
休眠口座の取り扱い及び口座解約手続き等（第70項から第76項）。

口座開設申込書（円および外貨普通預金）

1 - 外貨預金取引のご経験 について（金融機関および外貨両替所等での外貨現金の売買取引のご経験を除きます。）

3 - 今回の検討内容について

4 - ご本人の金融資産について

5 - ご本人の年収について

 取引目的について（複数選択可）

元本割れのリスクは一切許容しないため、元本が保証されていない外貨預金取引は希望しません。

いずれ外貨を利用する予定があるため、予め同外貨預金取引を希望します。（海外送金、本国へ帰国、海外での不動産購入や海外留学等のために外貨を利用する予定あり。）       

元本割れのリスクを許容して、資産運用としての外貨預金取引を希望します。　（その際、為替変動のリスクがある商品性を十分に理解した上で希望します。）

初めて    

貯蓄          海外送金  金融資産の運用      その他:        

300万円以下        500万円以上から1千万円未満             300万円以上 から500万円未満     1千万円以上

 資金の性質について
当面使う予定のない余裕資金   日常生活に必要な資金  

外貨預金取引（普通預金）ご案内のためのアンケート
（記入漏れのないようにご回答ください）

米ドル ユーロ レアル その他の外貨:外貨預金取引の経験年数（                    年） 通貨（複数選択可）：

2 - 外貨預金取引（米ドル、ユーロおよびレアル預金）に対するお客さまのお考えについて

注記)お客さまが「元本割れのリスクを一切許容しない」とお答えになった場合は、当行での外貨普通預金取引をお断りさせていただきます。

1 - 取引共通規定

3 - 当行の経営方針

4 - 外貨預金（外貨普通預金契約締結前交付書面)

本説明事項確認表に掲げられいている各項目の説明を受け、取引規定集（個人）および外貨普通預金契約締結交付書面を読み、内容を十分に理解
いたしました。

お客さまの登録情報を最新のものに保つこと（第8項および第9項）。

当行の商品またはサービスを利用する際に、当行所定の手数料一覧表に基づいて手数料が発生すること（第18項）。 

新規口座開設時に２千円相当額の初回入金が必要であること（第31項）。
当行は外国銀行支店であり、取扱う預金は日本およびブラジル本国の預金保険制度の対象ではありません。また、ブラジル銀行（バンコ・ド・ブラジル・エス・エイ）が破綻し
た際には、預金の払出しが迅速に行われない場合があること（第32項）。  
口座維持手数料 （第43項）。 

取引明細書は、オンライン取引にアクセスして閲覧。明細書の発行はお客さまのお申し込みがあった場合に限る（第54項および第55項）。

外貨預金に伴う元本割れのリスク、為替変動リスクおよび為替手数料。

外貨現金取引にかかる手数料。

取得された個人情報および特定個人情報の利用目的（プライバシー・ポリシー、第1項および第8項）。

5 - マイナンバー（個人番号）の提示
預金口座開設及び海外送金に際し、個人番号の提示が必要であること。

100万円以下        1千万円以上100万円以上 から500万円未満         500万円以上から1千万円未満          

下記の通貨の口座の開設を依頼いたします。

お名前

フリガナ

外貨預金 （すでに円預金口座をお持ちの方のみ）円預金および外貨預金

裏面も必ずご覧ください

注：キャッシュカード、レミッタンスカード及びセキュリティカードに記載されるお名前は上記の通りになります。アルファベット２６文字以上の場合は、ミドルネームを省略し、頭文字だけを表記します。

個人用

黒または青のボールペンを用いて記入ください。
次の書類を添付してください。　a) 有効期限内の最新本人確認書類の両面コピー　b) マイナンバー確認書類

ブラジル銀行在日支店 御中

「普通預金口座についての説明事項確認表」　（説明を受けた各項目に記入） 

2 - 預金口座 (Conta Poupança-Ouro) 規定
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お客さまの居住地国に変更があった場合には変更日から3ヶ月以内に当行に届け出る必要であること（第10項）。



ご署名ください

銀行使用欄

反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意

私は、次の①のいずれかに該当し、もしくは②のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明•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、私名義の取引が停止され、または通知によりこの普通預金口座が解約されても異議を申しません。なお、これにより私に
損害が生じた場合でも、貴行に損害賠償請求することはせず、いっさい私の責任といたします。また、これにより貴行に損害を生じさせた場合
には、その損害額をお支払いいたします。

① 私は、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、または次の各号のい
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。
i)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;　ii)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;　iii) 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加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; 　iv) 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;　v) 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 私は、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
i) 暴力的な要求行為;　ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為;　iii) 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;　iv) 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;　v) その他ⅰ)からⅳ)に準ずる行為。

お申込日（日/月/年）

私は、貴行へ提示した本人確認書類が本物であり、かつ本申込書へ記載した内容が真実に相違ないことを証明いたします。

また以下 1 から 7 までの各項目に記載されている留意事項及び規定集や各種書面を読み、十分理解し、内容に同意のうえ、本依頼書に署名いたし
ます。 
1) 上記に記載されている反社会的勢力ではないことの表明・確約。
2) ブラジル銀行在日支店「取引規定集（個人）」の記載内容。
3) 本依頼書に記入した個人情報は、ブラジル銀行在日支店のプライバシーポリシーに定められている範囲で利用され取り扱われること。
4) 12ヶ月間取引がない口座については、利用が一時的に停止され、当該口座に残高がない場合は口座が解約されること。
5) 口座の月間平均残高が US$1,000.00 相当額未満の場合、当該口座から口座維持手数料として翌月に100円が引き落とされること。（口座開設日より
一ヵ月間は免除されます）。

6) 外貨普通預金口座の開設依頼の場合、「外貨普通預金 契約締結前交付書面（兼外貨預金等書面）」および「外貨普通預金についてよくあるご質問
－個人のお客さま」の記載内容。

7）  米国政府及び日本政府からの要請により、貴行が、私が外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）上の報告対象として以下の①、②又は ③に
該当する場合（該当する可能性があると貴行が判断する場合を含む。）、米国税務当局における課税執行のため、私の情報（氏名／名称所在
地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報。）を米国税務当局に提供すること
があること。

 ①　米国における課税対象となる自然人、法人又はその他の組織
 ②　米国における課税対象となる自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織（金融機関を除く）
 ③　FATCAの枠組みに参加していない金融機関（米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く）

私はFATCAで定義されるところの米国人（米国市民又は米国居住者である個人など）です。
上記に該当する場合は、以下に署名すると共に、お客様の納税番号を記入してください。

ご署名 お客様の米国納税者番号

FATCAに係る自己宣誓

M
O

D
.1

3/
11

J 
V.

Ju
n1

9

署名届と同一のご署名をしてください



顧客登録兼届出書
個人用

入社（月/年）

ブラジル銀行在日支店 御中

住所の所在地国 居住地国 （所得税の申告義務がある国  -  日本又は外国の国名）

郵便番号

電話番号（自宅） 電話番号（携帯）

国籍

性別

男性 女性

職業

退職された方・年金受給者

賃貸 家族所有 自己所有(ローン有) 自己所有(ローン無)

学生会社員

契約社員・派遣社員・パート・アルバイト 無職の方

自営業・個人事業主

公務員

主婦

メールアドレス

ブラジル銀行在日支店からのe-mailおよびショートメール(SMS)での情報配信を希望しません

居住形態 居住開始(月/年)

父の氏名

現在の勤務先（名称）

母の氏名

職種・役職 月収（円）

金融資産

100万円未満 100万円以上500万円未満 500万円以上1,000万円未満 1,000万円以上

利用目的（複数選択可）

口座開設および預金（生計費決済）

口座開設および預金(事業費決済)

口座開設および預金（給与受取・年金受取）

口座開設および預金（貯蓄・投資）

海外送金・海外被仕向け送金

外国為替取引・両替

代表者等（代理人）の登録

外国銀行代理業務
（ブラジル国内のブラジル銀行口座からのお引出し）

その他
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お名前

フリガナ

住所 

フリガナ

フリガナフリガナ

フリガナ

フリガナ

住所 (つづき） 

言語 (郵送物の言語を一つご選択ください）

スペイン語ポルトガル語 英語日本語

最終給与月（月/年）

出生国 生年月日（日/月/年）

黒または青のボールペンを用い、枠内をご記入ください。また、該当する欄に”レ点”をご記入ください。有効期限内の身分証明書の両面コピーを添付お願いします。

注： 口座開設または海外送金を送受信する場合は、マイナンバーが記載されている書類のコピーを添付してください。

婚姻

既婚未婚 その他

裏面も必ずご覧ください

居住地国が住所の所在する国と異なる場合はその理由をご記入ください

住所所在地国と働いている国が違う住所所在地国に外交官として赴任 その他：

居住地国（外国に限る）における納税者番号（例: CPF, TIN, RUC等）

付与されていない 法令で第三者への提供が禁止されている

御行との取引に関し、以下の通り、ブラジル銀行在日支店取引規程集（個人）、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税及び地方税法の特例等に関する法律第10条の5第1項前段
の規定に基づき届出を行うとともに、私に関する情報の登録を依頼いたします。

日 月 年



1-1

1-2

1-3

1-4

1-8

1-7

1-6

1-5

2-2 2-1

AgênciaCódigo MCJ

Nome da pessoa que está sendo representada (no caso de cadastro de representante)

Conta nr. Remetente nr.

Data do processamentoObservação Funcionário responsável Comissionado responsável

2-4 2-42-4 2-4

2-3

2-5

2-3 2-3

外国PEPsに係る申告書　　個人

私は「外国PEPs」に該当します。 はい

いいえ

「はい」と答えた方は、下記のいずれかに該当するかお答えください。

1 - 以下の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する方または過去にこれらの者であった方

2 - 上記１に掲げる者又はその家族（配偶者、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および子）（下図をご覧ください。）

3 -  役職名及び国名をご記入ください。
公的地位の役職名 公的地位にある（あった）国名

日付（日/月/年）

ご署名ください
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銀行使用欄

国家元首

我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職

予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

中央銀行の役員

我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職

我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職

我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職

我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職

署名届と同一のご署名をしてください

父 母

  配偶者

子

父 母

子子

兄弟姉妹

外国PEPsとは外国の政府等において重要な地位にある方（PEP）、並びに、過去に外国の政府等において重要な地位にあった方（PEP）、またはその方の下
記に掲げる家族。

下記1、2、3の項目および日付・署名欄にご記入ください。

下記の日付と署名欄にご記入ください。 

PEP - 外国の公的地位(第１項)に
ある方およびあった方

本届出書に記入した個人情報は、ブラジル銀行在日支店のプライバシーポリシーに則り利用されることに同意します。

本届出書の情報が正しいことを誓います。また、居住地国に変更があった場合は、変更日から３ヶ月以内にお客さま情報変更届出書により申告します。



お名前ご本人自署（捺印不要）

ご署名届
個人用

ご署名（２箇所ともご署名ください） ご署名（２箇所ともご署名ください）

銀行使用欄

First Name (名)Last Name (姓)

お申込日 (日/月/年)

フリガナ

姓 名

ローマ字（活字体）

MOD. 06/31J V.AGO14/001

Código MCJ Agência Conta nr. Remetente nr.

Funcionário responsável Comissionado responsável
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