振込送金登録・削除申込書のご案内
お客さま各位
拝啓 平素よりSMBC信託銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
必要事項をご記入のうえ、お手数ですが当行の支店へご来店いただくか、もしくは下記住所までご郵送ください。
ファクシミリおよびeメールでのご返信はお受けしておりません。 なお、 ご記入に際しましては、 届出印または届出署名を
お願いいたします。 お一人のお客さまにつき、 送金先は国内、 海外それぞれ 40 件まで登録できます。 必要に応じて、
申込書をコピーしてお使いください。
送金登録・削除申込書をご返送いただく前に、必ず保管用に控えをおとりくださいますようお願いいたします。
郵送先：〒 108-8703 日本郵便高輪郵便局 私書箱 31 号
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 オペレーション・センター行
敬具

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

＜注意事項＞
下記注意事項をよくお読みのうえ、 申込書にご記入ください。 ご記入内容に不備がある場合には、 申込書をご返却いたし
ますのでご了承ください。
●この申込書は送金先の事前登録、または登録の削除を行うためのものです。 お取引の実行は、ご登録後、当行のインターネットバンキング
「プレスティア オンライン」をご利用いただくか、プレスティアホン バンキングにお電話のうえご指示ください。
以前登録されたものを変更される場合には、すでに登録されている振込先を削除のうえ、新たに登録をお願いいたします。
●ご登録完了には申込書が当行に到着後、 約 1 週間かかります。 送金取引をお急ぎの場合には、 最寄りのSMBC信託銀行の支店窓口にて
別途、送金をご依頼ください。
●海外送金のお取引には、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」等に基づき、個人番号 ・
法人番号（マイナンバー）の通知が必要です。 マイナンバーの通知がお済みでない場合には、別途お手続きをお願いいたします。
●海外送金では、コルレス先がない銀行への送金登録、他行への口座開設目的の送金登録、経済制裁対象国 ・ 地域の関与する送金登録
など、ご登録いただけない場合もございますのでご了承ください。
●海外送金では、受取銀行または中継銀行が手数料を徴収する場合があります。
●ご登録は、国内、海外それぞれ 40 件です。
●振込 ・ 送金依頼人名は、原則としてご登録の口座名義人名となります。 海外送金の場合で口座名義が屋号 ・ 通称名などで本名と異なる
場合には、 法令遵守等のため本名が受取銀行および受取人に通知される場合があります。 あらかじめ、 ご了承いただいたうえでご登録
ください。
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国内送金登録・削除申込書のご案内 1
ご記入にあたって
●太枠内に必要事項をご記入ください。
●記入事項を訂正される場合には訂正箇所を二重線で抹消し、届出印または届出署名をご記入ください。
修正液、修正テープ等や、消せるタイプのボールペンはご使用いただけませんのでご注意ください。

①受取金融機関名
受取金融機関名をご記入ください。 銀行、信金、信組、労金、農協のいずれか該当するものに○をしてください。
証券会社、 Credit Union等、一部の金融機関へは直接送金することができませんので、ご注意ください。

②支店名
支店名をご記入ください。

③口座種類
口座種類を選び、チェックしてください。 外貨預金、定期預金等はご登録いただけません。

④口座番号
7 桁の口座番号をご記入ください。 SMBC信託銀行のプレスティア マルチマネー口座（円のみ）をご登録される場合は、
8 桁の口座番号をご記入ください。

⑤受取人名
受取人名のフリガナを必ず、□のなかにカタカナでご記入ください。 おなまえの欄に漢字でご記入ください。 口座名義は
略さず、株式会社、有限会社、代表者名等まで正確にご記入ください。 フリガナの記載は、下記表をご参照ください。

例） 株式会社 プレスティア産業
プレスティア食品 有限会社

カ ） フ ゜ レ ス テ ィ ア サ ン キ ゛

ョ ウ

フ ゜ レ ス テ ィ ア シ ョ ク ヒ ン

（ ユ

用語

カナ文字

用語

カナ文字

株式会社
有限会社
合名会社
合資会社
医療法人
財団法人
社団法人

カ
ユ
メ
シ
イ
ザイ
シャ

営業所
出張所
共済組合
協同組合
学校法人
社会福祉法人
宗教法人

エイ
シュツ
キョウサイ
キョウクミ
ガク
フク
シュウ

用語
相互会社
生命保険
海上火災保険
火災海上保険
健康保険組合
国民健康保険組合
労働組合

カナ文字
ソ
セイメイ
カイジョウ
カサイ
ケンポ
コクホ
ロウクミ

⑥備考（必要な方のみご記入ください。）
証券会社、外資系金融機関へのご送金時に口座番号、口座名義等（フリガナ）を伝える必要がある方は、枠内にご記入ください。
ご記入いただきました内容は、備考として通知いたしますが、受取人へ伝わらない場合もございますのでご了承願います。
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国内送金登録・削除申込書のご案内 2
〈 記入例 〉
記入事項を訂正される場合には訂正箇所を二重線で抹消し、届出印または届出署名をご記入ください。
修正液、修正テープ等や、消せるタイプのボールペンはご使用いただけませんのでご注意ください。

新しく送金先をご登録される場合は「登録」、
登録済みの口座を削除する場合は「削除」にチェックをしてください。

1

䜂䛸䛴䛚㑅䜃䛟䛰䛥䛔䚹
Please check one.

Ⓩ㘓
Registration

䐟ཷྲྀ㔠⼥ᶵ㛵ྡ
Beneficiary
Financial Institution
䐠ᨭᗑྡ
Branch Name
䐡ཱྀᗙ✀㢮
Account Type

䠆๐㝖䛿䝥䝺䝇䝔䜱䜰䝩䞁㻌䝞䞁䜻䞁䜾䠋䝥䝺䝇䝔䜱䜰㻌䜸䞁䝷䜲䞁䛷䜒
䚷㻌䛚ᡭ⥆䛝䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹
Deletion is also accepted through PRESTIA Phone Banking/PRESTIA Online.

๐㝖
Deletion

䠆 ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛻䕿䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䚷Please circle one.
㖟⾜䚷䞉䚷ಙ㔠㻌 䞉䚷ಙ⤌䚷䞉㻌 ປ㔠㻌 䞉䚷㎰༠
Bank Shinkin Shinkumi Rokin
Nokyo

○ ○ ○
バツ バツ バツ

䝣䝸䜺䝘

䠆 ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛻䕿䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䚷Please circle one.
ᨭᗑ䚷䚷䚷䞉䚷䚷䚷ฟᙇᡤ
Branch
Mini Branch

× × ×
ᬑ㏻
Futsu䠄Savings䠅

ᙜᗙ
Toza䠄Checking䠅

㈓
Chochiku

1 2 3 4 5 6 7

䠯䠩䠞䠟ಙク㖟⾜ᐄᅜෆእ㈌ᘓ䛶㏦㔠䛿䚸䛣䛾⏦㎸᭩䛷䛿
䛤Ⓩ㘓䛔䛯䛰䛡䜎䛫䜣䚹
Transfer to SMBC Trust Bank in foreign currency
wouldn't be registered in this application form.

䝣䝸䜺䝘

Please specify the beneficiary name in KATAKANA.

ᕥ䛵䜑䛷䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹㻼㼘㼑㼍㼟㼑㻌㼘㼑㼒㼠㻙㼍㼘㼕㼓㼚㻌㼠㼔㼑㻌㼚㼡㼙㼎㼑㼞㻚

䐢ཱྀᗙ␒ྕ
Account Number

䠆䜹䝍䜹䝘䛷䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹

ワカクサ
䐣ཷྲྀேྡ
Beneficiary Name

フリガナを必ず
ご記入ください。

䛚ྡ๓

タロウ
䠆ཱྀᗙྡ⩏䜢␎䛥䛪䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹

Please specify the beneficiary's bank account name.

若草 太郎
䐤ഛ⪃
Remarks

普通・当座・貯蓄の
いずれかにチェックを
してください。

該当する項目を○で
囲んでください。

証券会社、外資系金融機関へのご送金時に口座番号、
口座名義等を伝える必要がある方はご記入ください。
例：① 受取金融機関名：○○○銀行
④ 1234567
⑤ 受取人名：△△証券
⑥ 若草太郎、 9999999
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ᅜෆ㏦㔠Ⓩ㘓䞉๐㝖⏦㎸᭩

㖟㻌 ⾜㻌 ᥍
Bank Copy

Local Remittance Registration/Deletion Application

䛚 ྡ ๓
䠄ཱྀᗙྡ⩏ே䠅

Name

(Account Holder)

Mr.
Ms.

ᵝ㻌
⛉┠

䛚ྲྀᘬᨭᗑྡ
Branch Name

Account Type

ᬑ㏻
ᙜᗙ
Savings Account
Checking Account
䝥䝺䝇䝔䜱䜰㻌䝬䝹䝏䝬䝛䞊
PRESTIA MutiMoney

ᒆฟ༳叟叀叐ᒆฟ⨫ྡ

䖃⚾䠋⚾䛯䛱䛿ὀព㡯䛚䜘䜃㎸つᐃ䛻ྠព䛧䚸ୗグཱྀᗙ䜈䛾㎸䠋㏦㔠䛾Ⓩ㘓䠄๐㝖䠅䜢౫㢗䛔䛯䛧䜎䛩䚹
I/We have read and agreed to the Terms and Conditions for Transfers and hereby authorize 䛚⏦㎸᪥㻌
SMBC Trust Bank Ltd. to register (delete) the transfer information.
Date

20

ᖺ

᭶

㻌᪥㻌

Year

Month

Day

Registered Seal or Registered Signature

ཱྀᗙ␒ྕ

Account No.

䖃ㄝ᫂᭩䜢䛤ཧ↷䛾䛖䛘䚸ኴᯟෆ䛻ᚲせ㡯䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹グධ㡯䜢ゞṇ䛥䜜䜛ሙྜ䛻䛿ゞṇ⟠ᡤ䜢㔜⥺䛷ᾘ䛧䚸ᒆฟ༳䜎䛯䛿ᒆฟ⨫ྡ䜢䛤グධ䛟䛰
䛥䛔䚹ಟṇᾮ䚸ಟṇ䝔䞊䝥➼䜔䚸ᾘ䛫䜛䝍䜲䝥䛾䝪䞊䝹䝨䞁䛿䛤⏝䛔䛯䛰䛡䜎䛫䜣䛾䛷䛤ὀព䛟䛰䛥䛔䚹
Please fill in the information within the bold lines referring to the instruction. In case you need to correct any information, please cross it out with double
lines along with your Registered Seal or Registered Signature. Please note that you cannot use items like correction fluid and correction tape, or
erasable ballpoint pens.䚷䖃䛤Ⓩ㘓䛿䚸㻠㻜௳䜎䛷䛷䛩䚹You can register up to 40 accounts.
䖃ᐃ㢠⮬ື㏦㔠䛾๐㝖䜢䛤ᕼᮃ䛾ሙྜ䛿䚸ู㏵䚸ᐃ㢠⮬ື㏦㔠⏦㎸᭩䛻䛶๐㝖䛾䛚⏦㎸䜏䛜ᚲせ䛸䛺䜚䜎䛩䚹
To delete the registration of fixed amount automatic remittance, please fill in the FIXED AMOUNT AUTOMATIC REMITTANCE APPLICATION.

1

䜂䛸䛴䛚㑅䜃䛟䛰䛥䛔䚹
Please check one.

Ⓩ㘓
Registration

䠆๐㝖䛿䝥䝺䝇䝔䜱䜰䝩䞁㻌䝞䞁䜻䞁䜾䠋䝥䝺䝇䝔䜱䜰㻌䜸䞁䝷䜲䞁䛷䜒
䚷㻌䛚ᡭ⥆䛝䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹
Deletion is also accepted through PRESTIA Phone Banking/PRESTIA Online.

๐㝖
Deletion

䠆 ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛻䕿䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䚷Please circle one.
㖟⾜䚷䞉䚷ಙ㔠㻌 䞉䚷ಙ⤌䚷䞉㻌 ປ㔠㻌 䞉䚷㎰༠
Bank Shinkin Shinkumi Rokin
Nokyo

䐟ཷྲྀ㔠⼥ᶵ㛵ྡ
Beneficiary
Financial Institution
䐠ᨭᗑྡ
Branch Name

䠆 ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛻䕿䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䚷Please circle one.
ᨭᗑ䚷䚷䚷䞉䚷䚷䚷ฟᙇᡤ
Branch
Mini Branch

䝣䝸䜺䝘

ᬑ㏻
Futsu䠄Savings䠅

䐡ཱྀᗙ✀㢮
Account Type

ᙜᗙ
Toza䠄Checking䠅

㈓
Chochiku

ᕥ䛵䜑䛷䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹㻼㼘㼑㼍㼟㼑㻌㼘㼑㼒㼠㻙㼍㼘㼕㼓㼚㻌㼠㼔㼑㻌㼚㼡㼙㼎㼑㼞㻚

䐢ཱྀᗙ␒ྕ
Account Number

䐣ཷྲྀேྡ
Beneficiary Name

䠯䠩䠞䠟ಙク㖟⾜ᐄᅜෆእ㈌ᘓ䛶㏦㔠䛿䚸䛣䛾⏦㎸᭩䛷䛿
䛤Ⓩ㘓䛔䛯䛰䛡䜎䛫䜣䚹
Transfer to SMBC Trust Bank in foreign currency
wouldn't be registered in this application form.

䝣䝸䜺䝘

䠆䜹䝍䜹䝘䛷䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹

Please specify the beneficiary name in KATAKANA.

䛚ྡ๓

䠆ཱྀᗙྡ⩏䜢␎䛥䛪䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹

Please specify the beneficiary's bank account name.

䐤ഛ⪃
Remarks

2

䜂䛸䛴䛚㑅䜃䛟䛰䛥䛔䚹
Please check one.

Ⓩ㘓
Registration

䠆๐㝖䛿䝥䝺䝇䝔䜱䜰䝩䞁㻌䝞䞁䜻䞁䜾䠋䝥䝺䝇䝔䜱䜰㻌䜸䞁䝷䜲䞁䛷䜒
䚷㻌䛚ᡭ⥆䛝䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹
Deletion is also accepted through PRESTIA Phone Banking/PRESTIA Online.

๐㝖
Deletion

䠆 ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛻䕿䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䚷Please circle one.
㖟⾜䚷䞉䚷ಙ㔠㻌 䞉䚷ಙ⤌䚷䞉㻌 ປ㔠㻌 䞉䚷㎰༠
Bank
Shinkin Shinkumi Rokin
Nokyo

䐟ཷྲྀ㔠⼥ᶵ㛵ྡ
㻮㼑㼚㼑㼒㼕㼏㼕㼍㼞㼥㻌
㻲㼕㼚㼍㼚㼏㼕㼍㼘㻌㻵㼚㼟㼠㼕㼠㼡㼠㼕㼛㼚
䐠ᨭᗑྡ
Branch Name
䐡ཱྀᗙ✀㢮
Account Type
䐢ཱྀᗙ␒ྕ
Account Number

䐣ཷྲྀேྡ
Beneficiary Name

䠆 ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛻䕿䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䚷Please circle one.
ᨭᗑ䚷䚷䚷䞉䚷䚷䚷ฟᙇᡤ
Branch
Mini Branch

䝣䝸䜺䝘

ᬑ㏻
Futsu䠄Savings䠅

ᙜᗙ
Toza䠄Checking䠅

㈓
Chochiku

ᕥ䛵䜑䛷䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹Please left-align the number.

䠯䠩䠞䠟ಙク㖟⾜ᐄᅜෆእ㈌ᘓ䛶㏦㔠䛿䚸䛣䛾⏦㎸᭩䛷䛿
䛤Ⓩ㘓䛔䛯䛰䛡䜎䛫䜣䚹
Transfer to SMBC Trust Bank in foreign currency
wouldn't be registered in this application form.

䝣䝸䜺䝘

䠆䜹䝍䜹䝘䛷䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹

㻼㼘㼑㼍㼟㼑㻌㼟㼜㼑㼏㼕㼒㼥㻌㼠㼔㼑㻌㼎㼑㼚㼑㼒㼕㼏㼕㼍㼞㼥㻌㼚㼍㼙㼑㻌㼕㼚㻌㻷㻭㼀㻭㻷㻭㻺㻭㻚

䛚ྡ๓

䠆ཱྀᗙྡ⩏䜢␎䛥䛪䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹

Please specify the beneficiary's bank account name.

䐤ഛ⪃
Remarks
㖟⾜⏝ḍ%DQN8VH2QO\
%575

ࠉ㎸ཷྲྀேⓏ㘓

ཷ

༳㚷⨫ྡ↷ྜ

&)

ᢎㄆ

グᖒ

Ⓩ㘓␒ྕ

ᢎㄆ

グᖒ

Ⓩ㘓␒ྕ

ファクシミリ・eメールでのご返信はお受けしておりません。

ᢎㄆ
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振込送金登録・削除申込書のご案内
ＳＭＢＣ信託銀行宛国内外貨建て送金は、この申込書ではご登録いただけません。
振込規定（抜粋部分）
1 適用範囲
振込依頼書、または電話による振込の依頼による当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
3 振込契約の成立
（1） 振込依頼書または電話による振込の依頼による場合には、振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領したときに成立するものとします。
（2） 前項により振込依頼書による振込契約が成立したときは、 当行は、 依頼内容を記載した振込資金受取書を交付しますので、 依頼内容を確認してください。 この振
込資金受取書等は、 契約の成立を証明する書類となりますので、 大切に保管してください。 電話による振込の依頼による振込契約が成立したときは、 当行はその
内容を当行所定の取引明細に記載します。 預金者は、 それを受取った場合は、 直ちに記載内容を確認するものとします。 預金者は、 その記載内容に関する照会
等については、その作成日から 3 カ月以内に行うものとし、当行は、それ以降の照会を拒否することができるものとします。
5 証券類による振込
（1） 当行以外の金融機関にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合には、小切手その他の証券類による振込資金等の受入れはしません。
（2） 当行の国内本支店にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合に、 当行が振込資金等とするために小切手その他の証券類の受入れを認めたときは、
その旨を表示した振込資金受取書等を交付するとともに、 証券類受入れの旨を表示した振込通知をその決済確認前に発信します。 なお、 証券類の決済を確認し
た後に振込通知を発信することもあります。
（3） 前項により受入れた証券類が不渡りとなった場合には、直ちにその旨を通知するとともに、 決済確認前に振込通知を発信しているときは、 それを取消します。 この
場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続をします。
（4） 不渡りとなった証券類は、取扱店で返却しますので、当行所定の受取書に記名押印のうえ、振込資金受取書等とともに提出してください。 この場合、当行所定の本
人確認資料または書面にて保証人を求めることがあります。
（5） 提出された振込資金受取書等を当行が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえ、 その証券類を返却したときは、 これによって生じた損害については、
当行は責任を負いません。
6 取引内容の照会等
（1） 受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、 すみやかに取扱店に照会してください。 この場合には、 振込先の金融機関に照会するなどの調
査をし、その結果を報告します。
（2） 当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、 依頼内容について照会することがあります。 この場合には、 すみやかに回答し
てください。 当行からの照会に対して、 相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、 これによって生じた損害については、 当行は
責任を負いません。
（3） 入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すみやかに通知しますので、第 8 条に規定する組戻しの手続に準じて、振込資金の受領等の手続
をとってください。
7 依頼内容の変更
（1） 振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名および振
込金額を変更する場合には、第 8 条第 1 項に規定する組戻しの手続により取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、 当行所定の訂正依頼書に記名押印のうえ、 振込資金受取書等とともに提出してください。 この場合、 当行所定の本人確認資料または
書面にて保証人を求めることがあります。
②当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
（2）前項の訂正の取扱いについては、第 5 条第 5 項の規定を準用します。
（3）第 1 項の場合において、 振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、 訂正ができないことがあります。 この場合には、 受取人との間で協議してくだ
さい。
8 組戻し
（1）振込契約の成立後にその依頼を取り止める場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に記名押印のうえ、振込資金受取書等とともに提出してください。 この場合、当行所定の本人確認資料または
書面にて保証人を求めることがあります。
②当行は組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、 組戻依頼書に指定された方法により返却します。 現金で返却を受けるときは、 当行所定の受取書に記名押印のうえ、 振込資金受取書
等とともに提出してください。 この場合、当行所定の本人確認資料または書面にて保証人を求めることがあります。
（2）前項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込資金の返却については、第 5 条第 5 項の規定を準用します。
（3）第 1 項の場合において、 振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、 組戻しができないことがあります。 この場合には、 受取人との間で協議してく
ださい。
11 災害等による免責
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
①災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
14 法令・規則等の遵守
本規定に優先する法令又は法令に基づく命令、規則等がある場合は、本規定にかかわらずそれらが適用されるものとします。
15 正文
本規定の日本語と英語の記載内容に関して相違が生じた場合には、日本語の規定を優先します。
以上、振込規定は、2018 年 7 月14 日より適用します。
＊本規定全文については、窓口担当者にお申しつけください。
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