://www.××××××××

金融デリバティブ（FX取引、CFD取引、先物・オプション、商品先物など）

その他金融商品（株式、外貨預金、投資信託、公社債など）

取　引　の　目　的
　□短期的視野からの収益性を重視する取引  　　　   □中・長期的視野からの収益性を重視する取引
　□短・中・長期的視野からの収益性を重視する取引　□貿易等の為替ヘッジを目的とする取引

取　引　動　機
　□ホームページ　　　 　□インターネット検索　　　 　□メールマガジン　　　 　□新聞　　　 　□雑誌　　　 　□書籍
　□屋外広告　　　 　     □テレビ・ラジオ　　 　　　　　□講演・セミナー　　      □ご紹介　　   □その他（　　　　                    ）

取引責任者に関してご記入ください

フリガナ ガイタメ　マドカ

生年月日 　西暦●●●●年●●月●●日氏名
(代表者の場合もご記入ください)

自宅住所
　　東京都渋谷区桜丘町●－●● 携帯番号 （ 090 ）×××× - ××××

外為　円

所属部署名 輸入販売部 役職名 部長
電話番号
（会社）

メールアドレス（パソコン、携帯いずれかを必ずご記入ください）

メールフリガナ マルマルマル　＠　シーオードットジェイピー メールフリガナ マルマル＠マルマル　シーオードットジェイピー

（ 03 ）×××× - ××××

フリガナ トウキョウト　シブヤク　サクラガオカチョウ 電話番号
（自宅） （ 03 ）×××× - ××××

PCメールアドレス ●●●＠co.jp 携帯メールアドレス ●●＠●●.co.jp
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投　資　経　験
（法人）

提出本人確認書類
　□運転免許証　　　　□パスポート　　　　　　  　□健康保険証　　　　　　　 □住民票の写し　

　□在留カード　　　 　□特別永住者証明書　　　□住民基本台帳カード　　□印鑑登録証明書

会社実印でご捺印ください。 ● ●
会社

実印

法人番号（13桁）を記入ください。

◆必要事項をすべてご記入ください。

＜記入例＞
( 訂正方法 ）
訂正個所に2本線を引き、会社実印にて訂正印を押して
正しくご記入ください。

東京都渋谷区 渋谷 道玄坂1－５7●●



西暦　　　　　　　20●●　年　　　●　月　　●　日

本店所在地： 東京都渋谷区道玄坂●－●●

法 　人　 名： ●●株式会社

代表者氏名： 為替　太郎

店頭外国為替保証金取引『選べる外貨』は、外貨預金・外貨建てMMF等他の外貨建金融商品に比べ高いリスクを伴い
ます。
本リスク確認書は、ＦＸプライムｂｙＧＭＯが取扱う外国為替保証金取引のリスク等についてのお客様の理解度を確認さ
せていただき、口座開設にあたってのお客様の適合性を審査させていただくためのものです。審査結果によっては口座
開設のご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引の仕組みを十分理解しています。 はい  /  いいえ

2：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引が貴社との相対取引であること、また、貴社がイン
ターバンク市場に基づいて提示する取引レートは、他の情報会社（テレビやインターネット等）が提
示するレートとは一致しないこともあることを理解しています。

はい  /  いいえ

　　『選べる外貨』リスク確認書（法人口座）

8：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引には、損失の拡大を防ぐため、お客様の取引口座の
時価評価総額が当社が定める一定の基準を割り込んだ場合、ロスカットが発動し、自動的にすべ
てのポジションが決済されることがあることを理解しています。

はい  /  いいえ

10：法人口座で取引をするにあたり、社内管理態勢を整備しています。 はい  /  いいえ

9：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引は、取引成約後に中途解約が出来ないことを理解し
ています。

はい  /  いいえ

3：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引には、為替相場・金利相場変動リスク、信用リスク、流
動性リスクおよび取引システムリスクがあることを理解しています。

7：米ドル/円相場は、1998年10月5日～8日の4日間に約25円も下落しました。私は、このように外
国為替相場が時として短期間に大きく変動する場合があることを理解しています。

はい  /  いいえ

はい  /  いいえ

4：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引を行う場合は、私自身の判断と責任において、私自身
の余裕資金の範囲内で行います。

5：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引について、元本あるいは利益を保証した金融商品で
はないこと、および少ない資金（保証金）を担保として大きな金額を取引することから大きな利益が
得られることもある反面、大きな損失を被る可能性もあり、場合によっては投資金額以上の損失を
被る可能性があることを理解しています。

6：私は、貴社が取扱う外国為替保証金取引で、例えば米ドル/円を1万ドル取引した場合、為替
レートが1円変動すると１万円の為替差損益が発生することを理解しています。

はい  /  いいえ

はい  /  いいえ

はい  /  いいえ

会社

実印
●●

会社実印をご捺印ください。



株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ御中

【取引責任者】

当社は、貴社との間で行う取引（「以下「本取引」という）において、下記の者を取引責任者と定め、
本取引および本取引に係るすべての権限を委任いたします。
当該者が行った売買取引により生じる損益その他責任の一切は、すべて当社に帰属するものとします。
なお、約款の改定等、契約条件の変更があった場合には当該取引責任者にご通知願います。

ご自宅現住所

【実質的支配者】 　　　　　　　
当社の実質的支配者について、下記の通り申告いたします。

　※実質的支配者が3名の場合は、お手数ですが本書をコピーの上、ご記入・ご提出ください。

生年月日

ご自宅現住所

②

（有の場合その詳細を下記に記載ください）

　　　詳細：

生年月日

ご自宅現住所

②

（有の場合その詳細を下記に記載ください）

　　　詳細：

西暦　　　　　　　　20●●　年　　　●　月　　●　日

本店所在地： 　東京都渋谷区道玄坂●－●●

法 　人 　名：　●●株式会社

代表者氏名：　為替　一郎

【ご注意】

お客様が「投資助言・代理業」又は「投資一任業」を行う場合には、

金融商品取引法第29条に定める金融庁長官の「登録」を受ける必要がありますのでご注意願います。

取引責任者届出書 兼 実質的支配者に関する申告書

取引責任者の氏名

　フリガナ　　　　　　　　　ガイタメ　マドカ 所属部署

外為　円 輸入販売部
〒 150-0031
東京都渋谷区桜丘町●－●●

氏      名

　フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガイタメ　ジロウ

　外為　次郎
　西暦　　　　　●●●●　　　年　●●　　月　　●●　日

東京都渋谷区桜丘町●－●●

東京都渋谷区宇田川町●－●●

実質的支配者該当ケース番号

外国PEPｓ（重要な公人）に該当　　有　・　無

実質的支配者該当ケース番号

外国PEPｓ（重要な公人）に該当　　有　・　無

氏      名

　フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カワセ　イチロウ

為替　一郎
　西暦　　　　　●●●●　　　年　●●　　月　　●●　日

会社

実印
●●

会社実印をご捺印ください。



株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ御中

米国・外国口座税務コンプライアンス法（以下、「FATCA」※）に基づき、以下の質問にご回答ください。

はい　/　いいえ

はい　/　いいえ

はい　/　いいえ

はい　/　いいえ

西暦　　　　　　　20●●　年　　　●　月　　●　日

本店所在地： 　東京都渋谷区道玄坂●－●●

法 　人 　名：　●●株式会社

代表者氏名：　為替　太郎

取引責任者氏名：　外為　円

1：米国で設立された法人ですか　

2：米国で組成された組合ですか

3：米国人所有外国事業体（２５％超の議決権または価値を特定米国人が保有する事業体）ですか

4：代表者、取引責任者、実質的支配者に米国籍保有者がいますか

「はい」の場合には、該当者に
チェックしてください。

　  □ 代表者

　  □ 取引責任者

　  □ 実質的支配者

　　FATCAについての確認書

※FATCA は、米国人や米国法人等による租税回避を防止するためにつくられた法律であり、米国以外の国の金融機関に

対して、以下に該当するお客様の口座情報を米国内国歳入庁（以下、「IRS」といいます。）に報告することを求めております。

また、我が国の金融庁および国税庁は、日本の金融機関に対して、FATCA を遵守することを要請しております。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

会社

実印●●

会社実印をご捺印ください。



株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ御中

西暦　　　　20●●　年　　　　　●　月　　　　●　日

本店所在地：  　東京都渋谷区道玄坂●－●●

法 　人 　名：　●●株式会社

代表者氏名：　為替　太郎

反社会的勢力でないことの確約書

　当社（当該法人の役員等、取引責任者、実質的支配者その他関係者を含む。以下同じ。）は、以下の①お
よび②をそれぞれ確約します。

　①現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に関与したことはなく、かつ将来にわたっ
ても関与しません。
　②自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して
脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を
毀損し、または貴社の業務を妨害する行為等を行いません。

　なお、①のいずれかに該当し、もしくは②のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく確約に関して
虚偽の申告をしたことが判明した場合には、取引が停止され、または通知によりこの口座が解約されても異
議申し立てをいたしません。
　また、これにより損害が生じた場合でも、すべて当社の責任といたします。

会社

実印
●●

会社実印をご捺印ください。



本人確認書類（取引責任者様用）

下記の本人確認書類の中から、いずれか１つをご提出ください｡

a.運転免許証

b.健康保険証

c.パスポート

d.在留カード
e.特別永住者証明書

f.住民基本台帳カード

g.住民票の写し

h.印鑑登録証明書

※上記に加え、法人様の確認書類「履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書（6ヶ月以内に発行された原本）」と
「印鑑証明書（6ヶ月以内に発行された原本）」が必要となります。

本人確認書類 有効期限 備考

有効期限内

裏面に住所変更などの記載がある方は、表面に加え裏面のコピーもお送りください。
有効期限、番号、公安印が鮮明に写っていることをご確認ください。

※運転経歴証明書もご利用いただけます。

有効期限内

現住所、氏名、生年月日、有効期限が記載された表・裏面のコピーをお送りください。
記号・番号・枝番、QRコードは、ご自身でマスキング（黒塗り）したうえでご提出ください。

※カード型保険証は住所欄が表面にある場合と有効期限の認識がない場合があります
※被扶養者の場合は、ご自分の氏名が記載されているページのコピーも必要です。

６ヶ月以内 ６ヶ月以内に発行されたものをお送りください。

６ヶ月以内 ６ヶ月以内に発行されたものをお送りください。

有効期限内

顔写真ページおよび現住所が記載されている所持人記入欄のコピーをお送りください。

※2020年2月4日以降に申請したパスポートは、「所持人記入欄」がないため受理できませ
ん。
※パスポートは日本国政府発行のものに限ります。
※氏名変更がある場合は、新氏名が記載された追記ページのコピーも必要です。

有効期限内 現住所、氏名、生年月日、交付日が記載された表・裏面のコピーをお送りください。

有効期限内
現住所、氏名、生年月日、有効期限が記載された面のコピーをお送りください。
裏面に住所変更などの記載がある方は、裏面コピーもお送りください。
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