For office use 銀行使用欄

お客様番号

Change of Company Details (company name, address, representative, etc. )
法人のお客様情報（社名・所在地・代表者等）変更届
If you wish to change your company details registered with us, please fill in all relevant information with your registered
seal and return this document to us by post at the details mentioned at the bottom of this form.
ご登録いただいておりますお客様情報に変更がある場合、下記の必要事項をご記入いただき、ご捺印（ご登録時の印鑑）
の上、当行宛てに郵便にてお送りください。
Company name (Please fill in the previous name and seal if they have changed.)
法人名（法人名変更の場合は旧法人名、旧お届印をご記入、ご捺印ください。）
Company name 法人名
（ローマ字でご記入ください。
）

Registered seal / お届印

Your BIC code お客様のBICコード

New information (Please fill in changed items only.) / 変更後
（変更箇所のみをローマ字でご記入ください。）
Company & representative name 法人および代表者名

Address ご住所

Seal / お届印

〒

Phone & fax number 電話・FAX番号
Tel:

Fax:

Tel:

Fax:

Advice of transfer to be received by 送金結果の受取方法

Fax (

)

Mail to office / オフィスへ郵送

-

＊Please provide two contact details. ご連絡先は2つ以上ご記入ください。
We confirmed that the details contained herein are correct and request that you make the indicated changes to our account. /上記の通り、変更を依頼します。
Company name and registered seal / 会社名及びお届け印

印

Date（yyyy/mm/dd）日付（年 / 月 / 日）

Please return this form along with ID showing your new company details. Required document(s) depends on change(s) you make.
本変更届とともに変更後の内容が記載された確認書類の原本をお送りください。変更項目によりご提出いただく書類が異なりますので、
下記の提出書類欄をご覧ください。
Document to be submitted / 提出書類
Item to be changed / 変更内容

Identification document(s) with new information written / 法人確認書類

Office address
Company representative
「住所変更」
「代表者変更」の場合

Certificate of Company Registration (toukibo touhon) or Certificate of All Historical Matters
(rireki jikou zenbu shoumeisho) (issued within the last 6 months)
住所変更等が記載された登記簿謄本または履歴事項全部証明書（いずれも発行日より 6 ヵ月以内のもの）

Company name
「会社名変更」/「事務所名変更」の場合

- Certificate of Company Registration (toukibo touhon) or Certificate of All Historical Matters (rireki jikou zenbu shoumeisho)
- Certificate of Seal Impression (inkan shoumeisho)
(Both must be issued within the last 6 months.)
名称変更が記載された登記簿謄本または履歴事項全部証明書および印鑑証明書（いずれも発行日より 6 ヵ月以内のもの）

Registered seal
「お届印変更」の場合

Certificate of Seal Impression (inkan shoumeisho) (issued within the last 6 months)
印鑑証明書（発行日より 6 ヵ月以内のもの）

Address : Shinsei Bank GoRemit
4-3, Nihombashi-muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8303 Japan
送 付 先 : 〒103-8303 東京都中央区日本橋室町2-4-3
新生銀行 Goレミット新生海外送金サービス係行
（確認記録）

受付日：

（For office use 銀行使用欄）

確認・記録者：

再確認者：

登録Ｎo.10295 15.04 1503082

