
銀行名、支店名、口座番号、口座種目につきましては変更ございません。
口座名義が、㈱新生銀行［ｶ) ｼﾝｾｲｷﾞﾝｺｳ］に変更になります。
インターネットバンキング等で振込先登録をされている場合などは、
お手数ですが、口座名義の変更手続をお願い申し上げます。

＜新しい振込先＞

銀行・支店名：三井住友銀行 中央支店
口 座 名 義： ｶ) ｼﾝｾｲｷﾞﾝｺｳ
口 座 種 目：普通預金
口 座 番 号：（個人のお客様）B-Link 口座番号
                         （法人のお客様）2500000　　　　　　　　
                          ※口座番号は従来と変更ございません。 

Goレミット新生海外送金サービスのご案内

現在Goロイズとしてご登録いただいております送金先は、新生銀行がGoレミットとして事業を引き継いだ

以降も、送金資金を従来通りのお振込先（ただし、口座名義が下記の通り変更となります。） へお振込み頂け

れば、従来通りご利用いただけます。

以下の主なお取り扱い方法の変更点をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

変更点

送金資金の振込先

中継銀行

お問い合わせ先

変更内容

全通貨の中継銀行がシティバンク銀行に変更となります。
このため、「中継銀行手数料」および「着金までの所要日数」が従来より変更
される可能性がございます。

・シティバンク銀行が受取銀行の場合
中継銀行のみで完結しますので海外で発生する手数料は従来よりも安く、
また、着金までの所要日数も短くなる可能性もございます。

・ シティバンク銀行以外の受取銀行の場合
従来とは異なる中継銀行手数料が適用され、着金までの所要日数も変わる
可能性もございます。

お電話：0120-227-503
F A X：03-4560-1875
E-mail：goremit@shinseibank.com

※受付時間　平日 9:00－17:00
※譲渡日まではつながりません。
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GoRemit Shinsei Overseas Remittance Service

GoRemit will launch on Monday, March 4, 2013. Existing overseas remittance beneficiary 
account(s) that you registered with GoLloyds will remain valid. However, the name of the 
account to which you must transfer funds will change. Please refer to the table below to 
confirm changes to the overseas remittance procedures.

Change

Account holder name

Intermediary bank

Contact

Details

The intermediary bank for all currencies changes to Citibank.
Intermediary bank(s) fees and the number of days taken for funds to reach 
the beneficiary account may change.

- If the beneficiary account is also with Citibank, the intermediary bank fees 
deducted will be lower, and the funds may be transferred more quickly.

- If the beneficiary bank account is not with Citibank, the intermediary banks 
used to process remittances will be different from those used previously 
and both the fees applied and time taken for the transfer to be completed 
may also vary.

Phone: 0120-227-503
Fax: 03-4560-1875
E-mail: goremit@shinseibank.com
Business hours: 9:00 - 17:00 weekdays on and after Monday, March 4, 2013

Bank name, branch name, account number, and account type remain the same.
New account holder name: ㈱新生銀行 or ｶ) ｼﾝｾｲｷﾞﾝｺｳ (Shinsei Bank, Limited)
If you have registered Lloyds TSB Bank plc as the account name on your 
Internet banking or other service, please change the “account holder name” as 
shown below.

〈New Account〉
Bank name: Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Branch name: Chuo branch
Account holder name: ｶ) ｼﾝｾｲｷﾞﾝｺｳ
Account type: Savings account
Account number: 〈Individual customers〉 B-Link number
                            〈Corporate clients〉 2500000
                             No changes to your account number. 
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