
定期預金 お申込み手続きについて

この度はオーストラリア・ニュージーランド銀行でのお口座開設をお申込み頂き 

誠にありがとうございます。

口座開設にあたり大変お手数でございますが下記書類のご郵送をお願い申し上げます。

・外貨預金を申し込み希望の方は必ず次頁の「外貨預金についての一般的なご注意」もご参照ください。

□ 共通署名印鑑届

□ 当座預金申込書兼契約締結時交付書面

□ 運用相談シート(個人用)

□ 個人自己宣誓書兼届出書

□ 預金申込書 ※1

□ 申込書なし電話取引念書兼本人確認項目登録依頼書(個人用) ☆

□ マイナンバー登録依頼書 ☆

□ マイナンバー番号確認書類 ☆ ※詳細はマイナンバー登録依頼書の次頁を参照ください

□ 振込先口座登録届 ☆

□ 本人確認書類  ※詳細は郵送いたします「本人確認書類のご案内」を参照ください

☆マークの書類は任意となります、用途等に関するご不明点は当行へお問い合わせください。

※1 電話でのお取引の際も本書類のお客様確認事項欄をお読み頂きご理解の上お申し込みください。

【今後のお手続き手順】

① まずは当行にご連絡ください。当行より、商品説明書等を郵送にて送付いたします。

② 上記必要書類を当行へご郵送ください。

③ 書類到着後に当行よりご連絡いたします。

④ 当行の指定口座へご入金ください。(振込手数料はお客様のご負担となります）※2

⑤ 振込完了後に預金者ご本人様よりお電話にて当行宛にご連絡ください。

⑥ 入金確認後、預金申込書またはお電話による申し込みにて預金作成いたします。※3

⑦ 預金開始の翌営業日に預金証書を登録住所宛に普通郵便で発送いたします。

※2 振込先については次頁に記載がございます。

※3 当日の預金作成は午後 3 時まででございます。

・郵送での口座開設は、当行より【本人限定郵便】にて文書を送付いたします。

・外貨をご入金の場合は送金方法が異なるため、あらかじめ当行にご連絡ください。



オーストラリア・ニュージーランド銀行
Australia and New Zealand Banking Group Limited  ABN 11 005 357 522
[商号]オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド（銀行）［登録金融機関］関東財務局長（登金）第 622号［加入協会］一般社団法人全国銀行協会・日本証券業協会 

東  京  支  店 〒100-6333東京都千代田区丸の内ニ丁目 4番 1号 丸の内ビルディング 33階  

TEL.03-6212-7777 
大  阪  支  店 〒530-0001大阪市北区梅田ニ丁目 2番 2号 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー17階 

TEL.06-6456-1231

082021

【振込先銀行口座一覧 東京支店】

【日本円のお振込先】 

銀行名 みずほ銀行 

支店名 東京中央支店 

預金種別 当座預金 

口座番号 1284 

受取人名義 オーストラリア・ニュージーランド銀行東京支店

受取人住所 東京都千代田区丸の内ニ丁目 4 番 1 号丸の内ビルディング 33 階 

振込依頼人 ご預金者さまのお名前 

【外貨のお振込先】 

受取銀行名 Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 

受取支店名 Tokyo Branch 

受取銀行住所 33F, 2-4-1 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo 100-6333 Japan 

銀行支店番号 0485-001 

SWIFT CODE ANZBJPJX 

受取人口座番号 〇〇〇〇〇〇( ←当行での口座番号 6 桁) 

受取人口座名義 ご預金者さまのお名前 

ogawaa
Text Box
S-HP-202112



・共通署名印鑑届
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ご記入日 20　　年　 月　 日

届出印鑑または届出サイン
性 別

生年月日

年　　 月　　 日
西暦

□給与
□利子・配当
□その他

□事業収入
□年金
□なし

□不動産収入□貯蓄／資産運用
□融資
□外国為替取引（海外送金）
□その他（ ）

１ 民間企業･団体の職員　 ２ 民間企業･団体の役員　 ３ 官公庁職員　 ４ 官公庁管理職　 ５ 教職員　 ６ 開業医　 ７ 勤務医
８ 弁護士･公認会計士･税理士　 ９ 自営（　　　　　　　　　　）　10 無職　 11 主婦　 12 その他（ 　）

□紹介
□ダイレクトメール
□新聞広告
□当行職員の案内・勧誘
□当行ホームページ、インターネット
□海外資金の取り寄せ
□その他（ ）

□使途の確定していない
余裕資金の運用

□使途の確定した資金の運用
具体的に

（ ）

□円の元本保証

□利子・配当等､安定的な収入重視

□前記と併せ、値上がり益も追求

□値上がり益を重視

□大幅な値上がり益を重視

□短期的（1年未満）に投資したい

□中期的（1年～5年）に投資したい

□長期的（5年～）に投資したい

部　署　名 役　職

銀行使用欄

Allow Foreign Currency Trade

JWMS入力担当RM Verify

MKG OPS

運用相談シート（個人用）

お客様の情報は当行の「顧客情報保護に対する基本方針（プライバシーポリシー）」に従って、適切に管理されています。

●お客様の投資目的・方針に合った適切なアドバイスをさせていただくため、下記の項目についてお考え等をお聞かせください。
●適合性の原則等から当行の判断により、お取引出来ない場合があります。ご了承ください。

※各項目ごとに主たるもの１つにチェックをお付けください。

❹主な収入形態 ❻投資目的

❻投資目的により判定

❼投資期間

❽資金性格

❶取引目的

❷預入れ予定額･年収･金融資産

❸取引動機

❺投資のご経験

ご本人のご職業を選択してください。

氏 名（自 署）

フリガナ

フリガナ

お勤め先

Australia and New Zealand Banking Group Limited   ABN 11 005 357 522
D122021 0013-2

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

なし １年
未満

３年
未満

５年
未満

５年
以上

株式

投資適格債券

投機的格付債券（ハイイールド債券）

投資信託／ETFs

為替相場条件付仕組商品

株式相場条件付仕組商品

外貨預金

その他（仕組商品、FX取引、デリバティブ、金など）

□ □ □ □ □ □
□□ □ □ □ □ □
□□ □ □ □ □ □

５百
万円
未満

１千
万円
未満

３千
万円
未満

５千
万円
未満

１億
円
未満

１億
円
以上

印鑑照合

口座番号

書類受付日

なし

預入れ予定額 □
年収
金融資産

男 女

JWMS
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INDIVIDUAL SELF-CERTIFICATION (for Automatic Exchange of Information)
個人自己宣誓書兼届出書 (自動的情報交換制度用)

Tax regulations require ANZ and its Controlled Entities (“ANZ”) to collect a Self-Certification that includes your tax residence(s). ANZ may be required to 
provide your information to relevant tax authorities (including where you do not provide a valid Self-Certification).
税規制に従い、ANZ およびその被支配事業体（以下「ANZ」）はお客様の税務居住地情報を含む自己宣誓書兼届出書（以下「自己宣誓書」）
の収集が義務付けられています。ANZは関連税務当局（お客様が有効な自己宣誓書を提出されていない場所の税務当局を含みます）に対し、お客
様の情報を提供する義務を負うことがあります。
Automatic Exchange of Information may include the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), and the Common Reporting Standard (CRS).
自動的情報交換制度には、外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）および共通報告基準（CRS）が含まれる場合があります。
1. Complete this Self-Certification if you are: an Individual Account Holder, Sole Trader or Sole Proprietor. For joint or multiple Account Holders each 

Individual Account Holder must complete a separate Self-Certification.
 以下のいずれかに該当する場合は、本自己宣誓書にご記入ください。個人口座名義人、個人商店または個人事業者。共同口座名義人または複数口
座名義人の場合は、すべての名義人がそれぞれの口座ごとに自己宣誓書を作成する必要があります。

2. Refer to the country specific terms/information at www.anz.com/aeoi  各国における詳細な条件／情報は、www.anz.com/aeoi をご参照ください。
3. You should obtain, tax/legal/other professional advice (if required) before you complete this Self-Certification and sign Section 3.
本自己宣誓書に記入及び署名される前に、税/法律/その他の専門家に必要に応じて相談されることをお勧めいたします。

Section 1:  Account Holder Details  第１条：お届出内容
1.1  Full Name  お名前

Surname
姓

First or Given Name(s)
名

1.3  Date of Birth   生年月日
（日） （月） （年）

Y Y Y YD D M M

1.2  Residence Address (Do not provide a PO Box or in-care-of Address)  居住地住所（私書箱、気付け住所は不可）
Address Line 1
住所1行目

Address Line 2
住所2行目

Address Line 3
住所3行目

Address Line 4
住所4行目

Postal Code/Zip Code
郵便番号

Country
国

Section 3:  Declarations and Signature  第３条：宣言および署名
I certify that  私は以下の内容を宣誓します:
1. I am the Account Holder and/or authorised to sign/disclose for the Account Holder.  私は口座名義人、または口座名義人の代理人です。
2. I have consulted an independent advisor where necessary and acknowledge that ANZ has not provided any advice.  私は必要に応じて独立した
専門家に相談しており、ANZ からはいかなる助言も受けていません。

3. I will notify ANZ of changes to any information (including TIN changes) within 30 days of the change occurring and, where required, will provide ANZ
with a new Self-Certification.  情報内容に何らかの変更があった場合（納税者番号の変更等を含む）は、変更時から30日以内に ANZ に通達し、
必要な場合は ANZ に新たな自己宣誓書を提出します。

4. I have attached all relevant documents (eg. Power of Attorney).  私はすべての関連書類（例. 委任状）を添付しています。
5. I have provided true, correct and complete information.  私は真実で正確かつ完全な情報を提出しています。
6. I will provide ANZ with any additional information and/or documentation as requested.  私は要求に応じて ANZ に追加情報または追加書類
（あるいはその両方）を提出します。

7. I understand that provision of false, inaccurate or incomplete information may constitute an offence(s) and penalties may apply.  私は、不実な、
不正確な、または不完全な情報の提出は法律違反行為となり、刑罰の適用を受ける場合があることを理解しています。

Name
氏名

(Please print first name and surname 
ご氏名を楷書でご記入ください)

Date
記入日

（日） （月） （年）
Y Y Y YD D M M

Section 2:  Account Holder Tax Residence(s)  第２条：口座名義人税務居住地

2.1  I confirm  以下の内容に相違ありません:
(Please note, US Citizens are considered to be Tax Residents of the US.  注意：米国市民は米国の税務居住者であると見做されます。)

a) I am only Tax Resident in the country of account opening  私の税務居住地は口座を開設した国のみです

b) I have included below all countries in which I am Tax Resident (other than the country of account opening).
私の口座開設国を除くすべての税務居住地は以下の通りです。

OR  または

Country of Tax Residence  
(Do not include country of account opening) 

税務居住国
(口座開設国以外)

Taxpayer Identification Number (TIN)
(or country equivalent)

納税者番号（TIN） (または当該国にて
納税者番号に相当するもの)

Explanation
(If Reason Code is Z)

説明
(理由コードが Z である場合)

Reason Code
(if TIN not provided)
理由コード(納税者
番号を提出されない場合)

C –TIN Applied For (I have applied for a TIN and will inform you upon receipt) 
       納税者番号を申請中（口座名義人は現在納税者番号を申請中であり、受理時に通知します） 
Z –TIN Unobtainable (I am unable to obtain a TIN) Please provide explanation.
       納税者番号の取得が不可能（口座名義人は納税者番号を取得できない） その理由をご記入ください。

A – TIN Not Issued (The Country does not issue TINs) 
       納税者番号が発行されていない (当該国は納税者番号を発行していない) 
B – TIN Not Required (The Country does not require collection of a TIN)
       納税者番号は不要である（当該国は納税者番号の徴収をしていない）

Reason codes 
理由コード:

Registered 
Signature/Seal
届出印鑑または
届出サイン

S-HP-202112



オーストラリア・ニュージーランド銀行　御中

お客様へ 太い枠内 を漏れなく記入・選択してください。

（自　署）

預金者氏名

届出印鑑
または
届出サイン

フリガナ

Name

ご記入日 20

口座番号

年    月 日

2021.12 0041Australia and New Zealand Banking Group Limited   ABN 11 005 357 522

※申込書類等は返却いたしません。

預
初めてお申込の方用
 金 申 込 書 D e p o s i t  A p p l i c a t i o n

□ AUD オーストラリアドル

□ NZD ニュージーランドドル 

□ USD アメリカドル 

□ GBP イギリスポンド 

□ EUR ユーロ 

□ CAD カナダドル

□ JPY 日本円

預入れ通貨 CCY

預金申込内容※ご希望項目の□に　 印してください。

預金金額 Amount

※金額頭部に￥・AUD・NZD等をつけてご記入ください。

もしくは
円
相当

ドル
ユーロ
ポンド

FCY
外 貨

¥

@
TP by為替相場

 FX Rate
※為替相場には銀行手数料が含まれています。
年率金利
Int. Rate %p.a.

預入れ期間 Term

□1ヵ月    定期預金
□2ヵ月
□3ヵ月
□6ヵ月
□12ヵ月
□2年
□3年

取扱いはA U Dと
NZDのみ中途解約
一切不可利息は年
1回円支払

20

20

20

日 Day Month Year月 西暦

預金締結日 Open

預金開始日 Start

預金満期日 Maturity

満期時継続方法の指示 Maturity Instruction
※ご記入無き場合は元利継続と致します。

□元利継続（複利継続）Roll Principal With The Interest
□元金のみ継続、利息は円で受取る
Roll Principal Only And Receive The Interest Payment In JPY

者認確時  日　　認  確  終  最欄用使行銀
○非対面

日　付 時　間

○電話

実行日書類受付日 ○対面

連絡日 ○対面
Prepared  Checked

 / 　　　/　
 / 　　　/　 Prepared  Checked

利子税率 

 / 　　　/　

○20.315% ○15.315% ○ %理由

Log

お預入れ方法 FUND RECEIVED BY
□ 　　円銀行振込 BANK TRANSFER IN JPY
□ 当行預金からの振替 （当座/定期/     , 概算金額または預金番号　  ）

□ 外貨送金 REMITTANCE IN FCY
 （通貨：AUD/NZD/USD/ 　,概算金額：　  ）

印鑑照合欄

A N Z外貨預金為替リスク等に関する確認書
為替変動のリスクを伴い、外貨預金の引き出し時の円換算率（相場）は日々の為替相場によって変動すること。従って外貨建ての
表面金利と円換算した利回りは一致しないこと。また、受取円価額が預け入れ時の円価額を下回り、元本割れすることもあること。
定期預金は継続ごとに、市場金利の変動により適用金利が変動すること。
本預金は預金保険機構による保護の対象ではないこと。
外貨による預け入れ、および払戻しには貴行所定の手数料がかかること。
やむを得ず本預金を満期前に中途解約、条件変更する場合はそれにかかる全ての経費を預金者が負担しなければならないこと。

1.

2.
3.
4.
5.

反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意

確認印（届出印鑑またはサイン）

私（本預金口座の名義人）は､次の①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､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､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。
　Ａ 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　　Ｂ 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　
　　Ｃ 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　　Ｄ 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　　Ｅ 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 私または保証人は､自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いた
　　します｡　　Ａ 暴力的な要求行為　　Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為　　Ｃ 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　　Ｄ 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　　Ｅ その他前各号に準ずる行為　　以 上　　

お客様確認事項
私/当社は貴行との外貨預金等（以下、本預金といいま
す｡）取引にあたり『定期/通知預金取引約定』および
『郵便、ファクシミリおよび電話取扱約定(預金)』に同
意し下記の通り申し込みます。
また私/当社は最新の商品説明書を受領し、それにより
貴行より本預金取引の内容、商品の特性、条件、諸手
数料およびリスク等について説明をうけており、自己
の判断と計算および責任において本預金取引を行うこ
とを確認しました。

なお､本申込書を提出後､弊行が同意/承諾することにより契約が成立するものとします。

私/当社は右記の確認事項について了承したうえ署名/捺印し､本取引を申し込みます。

＜円定期の場合：復活該当  Y  /  N  「既存顧客登録シート」添付要＞ S-HP-202112 
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（自署）
氏名

届出印鑑
または
届出サイン

ご記入日 年　　　月　　　日

口座番号

私/当社は貴行からの預金払戻し、預金利息の受け取り等、私/当社宛の
全ての日本円の受取口座を右記に届け出ます。

貯蓄

店名フリガナ

預金科目 口座番号 ＊右詰めでご記入ください。

金融機関名（日本国内に限る）

振込先口座登録届（円）
オーストラリア・ニュージーランド銀行　御中

銀行使用欄
印鑑照合

NEW AMEND RECEIVED DATE

MKG OPS

IN AU

フリガナ

当座

普通

信用金庫

信託銀行

銀 行

支 店
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