For office use 銀行使用欄

お客様番号

Change of Registered Information (residential address, name, contact details)
個人のお客様情報（住所・氏名・連絡先・勤務先）変更届
If you wish to change your personal details registered with us, please fill in all relevant information with your registered
signature or 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、ご署名・ご捺印（ご登録時の
署名・印鑑）の上、当行宛てに郵便にてお送りください。
Name / お名前
Family name 姓

First name 名

Middle name ミドルネーム

Your BIC code or B-Link number.
お客様のBICコードまたはB-Link番号

：

New information (Please fill in changed items only.) / 変更後
（変更箇所のみご記入ください。）
Family name 姓

First name 名

Home address ご住所

〒

Middle name ミドルネーム

Must be current and match identification document
ご本人確認書類の住所と同一の住所

Tel:
Fax:
Mobile:
Email:

Occupation ご職業

Company name (business name of sole proprietorship) 勤務先名（個人事業主の場合は屋号）

Company address (office address of sole proprietorship) 勤務先住所（個人事業主の場合は事業所住所）

Tel:
Fax:

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

Fax (

)

Mail to home / 自宅へ郵送

-

＊Please provide two contact details. ご連絡先は2つ以上ご記入ください。
I confirmed that the details contained herein are correct and request that you make the indicated changes to my account. /上記の通り、変更を依頼します。
Registered signature or seal /ご登録の署名または印鑑

印

Date（yyyy-mm-dd）日付（年月日）

Please return this form along with a legible photocopy of ID showing your new personal details.
(ID document to be submitted is listed below. Please see details on www.goremit.jp.)
本変更届とともに変更後の内容が記載されたご本人確認書類のコピーをお送りください。
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
（提出書類について詳しくはウェブサイトでご確認いただけます）。
Documents to be submitted / 提出書類
Item to be changed / 変更内容

Eligible IDs / 主なご本人確認書類
Residence Card (zairyu card), Special Permanent Resident Certificate,
Alien Registration Certificate, Official transcript of Resident Record (jyuminhyo no utsushi)
issued within the last 6 months, Japanese Health Insurance Certificate

Home address / 住所変更の場合
Legible copy/official transcript of ID with new address written
右記ご本人確認書類のうち、新住所の記載されている書類のコピーを
ご同封ください。

運転免許証、住民票（発行後 6 ヵ月以内の原本）、健康保険証、在留カード、
特別永住者証明書、外国人登録証明書

Name / 氏名変更の場合

Official transcript of Resident Record (jyuminhyo no utsushi) with new name written and
issued within the last 6 months

右記にあるご本人確認書類のうち、氏名の変更（新氏名及び旧氏名）が
確認できる書類のコピーをご同封ください。

運転免許証、住民票（発行後 6 ヵ月以内の原本）

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：

