カードおよび暗証番号関係届のご案内
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、下記住所までご郵送ください。
ファクシミリ ・ eメールでのご返信および当行支店でのお申込み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。
届出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

■ 3 枚目の

郵送用

ページをご郵送ください。

お問合せは、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）までご連絡ください。

CARD/PIN/T-PIN APPLICATION AND CHANGE REQUEST
Dear Customer,

Thank you very much for banking with SMBC Trust Bank.
Please complete and mail the form to the address below.
Please note that we cannot accept your request via Fax, e-mail and at our branches. 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.

■Please send the page of For Mail in the Page3.
Should you have any inquiries, please feel free to contact us at PRESTIA Phone Banking （24 hours a day, 365 days a
year）:
0120-110-330 （toll-free） from Japan or 81-46-401-2100 （charges apply） from overseas.

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 J0205 YR1807

カードおよび暗証番号関係届
CARD/PIN/T-PIN APPLICATION AND CHANGE REQUEST
■

郵送用

ページをご返送ください。 Please return the page of For Mail .

カードの発行依頼の際の注意事項 Notices when requesting the issuance of card
≪カードのお届けについて≫
カード発行ご依頼後、約１週間で簡易書留にてカードが届きます。 （到着日は郵便事情により前後しますので、あらかじめご了承ください。）

≪海外でキャッシュカードをお受取りになるお客様へ≫
キャッシュカードはお届けした状態ではご利用いただけません。 ご利用にあたり有効化のお手続きが必要となりますので、 電話取引用暗証番号をご用意のうえプレス
ティアホンバンキングまでお電話ください。（電話取引用暗証番号がご不明の場合は、この届出書にてご変更のお手続きをお願いいたします。）

≪磁気カード発行に際してのご注意≫
●カードの表面に刻印されるおなまえ（ローマ字表示）は、1枚目に記入されたお名前をもとに当行で決めさせていただきます。
●郵送にてカードを再発行する際には、 磁気破損またはカード破損であればカードにハサミを入れて、 この届出書と一緒に当行宛にご送付ください。 カードをご返却
いただけない場合は、 この届出書を郵送いただいた後、 新しい暗証番号を当行にて自動設定させていただきます。 設定後、 暗証番号のお知らせをご登録の住所
に郵送いたします。
●手数料をご指定口座より引落とすことができない場合、（再）発行の手続きをとりやめさせていただきます。

≪ ICカード発行に際してのご注意≫

●以前発行された同一名義のすべてのバンキングカード（磁気カード）は、ICバンキングカード発行日の2 ヵ月後の応答日までご利用いただけます。
それ以降はご利用いただけなくなります。
● ICカードの発行は、円普通預金口座に限られます。
●紛失・盗難以外で磁気カードから ICカードへ切替えの場合、カード用暗証番号は変更されません。
● ICカードを再発行された場合、生体認証情報は新しい ICカードには引き継がれません。 再度ご登録が必要となります。
●生体認証取引をご希望のお客様は、 ICバンキングカード、 届出印（または届出署名）および本人確認書類をお持ちのうえ、 最寄りの SMBC信託銀行の各支店 ・
出張所窓口までご来店ください。

≪代理人カード発行に際してのご注意≫
●代理人カードの新規発行の際には代理人（ご家族に限る）の本人確認書類（運転免許証の両面、 パスポート（氏名、 住所が記入された所持人記入欄も要）、 健康
保険証※、在留カード／特別永住者証明書の両面等）が必要となります。 郵送の場合には、本人確認書類のコピー（運転免許証と在留カード／特別永住者証明書等は
両面、または健康保険証※）を添付してください。
※健康保険証は氏名、住所、生年月日が入っている面が必要となります。

●代理人カードの暗証番号は口座名義人カードのものと同一とさせていただきます。
●代理人カードの発行は2枚までとさせていただきます。
お問合せは、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）までご連絡ください。

≪ Delivery of your card≫

Your card will be sent to your address written on you application by Restricted Mail in about one week. (Arrival date depends on postal situation.)

≪ To Customers Receiving a Banking Card Overseas≫

Your Cash Card cannot be used immediately after you receive it. Your card must be activated before use. Please have your T-PIN for telephone transactions
ready and call PRESTIA Phone Banking. （If you are unsure of your T-PIN, please use this form to change it.）

≪ Important Notices about the issuance of a Magnetic Stripe card≫

● Your name （in the Roman alphabet） to be embossed on the front of the card will be determined by SMBC Trust Bank based on the name that you have
written on the Page1.
● To issue a new card as replacement for your damaged card, please cut the card in half and submit with the application form. For application by mail, the
personal identiﬁcation number （PIN） for the card will basically be changed if the card cannot be collected.
● If we are unable to debit the card issuing fee from your account, we will not be able to issue the card as requested.

≪ Important Notices about the issuance of an IC card≫

● All of your magnetic stripe cards under the same name can be used until the corresponding date 2months after the issurance of to an IC banking card.
After that day, those of your existing magnetic stripe cards will be disabled.
● The IC card can only be issued for a Yen Savings Account.
● When you change a magnetic stripe card to an IC card in cases other than loss or theft, the card PIN will not change.
● When you have your IC card re-issued, your biometric authentication data will not be copied to the new IC card. You will need to register the information
again.
● If you wish to do banking using biometric authentication, please bring your IC Banking Card, Registered Seal （or Registered Signature） and personal
identiﬁcation document to your nearby SMBC Trust Bank branch or Mini branch.

≪ Important Notices about the issuance of a supplementary card≫

● To issue a new supplementary card, a valid official ID of the family member （for example, driver's license ＊1, passport ＊2, health insurance card ＊3 or
residence card ＊1/special permanent resident certiﬁcate for foreign nationality ＊1） is required. If you are sending this application by mail, please enclose a
copy of your family member's ID （both side copies for driver's license or residence card/special permanent resident certiﬁcate or health insurance card＊3）.
● PIN for supplementary cards will be the same as that of the account holder.
● Supplementary cards are limited to two cards per account.
Should you have any inquiries, please feel free to contact us at PRESTIA Phone Banking(24hours a day, 365 days a year):0120-110-330(toll-tree) from
Japan or 81-46-401-2100(charges apply) from overseas.
*1 Both sides are required.
*2 2 pages: The page showing the holder's name, photograph and date of birth. Also the page showing the holder's address.
*3 The page includes your name, address and date of birth is required.
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 J0205 YR1807

郵送用

カードおよび暗証番号関係届

銀行控 1 枚目

お申込日 20

年

月

日

●太枠の中をご記入ください。

様

届出印または届出署名

お名前
（口座名義人）

キャッシュカード番号＊1

お手続を希望される口座にチェック□のうえ、口座番号をご記入ください。

お取引支店名

□ 円普通預金口座

□ その他（

） プレスティア マルチマネー口座番号＊1

□ 米ドル普通預金（プレスティア外貨キャッシュカード）口座
＊1 キャッシュカード上の口座番号、下 7 桁をご記入ください。ご不明な場合は取引明細書上のプレスティア マルチマネー口座番号をご記入ください。

下記、該当項目にチェック□印をし、必要事項をご記入ください。

①カードの発行依頼

＜磁気カード＞

＜ICカード＞ 円口座保有の個人向け
本人用
□ 再発行
□ 切替

□ 再発行

本人用

□ 新規 □ 再発行

代理人用
代理人カード

代理人用

□ 新規／切替

□ 再発行

フリガナ

生年月日

大

昭

平

西暦

年

代理人のお名前

月

□子
口座名義人 □ 親
との続柄 □ その他（

キャッシュカード上の表記＊2
（名、姓の順でご記入ください。）

日

□ 配偶者
）

＊2 キャッシュカード名義として表示するローマ字をご記入ください。19 文字を超える場合は名を頭文字にしてご記入ください。姓は省略することができません。

再発行の
理由

本人用

□ 盗難 □ 紛失
□ その他（

□ 破損

□ 磁気不良
）

代理人用

□ 盗難 □ 紛失
□ その他（

□ 破損

□ 磁気不良
）

発行手数料のお支払方法（1 枚につき 1,000 円／税抜き）
口座引落し

磁気カードの（再）発行に際して、 私の円普通預金口座、 プレスティア マルチマネー口座、 もしくは上記キャッシュカード番号の口座より
手数料を引落としてください。 残高不足等で引落としできない場合は発行をとりやめてください。

②カード用暗証番号／電話取引用暗証番号の変更
カード再発行理由が紛失 ・ 盗難等の場合は、必ずカード用暗証番号を変更してください。郵送によるお届出の場合は原則、カード用暗証番号が自動的に変更されます。

□ カード用暗証番号の変更
□ 電話取引用暗証番号の変更
□ 電話取引用暗証番号のブロックの解除

カードまたは電話取引用の暗証番号の変更依頼を郵送でお届けいただいた場合には、 新しい暗証番号を原則、
自動設定させていただきます。設定後、カード用暗証番号のお知らせ、または（および）電話取引用暗証番号の
お知らせをご登録住所へ郵送いたしますのでご確認ください。

③キャッシュカードに関するその他の依頼

5889 ー 02 □□ー 0 （7 桁の口座番号）

カードに印字されたお名前

□ ブロック

□ ブロック解除

□ 削除

理由：□ 再発行

□ ブロック

□ ブロック解除

□ 発見 □ その他（

）

5889 ー 02 □□ー 0 （7 桁の口座番号）

カードに印字されたお名前

□ 削除

理由：□ 再発行

□ 発見 □ その他（

）

●カード表面の 16 桁の番号のうち、該当の 2 桁の数字をご確認のうえ上記にご記入ください。
●「5889-02」以外の番号から始まるカード、および該当の 2 桁の数字が「00」のカードはブロック解除ができません。再発行手続きをおとりください。
●同種類の複数のカードをお持ちの場合、上記以外のカードは安全のために削除させていただきます。

銀行使用欄
BRTR

受付

印鑑署名照合

2.PIN変更（取引番号84201） 3.T-PIN変更（取引番号84004） 4.T-PINブロック解除（取引番号84002） 5.カードステータス変更（取引番号 84203）
記帳
承認
記帳
承認
記帳
承認
Status Seq#
記帳
承認

B・A・D

1.カード発行

代理人CF Seq#

記帳

MS/IC確認 エンボス確認

承認

本人確認 運・保・旅・在留・その他（

）

カード回収確認
1. ICC回収（

）枚 2. （

）

B・A・D

ファクシミリ・eメールおよび当行支店での
お申込みはお受けしておりません。
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 J0205(J) YR1807

For Mail

CARD/PIN/T-PIN APPLICATION AND CHANGE REQUEST
Date

20

Bank Copy Page1

Year

Month

Day

●Please ﬁll in the information within the bold lines.

Name
Account
Holder

(

Mr.
Ms.

)
Registered Seal or Registered Signature

Branch Name

Cash Card Number ＊1

Please check the box of Account to be processed and ﬁll in the Cash Card Number

□ Yen Savings Account
□ Others（
□ U.S. Dollar Savings （PRESTIA Gaika Cash Card） Account

） PRESTIA MultiMoney Account Number＊1

*1 Please ﬁll in last 7-digit Cash Card Number or PRESTIA MultiMoney Account Number on the Bank Statement.

Please check □ all applicable item（s）.

①Request for an issuance of card

＜Magnetic Stripe card＞

＜IC card＞ For individual Yen Account Holder

for Account Holder □ Reissuance

for Account Holder □ Reissuance

for Supplementary □ New □ Reissuance

for Supplementary □ New/Switching □ Reissuance

□ Switching

Supplementary Card

Date of Birth

Supplementary's Name

Relationship
with Account
Holder

Name for embossing*2

Name writing order : First Name, Middle Name, Last Name

Year

□ Parent
□ Spouse
□ Other （

Month

Day

□ Child
）

*2 Please note that Last Name is not omissible for the Name on Card. （within 19 alphabets）

Reason for
Reissuance

Account
Holder

□ Stolen □ Lost □ Card Damage
□ Damage on Magnetic Stripe
□ Other （

）

Supplementary

□ Stolen □ Lost □ Card Damage
□ Damage on Magnetic Stripe
□ Other （

）

Method of Payment for Issuing Fee （1,000 Yen per card/excluding tax）
For the payment, I authorize you to debit the fee from my Yen Savings Account, PRESTIA MultiMoney Account or the
Account mentioned above. You can stop a replacement card issuance if the account balance is insufﬁcient.

Charge my account

②PIN/T-PIN change request
PIN change is required if your card is lost or stolen. Your PIN is automatically changed when applying for a card reissuance by mail.

□ Change of PIN for card
□ Change of T-PIN for telephone transaction
□ Active of T-PIN for telephone transacition

If you send us a change request of PIN/T-PIN, your new PIN/T-PIN will be issued
automatically and PIN/T-PIN notice（s） will be sent to your registered address.

③Other request related to Cash Card

□ Block

□ Activate

□ Block

□ Activate

□ Delete
□ Delete

5889 ー 02 □□ー 0（ 7 digits Account Number）

Name on Card

Reason : □ Reissue

□ Found □ Other（

）

5889 ー 02 □□ー 0（ 7 digits Account Number）

Name on Card

Reason : □ Reissue

□ Found □ Other（

）

●Please ﬁll in the blank boxes above, specify the 7th and 8th ﬁgures of your 16-digit Card Number. ●In case the speciﬁed 2-digit number above is '00'
or your Card Number does not start with '5889-02', we cannot unblock it. Please request us a card re-issuance instead. ●For your safety, previously
issued card（s） of the same kind as above will be deleted.

Bank Use Only
BRTR

受付

印鑑署名照合

2.PIN変更（取引番号84201） 3.T-PIN変更（取引番号84004） 4.T-PINブロック解除（取引番号84002） 5.カードステータス変更（取引番号 84203）
記帳
承認
記帳
承認
記帳
承認
Status Seq#
記帳
承認

B・A・D

1.カード発行

代理人CF Seq#

記帳

MS/IC確認 エンボス確認

承認

本人確認 運・保・旅・在留・その他（

）

カード回収確認
1. ICC回収（

）枚 2. （

）

B・A・D

ファクシミリ・eメールおよび当行支店での
お申込みはお受けしておりません。
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 J0205(E) YR1807

