
代表口座
（ご利用手数料引落口座）
兼サービス指定口座

Ｎｏ

１

支店名（注）
（全角）

科目
（□にチェック）

口座番号
（半角数字７桁）

代表口座お届出印
をご捺印ください

おなまえ
（口座名義）
（全角）

申込日
（半角）

普通 当座

年 月 日

会社名

おなまえ
（口座名義）
（全角カナ）

会社名（個人でお申し込みの場合は代表者名）

代表者
代表者名役職名（代表取締役等）

（代表口座の支店が本サービスのご契約店となります）（注）当行所定の本支店に限ります。

総合振込、給与賞与振込、特別徴収地方税のお取引を
お申し込みの場合は、□にチェックしてください。

（＊）外為サービスお申し込みの場合

仕向送金
被仕向送金
輸出ドキュメンタリー
外貨預金
外為利息手数料一覧

（ご利用になる外貨普通預金・外貨当座預金をサービス指定口座として届け出ください。）

（「BizSTATION外為サービスお取引確認書」を一緒にご提出ください。（＊））

英文社名
ＮＡＭＥ
英文住所
ＡＤＤＲＥＳＳ（半角英数字）

外為サービスをお申し込みになる
場合、かならずご記入ください。

お申し込みになると、別途「契約
料金」「基本料金」がかかります。

サービス管理責任者の個人情報（おなまえ・所属部署・役職・連絡先電話番号）は、以下の目的のために利用させていただくことがあります。必ずご本人の同意を得ておいてください。
ご本人の同意については、ご契約企業さまの社内に書面で残されることをお勧めします。当行は提供のあった個人情報については、ご本人の同意を得たうえで当行に提供されたものと
してお取り扱いさせていただきます。●本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。●法令等に基づくご本人さまの確認、本サービスをご利用いただく資格等の確
認のため。●当行内部における市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため。●ダイレクトメールの発送・電話によるご案内等、
当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。●お客さまとの契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため。●お客さまによるでんさい
STATION・電手決済サービス・その他本サービス以外の当行金融商品またはサービスの申込および利用を円滑にするため。●その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。

（ご送付いただいた申込書に記載の不備等がありました場合、当行
の判断により、届出住所への返送・廃棄その他適宜の処理をさ
せていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
また「ＢｉｚＳＴＡＴＩＯＮ（ビズステーション）」サービスご利用開始に
必要な説明書類等は、当行にお申込者のお届出印とともにお届け
いただいた住所に送付いたしますのでご注意ください。）

（＊）お取引確認書は、BizSTATIONホームページ（https://bizstation.bk.mufg.jp/）の書式集より印刷してください。

外為サービスをお申し
込みの場合は□に
チェックしてください。

●ＢｉｚＳＴＡＴＩＯＮ外為サービス利用規定を確認、
了承のうえ□をチェックした外為サービスの
利用を申し込みます。
（ご注意）すでに貴社でＢｉｚＳＴＡＴＩＯＮ外為サービスをご利用の場合、

重複してお申し込みになれませんのでご注意ください。

サービス指定口座から後日一括引落（月末締め・翌月18日に引き落としとなります。）
（内国為替手数料を引き落とすサービス指定口座（普通または当座の１口座）を選択してください）

サービス指定口座No. １ ２ ３
（□にチェック）

おなまえ
（全角）

所属部署
（全角）

役職（全角）

利用者ID
（半角英数字）

初回ログインパスワード
（半角英数字記号）

初回取引実行パスワード
（半角英数字記号）

（フリガナ）

資金引落口座から振込指定日に引落（特別徴収地方税については納入指定日の2営業日後）

円預金の普通または
当座を選択してください

Ｎｏ

２

３

支店名（注）
（全角） 科目 口座番号

（半角数字７桁）外貨普通・外貨当座の通貨
口座名義（全角） 預金口座お届出印

をご捺印ください会社名 役職名 代表者名

・1～16文字
・英字・数字のみでご記入ください。
・英字は大文字、小文字を判別します。
・記号は使用できません。

・8～16文字
・必ず英字・数字混合でご記入ください。
・英字は大文字、小文字を判別します。
・記号は

が使用できます。

利用OS   Windows　 　　　macOS□ □ 申込後の変更はできません。なお、macOSでご利用になる場合、
電子証明書によるセキュリティ対策の対象外となります。

　 「総合/給与 振込サービス」を申し込む　　（お申し込みになると、別途「契約料金」「基本料金」がかかります。）

総合/給与 振込サービスの資金引落口座としてご利用いただけるサービス指定口座は、代表口座と同一店の普通預金・当座預金のみとなります。外為サービス（外貨預金サービスを除く）では、代表口座店以外
の支店の口座はご利用できない場合があります。　（注）当行所定の本支店に限ります。　（＊）外為サービスお申し込みの場合のみ選択できます。

－

－

－
連絡先電話番号
（半角）

－

ワンタイムパスワード
機器

スマートフォンアプリ
利用登録用電話番号(＊2)

(＊1) スマートフォンアプリを利用する場合は、「スマートフォン」を選択してください。
（事前にBizSTATIONホームページでスマートフォンアプリの動作環境を
ご確認ください。）

(＊2) スマートフォンアプリの利用登録時に必要な「設定番号」を音声案内する際に
使用します。ワンタイムパスワード機器として「スマートフォン」を選択の場合
のみご記入ください。（携帯電話、固定電話、IP電話等が登録できます。）

ワンタイムパスワードカード□ □ スマートフォン(＊1)

利用申込書
兼手数料引落依頼書

●貴行ホームページ掲載のＢｉｚＳＴＡＴＩＯＮ利用規定を確認、了承のうえ届出印を押捺し申し込みます。
BizSTATIONをお申し込みになると、ご利用料金がかかります。

すでに当行と外国為替取引があり、英文社名・英文住所の登録がある場合を除き、外国為替取引には以下の英文社名・英文住所を使用してください。

サービス指定口座を以下の通り届け出ます。各サービス指定口座の名義人はＢｉｚＳＴＡＴＩＯＮ利用規定・ＢｉｚＳＴＡＴＩＯＮ外為サービス利用規定（＊）の内容を了承し、
サービス指定口座への登録を承知のうえ、確認のため届出印を押捺し届け出ます。（ご利用になる資金移動取引の資金引落口座、振替入金口座、照会対象口座、
および外為サービスにてご利用になる口座をご記入し預金口座お届出印をご捺印ください。

内国為替手数料の引落方法を以下の通り届け出ます。（同じ代表口座ですでに他のBizSTATION契約をお持ちの場合は、内国為替手数料の引落方法は同じお届け出内容を記載してください。）

以下の者をサービス管理責任者として届け出ます。サービス管理責任者の行う取引は、当社を代表した取引として取り扱いください。

●ご利用になるパソコンのOSをいずれかひとつ□にチェックしてください。

●

●

●

●

）

□ 

□ 

□ □ □ □ 
□ 

□ 

□
□
□
□
□

銀行送付用1銀行送付用1

2021 9 13

株式会社　山田商店

カ）ヤマダショウテン

代表取締役 山田　一郎

1234567本店

ﾔﾏﾀﾞｻﾌﾞﾛｳ

山田　三郎

経理部

部長

YAMADA SHOTEN CO.,LTD.
2-7-1,MARUNOUCHI,CHIYODA-KU,TOKYO,JAPAN

丸の内 2345678 株式会社
山田商店

代表取締役 山田　一郎

本　店

普　通

外貨普通 米ドル

（U S D：0 0 1）（＊）

2345678 株式会社
山田商店

代表取締役 山田　一郎

★利用OS
　●ご利用になるパソコンのOS（Windows／

macOS）をいずれかひとつお選びくださ
い（□をクリックすると　マークが表示さ
れます）。申込後の変更はできません。

　　※macOSをご利用の場合は、お申し込み
前にBizSTATIONホームページに記載の
ご注意事項をご確認ください。

★内国為替手数料引落方法
●内国為替手数料の引落方法をお選びください（□をクリックすると　マークが表示さ
れます）。

●「サービス指定口座から後日一括引落」をお選びの場合は、サービス指定口座から引落口
座をお選びください（□をクリックすると　マークが表示されます）。

●印刷後、「銀行送付用１」にそれぞれの口
座のお届出印をご捺印ください（「銀行送
付用２」、「銀行送付用３」には捺印不要です）。

●お届出印が、代表口座や他のサービス指定
口座と同一の場合も、全てご捺印ください。

●「お客さま控」は、ご登録内容の確認の際
に必要となりますので、大切に保管して
ください。

★代表口座兼サービス指定口座（※）
●当行にお届けいただいているおなまえ（口座名義）をご入力ください。
●おなまえ（口座名義）は、会社名、役職名、代表者名までご入力ください。
●代表口座兼サービス指定口座とは、本サービスによる取引に主に使用する口座
で、サービス指定口座とは、本サービスで利用する当行国内本支店の口座です。

●代表口座は、本サービスの利用手数料の引落口座となります（なお、
内国為替手数料の引落方法につきましては、下欄にてご指定ください）。

★「外為サービス」をお申し込みのお客さまへ
「仕向送金」「被仕向送金」「輸出ドキュメンタリー」「外貨預金」
「外為利息手数料一覧」のうち、ご希望（□をクリックすると　マーク
が表示されます）のお取引をお申し込みいただけます。
●お申し込みになると、別途「契約料金」「基本料金」がかかります。
●仕向送金サービスをお申し込みのお客さまは、「BizSTATION外為
サービスお取引確認書」を一緒にご提出ください。

●「外貨預金」をお申し込みの場合、ご利用になる外貨普通預金・外貨
当座預金をサービス指定口座として届け出ください。

●外為サービス（外貨預金サービスを除く）では、代表口座店以外
の支店の口座はご利用できない場合があります。

●外為サービス取引にともなう外国為替手数料の引き落としにつ
いては、BizSTATION外為サービス利用規定をご参照ください。

●外国為替取引で使用する「英文社名」「英文住所」をご記入くだ
さい。

　（すでに当行と外国為替取引があり、英文社名・英文住所のご登
録がある場合は、そちらが優先されます。）

●「仕向送金」「被仕向送金」をお申し込みの場合、各お取引の計算
書は郵送されません。必要に応じて、BizSTATIONより印刷して
ください。

（ご注意）
すでに貴社でBizSTATION外為サービスをご利用の場合、重複して
お申し込みになれませんのでご注意ください。

★「総合／給与 振込サービス」をお申し込みの
　お客さまへ
総合／給与 振込サービスをお申し込み（□をクリックすると　
マークが表示されます）になると、「総合振込」「給与賞与振込」
「特別徴収地方税」のお取引をすべてご利用いただけます。
●お申し込みになると、別途「契約料金」「基本料金」がかかります。
●総合／給与 振込サービスの資金引落口座としてご利用いただ
けるサービス指定口座は、代表口座と同一店の普通預金と当座
預金のみとなります。

●特別徴収地方税納入取引の地方税基本手数料については、納入
指定日の2営業日後に納入資金引落口座から引き落としとなり
ます。

利用申込書兼手数料引落依頼書 入力例

★サービス管理責任者
●本サービスのご契約に際してお客さまを代表する責任者です。ご契約者番号等、当行か
らの重要なお知らせはサービス管理責任者宛にご連絡いたします。個々の利用者登録
や権限設定なども行っていただきます。

●利用者ＩＤは１～１６文字のアルファベット・数字でご入力ください。
●パスワードは８～１６文字のアルファベット・数字・記号でご入力ください。英字・数字は
それぞれ１文字以上使用してください。

　記号は＃＄＋－．／：＝？＠ ［ ］ ＾＿｀＆ （ ）が使用できます。初回ログインパスワー
ドと初回取引実行パスワードは、最初のログイン直後に変更していただきます。

　（いずれも英字は大文字・小文字を判別します。）

★サービス指定口座（※）
●代表口座と同一名義または同一法人の本社・支社・支店等の名
義の口座のみご登録いただけます。

●科目欄・通貨欄（外貨普通・外貨当座の場合）は▼をクリック
すると選択肢が表示されます。

●この「利用申込書」では、代表口座を含めて3口座までご登録い
ただけます。4口座以上ご登録される場合は、「サービス指定口
座［追加・削除］依頼書」にて追加分をご登録ください。

画面上で入力できない文字（旧字体など）の場合は、入力が可能な簡単な字形の漢字にて入力してください。
　例）「髙」が入力できない場合、代わりに「高」を入力

（※）


