住所変更届 兼 居住性変更に関する届出書のご案内
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、 当行への届出印または届出署名を
お願いいたします。
変更届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 第 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
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●日本から米国、 または米国から米国外へ住所変更をご希望のお客さまは、 米国税務当局規定の用紙の提出が必要となる場合があります。また、 税務上
の居住地国が変更となるお客さまは、「実特法に基づく届出書（任意・異動）」が必要となる場合がありますので、日本国内からはプレスティアホン バンキン
グ（24時間365日受付） 0120-110-330 （通話料無料）、海外からは81-46-401-2100（有料）までご連絡いただくか、最寄りの支店までお問合せください。
＜注意事項＞ 1.ローンをご利用の場合、住民票などの新たな住所が確認できる資料をご提出ください。
2.変更届に不備があった場合には、変更届をご返送させていただくことがあります。
3.様方、私書箱、勤務先など居所以外へのご住所変更は承れません。

氏名、 届出印または届出署名、 カード用暗証番号 ・ 電話取引用暗証番号のご変更につきましては、 この変更
届ではお受けできません。 また、 投資信託口座をお持ちのお客さまの住所変更もこの変更届ではお受けでき
ません。 当行の支店にて手続きをされるか、プレスティアホン バンキングにて必要書類をご依頼ください。

Address Change Request Form/
Residential Status Change Request Form （Resident /Non-Resident Change）
Dear Customer,

Thank you very much for banking with SMBC Trust Bank.
Please ﬁll in and visit our branch/mail the forms to the address below.
Please note that we cannot accept your request via fax and e-mail. When ﬁlling in the form, please ﬁll in your Registered Seal or
Registered Signature.
Before sending the form, please make sure to keep a copy of it for your own records.
Mail address: SMBC Trust Bank Ltd. Operation Center P.O.Box31, Takanawa, Tokyo Japan, 108-8703
Sincerely,
SMBC Trust Bank Ltd.
● If

you wish to change your address in Japan to an address in the U.S., or from the U.S. to another country, you may have to submit a
form stipulated by the U.S. tax authority. Also, Customers who would change his or her jurisdiction of tax residence may be asked to
submit Self Certiﬁcation under the "Common Reporting Standard" (Voluntary Notiﬁcation or Notiﬁcation of Change).
Please contact our PRESTIA Phone Banking （24 hours a day, 365 days a year） ： 0120-110-330 （toll-free） from Japan, 81-46-401-2100
（charges apply） from overseas or visit your nearest branch for more information.

＜NOTICES＞ 1. If you are submitting a change of address for Loan products, you are required to present an appropriate form of
identiﬁcation which will verify the change.
2. We may be returning your request form in case the form is incomplete.
3. Address change to the post-ofﬁce box or the work place or non-resident address is not acceptable.

If you need to change the Account Holder's Name, your Registered Signature, PIN / T-PIN, or if you have
mutual fund account, please ask for a required form at our branches, or contact our PRESTIA Phone
Banking. Please visit our branch, or contact our PRESTIA Phone Banking to order reguired form.
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居住性変更に関する届出について
国内から海外または海外から国内への住所変更の場合は、届出書とともに以下の本人確認書類のコピーをご提出ください。
ご記入内容に不備がある場合には届出書をご返却させていただきますので、ご記入もれ等ございませんようご注意ください。
国内から海外へ（出国）の住所変更の場合
ご提出いただく本人確認書類
下記の①〜⑥のうち、いずれか 1 点をご用意ください。
①海外へ転出の旨記載されている住民票（発行より６ヵ月以内の原本）
②在留証明書（日本文／英文）（日本大使館・領事館の発行より６ヵ月以内のもの）
③海外転勤等の辞令もしくは転勤証明書・留学先の在籍証明書（日本文／英文）
④国内公的機関等発行の各種証明書等（非居住者に変更となること（あるいは非居住者であること）・氏名・生年月日の記載があるもの）＊
⑤海外公的機関等発行の各種証明書等（海外の現住所・氏名・生年月日の記載があるもの）＊
⑥海外公的機関（日本大使館・領事館含む）発行の公的証明書等（海外の現住所・氏名・生年月日の記載があるもの）＊
※外国籍かつ海外住所の場合は、書類の提出不要。
＊発行より 6 ヵ月以内、または有効期限内のものに限ります。
＜利用停止となるサービス一覧表＞
海外への住所変更で非居住者になった場合は、下表のすべてのサービスが停止されますのでご注意ください。
バンキングカードによるATMでの振込
プレスティア オンライン／プレスティア モバイルでの国内都度送金
プレスティア マルチマネークレジットの利用（新規借入れ）
投資信託総合口座の開設、特定口座の開設、購入・スイッチング取引
証券取引口座の開設、債券の購入・売却取引（証券取引口座保有者の場合）
保険商品の新規申込み

海外から国内へ（帰国）の住所変更の場合
ご提出いただく本人確認書類
次の 7 点のうち、いずれか 1 点のコピーをご用意ください。
①運転免許証（両面）
②運転経歴証明書（2012 年 4 月 1 日以降発行）（両面）
③健康保険証（ご住所、生年月日およびお勤め先が入っているページ）（記載がない場合、お勤め先の情報は不要です）
④パスポート（顔写真･生年月日が記載されているページおよび所持人（住所記載） のペ一ジ計 2 ページを見開きでコピーしたもの）
⑤個人番号カード（両面）
⑥在留カード（両面）
⑦特別永住者証明書（両面）
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住所変更届 兼 居住性変更に関する届出書

お 届 出 日 20

銀行控 1 枚目

年

月

日

●太枠の中をご記入ください。
届出印または届出署名

お名前
（口座名義人）

様
円普通預金口座番号

お取引支店名

プレスティア マルチマネー口座番号

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。
●変更を希望される項目の□に✓印をし、国内のご住所は左欄

□

、海外のご住所は右欄

□

国内の新住所

、いずれか一方にご記入ください。

海外の新住所※ 英語でご記入ください。

ー

フリガナ

ご 住 所

都道
府県

市区
郡

フリガナ

フリガナ
マンション名

お電話 変更日

ご自宅電話番号

（

）

−

Home Phone Number

（

）

−

携帯電話番号

（

）

−

Mobile Phone Number （

）

−

変更事由（任意）

（ 転居 ・

変更日

20

□

）
年

月

日

Reason （optional）

（ moved・

Effective Date

20

）

Year

Month

Day

居住性変更に関する届出（国内から海外へ、または海外から国内へ住所変更する場合は、必ずご選択ください。）

居住区分

以下のいずれかの項目の □ に✓印をおつけください。

□ 非居住者への申請

・利子所得および配当所得に係る源泉税率の変更を依頼します。 （なお、租税条約の適用により税率変更を希望される場合は、税務署押印済みの届出書を添付してください。）
（国内から海外へ住所変更する場合） ・「非居住者」の場合、利用停止となるサービス一覧表（表紙に記載）のすべてのサービスが受けられないことを理解しています。

□ 居住者への申請
（海外から国内へ住所変更する場合）

・利子所得および配当所得に係る源泉税率の変更を依頼します。

下記のいずれかの項目の□に✓印をし、ご記入ください。

主たるご職業について、該当するものひとつに✓をお付けください。

□ お勤め先変更なし

□ 会社・団体職員（01）

□ 弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士（21）

□ 会社役員・団体役員（02）

□ 医師（22）

□ 公務員（03）

□ 飲食・小売業（23）

□ 金融・保険業（27）

□ パート・アルバイト・派遣社員・契約社員（04）

□ 農林・林業・漁業（24）

□ コンサルティング業（28）

□ 主婦（05）

□ 不動産業（25）

□ 投資事業（29）

□ 学生（06）

□ 貴金属・宝石商（26）

□ その他※（

□ 退職・無職（07）

※「その他」の場合は、カッコ内に具体的なご職業をご記入ください。

□ 退職

□ お勤め先変更あり
フリガナ

ご職業

会社名
電話番号
フリガナ

部署名

）（40）

＊上記以外にもご職業を複数お持ちの場合は、その「ご職業の番号」を下枠内にご記入ください。

内線番号
●様方、 私書箱、 勤務先など居所以外へのご住所変更は受付けておりません。 ※海外への住所変更に際しては、 投資信託総合口座の新規開設はできませんのでご注意ください。
●保険商品 ・ 証券取引口座をお持ちの方へ ： 当行が募集を行った保険商品をお持ちのお客様は、 各引受保険会社へ新住所をご通知ください。 また、 金融商品仲介で証券取引
口座をお持ちのお客様は、 別途証券会社指定の変更届をご提出いただく必要がございますので、 0120-322-522 までお問合せください。 なお、 海外への転居ならびに長期渡航
される場合は引受保険会社および委託証券会社で別途お手続きが必要になりますので、上記電話番号までご相談ください。

銀行使用欄
BRTR

FATCA確認

本人確認書類
受付
/ /

印鑑署名照合

SIBフラッグ

□あり □なし
SIB専用変更届を使用

受付承認

居住性変更

記帳

承認

受付時郵便不着

□

□

あり

なし

①運・旅・保・在留・個番・他（
No.
②（
No.
Ops.確認

Ops.承認

）
）
CRS届出書

□該当なし
□該当あり
受付支店名

□ FATCA申告書＋ID等
□代替様式W9
□書類不要
受付担当者名

□ 不要
□ 取得済
□ 提出待ち
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