For office use 銀行使用欄

お客様番号

Remittance Volume Threshold Change Request (Japanese )
送金限度額変更届（日本語版）
Customer Information / お客様情報
Name お名前

Kanji 漢字

Name お名前

English ローマ字

Address ご住所

Day time contact phone number 日中連絡先 電話番号

Your B-Link number お客様のB-Link番号＊

Date of birth 生年月日

Date when you stamp or sign this form ご署名またはご捺印いただいた日付

/

/

/

Signature or Seal ご署名またはご捺印

/

＊SMBC Bank Account Number to which you transfer remittance funds 送金資金をお振込みいただく三井住友銀行の口座番号

New Remittance Volume Threshold / 新しく設定を希望される送金限度額
Remittance volume per beneficiary and per remittance (Yen)

YEN

一回当りの送金金額（日本円）

円
YEN

Monthly total remittance volume (Yen)

円

月間送金金額の合計（日本円）

YEN

Yearly total remittance volume (Yen)

円

年間送金金額の合計（日本円）
Reason for change(s) 変更理由

Precautionary Statement / 注意事項
● 一回当りの送金金額はご登録の送金先すべてに対して一律で設定されます。複数の送金先をご登録されている場合は、一回当りの送金金額が
最も大きくなると予想される送金先に対する金額を基準に設定してください。
● 月間及び年間の送金金額の合計は、送金先ごとの合計ではなく、一人のお客様が当該期間中に実行されるすべての送金の合計金額で計算され
ます。複数の送金先をご登録されている場合は、各期間中に予想される全送金の合計額を基準に設定してください。
● 年間送金金額は月間送金金額の 12 倍である必要はございません。
● 送金限度額の変更には、1 週間ほどかかります。お早目のお手続きをお願いします。
● 年間送金金額の合計が 1,000 万円を超える場合は、届出内容の妥当性を確認させていただくため、以下の書類が必要となります。カテゴリー１、
カテゴリー 2 の中から該当するものをそれぞれ最低一点ずつ同封してください。
複数の送金先がある場合は、それぞれの送金先ごとに、カテゴリー 2
の書類が必要となります。なお、年間送金金額の合計が 1,000 万円を超えない場合であっても当行が必要と判断した場合には、同様の書類の提出
をお願いすることがあります。また、当行が必要と判断した場合には、以下の書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。

カテゴリー１

カテゴリー 2

年収または保有金融資産の妥当性を確認する書類

送金目的の妥当性を確認する書類

1. 年収を証明できる書類の写し
（給与明細、
確定申告書、
直近 3 ヵ月の
入出金の記録のある給与振込口座預金通帳や銀行ステートメント
など）
2. 保有金融資産を証明できる書類の写し
（直近 3 ヵ月の入出金の記録
のある預金通帳や銀行ステートメント、
残高証明書など）

1. 商品の購入の場合：インボイス、請求書等の写し
2. 学費、留学費用の場合：各種教育機関からの学費・留学費用の請求書
等の写し
3. ローンの返済の場合：ローン契約書等の写し
4. 不動産の購入の場合：不動産契約書等の写し
5. 投資商品の購入の場合：購入する投資商品の内容や価格等がわかる
書類等の写し
6. その他（目的に応じてご案内いたしますので、事前にお問い合わせ
ください。
）

（For office use 銀行使用欄）

受付日

確認・記録者：

再確認者：

送金限度額変更届の記入例
〈お客様情報〉
① お名前
漢字の氏名をお持ちでない方は、
「お名前 漢字」欄
はご記入不要です。
「 お名前」欄の訂正はできま
せん（修正ペンによる訂正もできません）。お名前
をお間違えの場合には、お手数ですが、再度新しい
書類にご記入ください。

② ご住所
ご本人確認書類の住所と同一の現住所をご記入
ください。
「ご住所」を変更した場合、お客様情報
変更のお手続きが必要となります。
「 お客様情報
変更届け」は、Ｇｏレミットのホームページから
ダウンロードいただけます。必 要 事項をご記入
いただき、ご登録時のご署名、またはご捺印の上、
ご本人確認書類とともに当行までご郵送ください。

③ 日中連絡先 電話番号

①

②

新生 太郎

東京都中央区日本橋室町2-4-3

Shinsei Taro

③ 090 -1234 -5678
⑤

06

15

103-8303

④ 2424242
1960

⑥

06

13

⑦
2013

⑧

1,000,000

⑨

1,500,000

⑩

7,000,000

連絡の取れるお電話番号をご記入ください。
⑪
「日中連 絡先 電話番号」を変更した場合、住所
変更の手続きと同様に、
「お客様情報変更届け」に
必要事項をご記入、ご登録時のご署名、またはご捺印の上、当行までご郵送ください。

④ お客様のB-Link番号
三井住友銀行へお振込みいただくときの7桁の口座番号です。
（24ＸＸＸＸＸまたは25ＸＸＸＸＸ）

⑥ ご署名またはご捺印いただいた日付
ご署名またはご捺印いただいた日付をご記入ください。
⑦ ご署名またはご捺印
ご登録時のご署名またはご捺印をお願いします。

⑤ 生年月日
生年月日をご記入ください。

〈新しく設定を希望される送金限度額〉
※太枠内は全て記入必須項目です。

⑧ 一回当りの送金金額（日本円）
1回当りの送金予定金額をご記入ください。

⑨ 月間送金金額の合計
（日本円）
1ヵ月間の送金予定額をご記入ください。
※複数のB-Link番号をお持ちのお客様は、全ての送金先への合計送金額の目安（1ヵ月分）をご記入ください。

⑩ 年間送金金額の合計
（日本円）
1年間の送金予定額をご記入ください。
※複数のB-Link番号をお持ちのお客様は、全ての送金先への合計送金額の目安（1年間分）をご記入ください。

（注意）
・「一回当りの送金金額」が「月間送金金額の合計」より多く設定されている場合は、ご変更願います。
・「月間送金金額の合計」が「年間送金金額の合計」より多く設定されている場合は、
ご変更願います。

⑪ 変更理由
限度額変更の理由をご記入ください。

【記入事項の訂正方法】 訂正がある場合は、以下の例の通り訂正をしてください（修正ペンはご利用いただけません）。
〈サインでお届出の場合〉

090
080 - 1234 - 5678

・
・
・
・
・
サイン

〈ご捺印でお届出の場合〉
① 二重線にて訂正
② 訂正箇所近辺に
届出サイン記入

090
080 - 1234 - 5678

① 二重線にて訂正
② 二重線の上から
届出印捺印

現在の設定金額のご確認、お問い合わせはGoレミット新生海外送金サービスまでご連絡ください。
新生銀行 Goレミット新生海外送金サービス係
0120-227-503 （平日9：00 -17：00）

