
FSR Holdings Japan 株式会社
REMITTANCE SERVICE AGREEMENT

　　　　　海外送金利用申込書

APPLICANT DATA ご依頼人情報

APPLICANT NAME (ID Name) 氏名 (身分証明書どおりにご記入ください。)

DATE OF BIRTH 生年月日

ADDRESS IN JAPAN 住所

EMAIL

MY NUMBER ID 個人番号 12 digits

OCCUPATION □ General employee 会社員 □ Student 学生 □ Self-emploted 自営 □ Unemployed 無職　□ Other その他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

BENEFICIARY / RECEIVER REGISTRATION FORM 受取人登録書

RECEIVER NAME 受取人名

COUNTRY DESTINATION 受取国 RECEIVER NATIONALITY 国籍

DATE OF BIRTH 生年月日 GENDER 性別

⁂OFFICIAL ID 受取人身分所番号 PHONE NUMBER 電話番号

PAYMENT MODE 受取方法

⁑Note: Additional charges outside Bank name 銀行名

Japan will be assumed by receiver. Branch number / name 支店

日本国外の金融機関、関係機関の手数料

などが生じる場合には受取人払いになります。

Mandatory field for USA, Europe, India, BANK CODE 　□ SWIFT: 　□ IBAN:

Pakistan and Thailand. 銀行コード 　□ ABA: 　□ IFSC:

アメリカ、欧州、インド、パキスタン、 Bank name 銀行名:

タイの場合、記入必須フィールドです。 ⁂ For Pakistan, Myanmmar and Vietnam specify the bank's name.

パキスタン、ミャンマーとベトナムの場合には銀行名を指定。

Amount Received: _________________________________    Exchange Rate: _____________________________  Amount Paid: __________________________ _____________________________

REASON FOR SENDING Import transaction (fill up the following infomation) 輸入決済資金: 

海外送金の目的 Product Name 商品名

Country of Origin 原産地

Port of Shipment 船積地

I will declare the following items: 私は、以下科目を確約いたします。
1. The information which I fillied out in this application form is correct and the foreign remittance transactions which I １．私は、本申込書に記入した内容に間違いないこと並びに私が貴社に依頼する外国
request to your company have absolutely no relationship whatsoever with North Korea or Iran and other Japanese Government 送金取引が北朝鮮、イラン等、外国為替及び外国貿易法に「資産凍結等の措置に係る支払等」
announced economic and assets freeze sanction list in accordance with the Foreign Exchange and Trade Law. 制限該当先と取引を行うものではないこと。２．私は、反社会的勢力の構成員又はこれらに
2. I am not a member nor an associate member of anti-social forces and also not involved in any of the foregoing. 準ずる者ではないこと。又、これらに関わりないこと。
I hereby agree the following items: 私は以下科目に同意いたします。
1. Your company may acquire my personal data in order to fullfill money transfer and provide me related services １、貴社は送金業務を遂行し、貴社関連サービスに関する情報を私に提供する目的で
information. 2. As an anti-money laundering and anti-terrrorists finacing measure, your company may provide the 私の個人情報を取得すること。２．マネーロンダリング対策及びテロ資金供用防止並びに
information about the foreign remittance transactions concerning myself and the recipient to the relevant banks and 送金業務を遂行するため、貴社が私及び受取人の海外送金に関する情報を、海外の関係
organizations. 3. Whenever requested to do so by your company in order to make clear the purpose of remittances, 金融機関や関係機関に提供すること。３．送金目的を明らかにするため、貴社から請求
I will promptly provide materials pertaining to the foreign remittance transactions with your company. があり次第、速やかに同送金に関する資料を貴社に提供すること。

DO NOT FILL. For FSR Holdings Japan Co., Ltd. Use only.

C E/P M I hereby certify that the information 私はここに記載された内容につ

writtern on both sides is true and いて、すべて正確であることを確認
JK correct and apply this form. した上で利用を申し込みます。

step1 step2 step3

Received input final check/Ctrl

DATE / /
DAY(日） MONTH(月) YEAR(年)

APPICANT'sOFFICIAL SIGNATURE (same as in the passport)

署名　（パスポートと同じサイン）

NATIONALITY 国籍

RECEIVER' S ADDRESS 受取人住所  POSTCODE MANDATORY FOR USA AND PHILIPPINES-BPI

PEP(politically exposed person)。

PHONE NUMBER 電話番号

COMPANY / SCHOOL NAME 会社名 / 学校名

□ Male 男性　　□ Female 女性

〒

GENDER 性別

RELATIONSHIP WITH THE SENDER  送金人との関係

REASON FOR SENDING 海外送金の目的 □    Family support 家族扶養　□   Other (specify) その他( 具大的に明記する):___________________________________________　

□　Parent 両親　□　Child 子供　□　Oneself 自分　□　Other (specify) その他( 具大的に明記する): ________________________________

Account number 口座番号

□ CASH PICK UP (if available) 現金受取

I am or my family is PEPs. 私または私の家族はPEPｓ.　□ YES　はい　□ NO いいえ

□　DEPOSIT ACCOUNT 口座振込


