
 

個人総合サービス申請書(兼確認記録書) 
〔東京〕〔大阪〕〔横浜〕〔名古屋〕〔大手町〕〔神戸〕〔   〕お客様番号：                          申請日：    年  月  日 

お客様情報 

氏名 
フリガナ  生年月日  性別 □男性   □女性 

漢字  国籍 □中国   □日本   □米国   □その他____________ 

使用言語 □日本語 □中国語 □英語 □その他____________ 在留資格 
□日本人  外国人（□永住／定住  □外交  □観光 

□技能  □企業内転勤 □留学生   □その他____________） 

証明種類 
□外国人登録証／在留カード  □パスポート 

□その他____________ 
身分証番号 

 
有効期限 

 

住所 

〒    —     連絡先 固定：                    携帯： 

フリガナ  

漢字  

勤務先  職業 
□会社役員/団体役員  □公務員  □自営業  □主婦  □無職/退職 

□会社員/団体職員    □アルバイト/パート  □学生  □その他                 

取引を行う目的 □生活費決済 □事業費決済  □給与受取/年金受取  □貯蓄/資金運用  □融資  □外国為替取引  □その他________________ 

開設サービス 

口座タイプ □普通預金     □普通預金マルチカレンシー口座 □定期預金マルチカレンシー口座   □定期預金証書 

通貨種類 □日本円 □人民元 □米ドル □ユーロ □ポンド □日本円 □人民元 □米ドル □ユーロ 

ネットバンキ

ング 
□開設 EMAIL  

□ステートメン

トサービスの開通 
周期：□毎月  □毎四半期  □その他 

銀聯 

日本円/人民元 

共通カード 

□発行 

 

取引上限 
日本円 

ATM引出：       万円  消費：       万円（引出、消費合計 0～50万円） 

□口座連動する 
振込：       万円（0～50万円）注：振込とは当行の ATM を使用した在日支店間の振込を指します 

人民元 ATM引出：       万元  消費：       万元（引出、消費合計 0～3万元） 

関連口座 □JPY:                                            □ CNY:                                                  

お客様による声明と確認 

米国人である
かどうか 

□はい   □いいえ   米国人とは、米国籍または米国グリーンカード保有者または米国に長期滞在する外国人を指します 

米国に長期滞在する外国人は、以下の条件のいずれかを満たしている必要があります。1、暦年内滞在日数 183 日以上。2、暦年内滞在日数 31 日以上で 3 年間の累計が 183

日を超える。累計時は当年の 1 日を 1 日、昨年の 1 日を 3 分の 1 日、一昨年の 1 日を 6 分の 1 日と数える。 

私は自らの意志で中国銀行による上記サービスを申請します、尚、中国銀行は外国銀行であり、日本の預金保険制度に参加していないため、中国銀行に預けた預金は預金保険が適用されないこと

を了承します。私は「中国銀行東京支店口座開設説明書」（冊子）の関連条項を読んで理解しており、契約の規定違反により生じる損失や結果について、一切の責任を負うことに同意します。同

時に、次の内容についてもきちんと理解し、承諾します。 

1、私の提供する情報は真実、正確、完全、有効なものであり、偽造、詐欺、虚偽情報提供などの行為があった場合、法的責任を負うことに同意します。関連情報に変更があった場合、30 日以内

に変更手続を行い、上記義務を履行しなかったことにより発生するリスクおよび損失を負います。自らの行為が合理的また慎重でなかったために発生した詐欺についても、銀行は私が受けた損失

に対しいかなる責任も負いません。 

2、私は、中国銀行が法律法規、監督当局が許容する範囲内において、国または国際的な税務申告要求に従い関連機関に私の情報を送ることに同意するとともに、中国銀行、司法、監督当局などの

機関が本人情報を本人確認、与信決裁、債権回収、アンチ・マネーロンダリング、反社会勢力排除、テロ活動資金供与と詐欺犯罪防止、及び中国銀行のその他商品・サービスの販売などの目的に

使用することに同意します。 

3、私が国また国際的な税務申告要求に従わず、中国銀行に遅滞なく正確な個人情報を提供しなかったために発生した個人損失について、私が責任を負うことに同意します。また、このために中国

銀行に発生した損失について、私はその全責任を負うことに同意します。必要がある場合、中国銀行は業務サービスを中止あるいは本契約を中止する権利を有します。 

4、私が中国銀行で行う各種業務は、北朝鮮／イラン／シリアなどの国や地域と無関係です。私が中国銀行のサービスを利用し、マネーロンダリング、テロ資金供与及びほかの犯罪に係る行為をし

ないこと。もし、私がマネーロンダリング、テロ資金供与及びほかの犯罪に係る疑いがあると判断した場合は、中国銀行はリスクコントロールの為、業務サービスを中止あるいは本契約を中止す

る権利を有します 

作成者： 確認： お客様確認 

   （届出印） 
 

確認 

日付 

西暦 

  年 月 日 受付時間：        年     月   日    時    分 

備考  

お客様受領確認 

以下に記載のものを確かに受領しました 

預金通帳等 
□普通預金通帳        冊        □普通預金マルチカレンシー口座通帳        冊     

□定期預金証書        枚        □定期預金マルチカレンシー口座通帳        冊 

お客様確認 
（届出印） 

 
受領 
日付 

年  月  日 
担当者： 

ネットバンキ
ング 

□ETOKEN                      □パスワード封筒  

ETOKEN番号：                 封筒に破損がないことを確認。 

お客様確認 
（届出印） 

 
受領 
日付 

年  月  日 
担当者： 

デビッドカー
ド 

□デビッドカード                □パスワード封筒 番号：             
カード番号：                        封筒に破損がないことを確認  

お客様確認 
（届出印） 

 
受領 
日付 

年  月  日 
担当者： 

 

銀行控え 



 

個人総合サービス申請書(兼確認記録書) 
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共通カード 

□発行 
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日本円 

ATM引出：       万円  消費：       万円（引出、消費合計 0～50万円） 

□口座連動する 
振込：       万円（0～50万円）注：振込とは当行の ATM を使用した在日支店間の振込を指します 

人民元 ATM引出：       万元  消費：       万元（引出、消費合計 0～3万元） 

関連口座 □JPY:                                            □ CNY:                                                  

お客様による声明と確認 
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かどうか 

□はい   □いいえ   米国人とは、米国籍または米国グリーンカード保有者または米国に長期滞在する外国人を指します 

米国に長期滞在する外国人は、以下の条件のいずれかを満たしている必要があります。1、暦年内滞在日数 183 日以上。2、暦年内滞在日数 31 日以上で 3 年間の累計が 183

日を超える。累計時は当年の 1 日を 1 日、昨年の 1 日を 3 分の 1 日、一昨年の 1 日を 6 分の 1 日と数える。 

私は自らの意志で中国銀行による上記サービスを申請します、尚、中国銀行は外国銀行であり、日本の預金保険制度に参加していないため、中国銀行に預けた預金は預金保険が適用されないこと

を了承します。私は「中国銀行東京支店口座開設説明書」（冊子）の関連条項を読んで理解しており、契約の規定違反により生じる損失や結果について、一切の責任を負うことに同意します。同

時に、次の内容についてもきちんと理解し、承諾します。 

1、私の提供する情報は真実、正確、完全、有効なものであり、偽造、詐欺、虚偽情報提供などの行為があった場合、法的責任を負うことに同意します。関連情報に変更があった場合、30 日以内

に変更手続を行い、上記義務を履行しなかったことにより発生するリスクおよび損失を負います。自らの行為が合理的また慎重でなかったために発生した詐欺についても、銀行は私が受けた損失

に対しいかなる責任も負いません。 

2、私は、中国銀行が法律法規、監督当局が許容する範囲内において、国または国際的な税務申告要求に従い関連機関に私の情報を送ることに同意するとともに、中国銀行、司法、監督当局などの

機関が本人情報を本人確認、与信決裁、債権回収、アンチ・マネーロンダリング、反社会勢力排除、テロ活動資金供与と詐欺犯罪防止、及び中国銀行のその他商品・サービスの販売などの目的に

使用することに同意します。 

3、私が国また国際的な税務申告要求に従わず、中国銀行に遅滞なく正確な個人情報を提供しなかったために発生した個人損失について、私が責任を負うことに同意します。また、このために中国
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反社会的勢力ではないことの表明および確約書  

 

当行は、警察庁、金融庁などと連携をとりつつ、反社会的勢力との関係遮断および解消のため、 以下の同意を徴求する積極的な取組みを行っ

ておりますので、ご協力をお願いします。 

 

中國銀行股份有限公司 宛 

私（お申込人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。）および代理人は、次の１．の各号のいずれかに該当し、

もしくは２．の各号のいずれかに該当する行為をし、または１．に基づく表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し

た場合には、いつでもこの預金取引が停止され、または通知によりこの預金口座およびこの契約が解約 されても異議を申しませ

ん。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。  

１． 貴行との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団

関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員

等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこ

とを確約いたします。 

（１）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

（２）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

（３）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等

を利用していると認められる関係を有すること 

（４）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 

（５）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 

２．自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。  

（１）暴力的な要求行為  

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為  

（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為  

（４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為  

 平成   年   月   日  

住 所  

氏 名  

印 

 

※ 反社会的勢力の定義  

ア）暴力団 (その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うこと

を助長するおそれがある団体をいう。)  

イ）暴力団員 (暴力団の構成員をいう。)  

ウ）暴力団準構成員 (暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を   背景に暴力的不法行為等を行うおそれ

がある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給等により暴力団の維持もしくは運営に協力・関与する者

をいう。) 

エ）暴力団関係企業 (暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に

資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的

に暴力団を利用し、暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。)  

オ）総会屋等 (総会屋、会社ゴロなど企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全

に脅威を与える者をいう。)  

カ）社会運動等標ぼうゴロ (社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行

うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)  

キ）特殊知能暴力集団等 (上記アからカに掲げる者以外の者で、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金

的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう。) 

普通預金、定期預金開設用 



————————外貨預金をご希望されるお客様へ———————— 

外币存款客户调查表 
 

お客様の適切と考えられる金融商品をお勧めする為の参考として、お手数ですが、下記のアンケートにご記

入をお願いいたします。 

为了给你提供合适的金融产品与服务，请您填写下列问题作为我行为您服务的参考。 

Q1：開設希望外貨預金口座    希望开立哪类外币存款账户 

□ 人民元（人民币） □ USドル（美元） □ ユーロ（欧元） □その他（其他）__________ 

Q2：ご希望する外貨預金の払い込み通貨は、外貨ですか？それとも日本円ですか？ 

准备存入外币存款账户的资金来源是外币还是日元？  

□ 円貨（日元） □ 同一外貨（与账户币种相同的外币） □ 異なる外貨（与账户币种不同的外币） 

Q3：代わり金の原資は？   支付资金的来源？  

□ 給与（工资收入） □ 運転資金（运营资金） □ 輸出代金等（出口收入等） □ その他（其他）__________ 

Q4：外貨をご希望される理由は？    需要外币资金的理由是什么？  

□ 海外で使用（海外での生活費、海外旅行子弟の留学費用等の教育費、その他） 

境外使用（境外生活费、出国旅行、子女留学等教育费用、其他相关费用） 

□ 輸入決済金等の外貨支払に充当 

需要外币支付的进口结算 

□ 投資（□ 為替差益 □ 高金利） 

投资（外汇买卖收益    高利息） 

□ その他（其他）____________ 

Q5：為替リスクの仕組みについてはご存知ですか？    您是否知晓外币兑换的风险构成？ 

□ 知っている。 

知道 

□ 職業上、為替を扱うため 

从事这方面的职业 

□ 為替リスク商品の経験がある 

具有购买外汇兑换风险商品的经验 

□ その他（其他） 

____________ 

□ 知らない。 

不知道 

Q6：投資経験についてお答え下さい。   关于投资经验的问答 

外貨預金  外币存款 

□ 外貨預金の経験がある（有外币存款经验） 

（□１年未満 □１年以上 □三年以上） 

□ 外貨預金の経験がない 

没有外币存款经验 

その他  其他 

□ 株式や債券、投資信託の経験がある（有公司债券、信托投资经验） 

（□１年未満 □ １年以上 □ 三年以上） 

□ 外株式や債券、投資信託の経験がない 

无公司债券、信托投资经验 

Q7：金融資産についてお答え下さい。    您名下金融资产有？ 

□ 500万円 

500万日元 

□ 1000万円 

1000万日元 

□ 3000万円 

3000万日元 

□ １億円以上 

1亿日元以上 

□ ３億円以上 

3亿日元以上 

 

ご協力いただきありがとうございました。 
感谢您的合作! 
 

客户确认印章           
 

客户签约确认事项（银行填写） 

客户是否可以办理外币业务。 □ 是 □ 否 

是否将《中国银行东京分行开户说明书》（小册）交给客户。 □ 是 □ 否 

是否已向客户做过契约前说明，并提示该产品的风险。 □ 是 □ 否 

解释内容： 
 

客户回答： 
 

 
说明人：            说明地点：□柜面  □其他___________      处理时间：公元     年   月  日 

复核人： 


