全てアルファベットでご記入下さい。身分証明書のコピーを添付して下さい。

メトロ送金カード(EPRC)申込書
(Easy Postal Remit Card Application Form)
送金依頼人 (姓 / 名 / Middle Name):

PIN(登録番号):

E-mail アドレス:

@

お申込日: (月/日/年)
計算書のE-mailによる受取

数字の 0（ゼロ）は 0 と、英字の O（オー）は Ō（O 上の棒線）とご記入ください。

（ご利用規定の18をご参照）

数字の 1（ イチ）、英字の l （エル）と I（アイ）は丁寧にご記入ください。

☐はい・☐いいえ

数字の 2（ニ）、英字の Z（ゼット）、記号_（アンダーバー）と－（ハイフン）は丁寧にご記入ください。

下記の受取人向けのメトロ送金カードの発行を依頼します:
番号

Beneficiary Name(受取人名)

登録済み受渡方法

銀行使用欄

☐ 口座入金

☐ 銀行窓口

☐ キャッシュピックアップ

MBTC-0

☐ 口座入金

☐ 銀行窓口

☐ キャッシュピックアップ

MBTC-0

☐ 口座入金

☐ 銀行窓口

☐ キャッシュピックアップ

MBTC-0

EPRC No.

私は、本サービスの取引条件を理解・確認し、以下の通り、署名または捺印の上、メトロ送金カードを申し込みます。また、本利用規定並びに外国送金規定遵守することを約します。

印刷後に署名・捺印をお願いします。
日付

ご署名/ご捺印

HOMEPAGE

メトロ送金カードサービス ご利用規定

メトロ送金カードサービス(以下、「本サービス」）は、ゆうちょ銀行を通じたお客様の送金に基づき、メトロポリタン銀行在日支店(以下、「当行」）が提供するフィリピ
ン向け外国送金サービスです。本サービスは、外国送金規定とメトロ送金カードサービスご利用規定(以下、「本利用規定」)に基づき提供されます。
外国送金規定と本利用規定に齟齬のある場合は、本利用規定が優先します。また、本利用規定の日本語版と英語版に齟齬がある場合は、日本語版が優先します。なお、本サ
ービスのご利用は個人のお客様に限ります。
1. メトロ送金カード（振替払込専用カード（以下、「本カード」）は、当行の依頼によりゆうちょ銀行が発行しています。お客様は、本カードでフィリピン向け送
金用の資金をゆうちょ銀行から当行へ払い込みます。本カードは、ゆうちょ銀行のＡＴＭでのみ使用可能です。
2. 当行で海外送金の登録を完了されたお客様のみが本カードの申し込みを行なうことができます。
3. 登録済の受取人様についてのみ、本カードの申し込みが可能です。
4. 本カードは、最大 5 名の受取人様まで発行可能です（お客さま一人につき最大 5 枚まで発行可能です）。
5. 本サービスをご利用頂く受取人様お一人様について各 1 枚のカードが発行されます。当行に海外送金の登録をされているご本人（お客様）のみが本カードを使用
することができます。本カードの第三者への譲渡はできません。
6. 本カードは、当行での受付処理が完了後、書留郵便／普通郵便にて登録されたご住所に送付いたします。
7. 本サービスでは、メトロバンクのペソ口座、メトロバンクのフィリピンの支店での店頭受取（ペソ）、フィリピンの他行ペソ口座および提携先（ペソ現金）宛て
の送金が可能です。
8. 受取人様変更に伴う本カードの差し替えは可能ですが、その際は発行済のカードをご返却いただくと共に、所定の手続きが必要となります。
9. 本カードのご利用中止、受取人様の変更、またはカードの再発行につきましては、当行所定の書式に必要事項を記載の上、有効な身分証明書と共に当行にご提出
ください。紛失・破損などを理由とする本カードの再発行につきましては、別途 300 円の手数料をいただきます。但し、不良カードや、本カード利用の受取人様
の変更を理由とする再発行につきましては、無償とします。なお、ご利用を中止されたカード、再発行前にご利用になっていた本カードは全て当行にご返却いた
だきます。
10. 本カード利用に係るゆうちょ銀行の払込手数料はお客様のご負担となります。払込手数料は、ゆうちょ銀行により変更される場合があります。
11. 本カードの ATM での１回あたりのご利用上限額は 100,000 円となります（当行の送金手数料、ゆうちょ銀行の払込手数料を含む）。例えば、100,000 円の本カー
ドによる払込みでは、ゆうちょ銀行の払込手数料 339 円、当行の送金手数料 1,500 円を除いた 98,161 円が海外送金の金額となります。
12. 100,000 円超の払込みの際は、ゆうちょ銀行の窓口でのみのお取り扱いとなり、有効な身分証明書と共に本カードをご提示の上、お手続きください。
13. 複数の振込みを纏めて１回の海外送金処理を行うことはできません。１回のお振込みが都度の送金指図となります。
14. １回の振込みに上限額はありませんが、300,000 円以上のご送金の場合は、送金目的、送金原資、受取人様との関係等の確認のためお客様より当行へのご連絡を
お願いします。1 回あたりのご送金、または月間累計送金額が 1,000,000 円以上のご送金の実行可否については、当行の判断に依るものとします。また、上記確
認に加えて送金目的および送金原資の確認のための資料の提出をお願いすることがあります。
15. ゆうちょ銀行店頭での振込み取消しはお受けできません。当行所定の外国送金取消依頼書を身分証明書と共にご提出ください。当初実行しその後取消しの依頼を
受けた外国送金は、当行が代わり金受領確認後、お客様に諸手数料を差し引き後の金額を返却いたします。
16. お取扱い時間；8:00 – 24:00
注意：受取人様への支払いについては、メトロバンク本支店、他の受取銀行および提携先窓口の営業日や営業時間、金額の上限などの取引条件によって異なりま
す。
17. 送金処理に適用される当日外国為替レート（日本円からフィリピンペソ）は、10:30 頃に当行が定める公表レートとします。一方、10:00 以前の送金処理につき
ましては、別途、早朝外国為替レートを適用いたします。当日および早朝外国為替レートは当行ウェブサイトにて公表いたします。
注意：外国為替レートは市場の動きにより事前通告なしに変更される場合があります。
18. 当行に有効な E-mail アドレスを登録し、本サービスにて送金する場合、Ｅステートメントサービス（送金計算書を E-mail で受け取ることが出来るサービス）の
ご利用を選択することが可能です。お申込み完了後は、書面による送金計算書は郵送されません。お客様の事情により、E-mail での送金計算書が未着となった
場合には、当行ウェブサイトの登録変更ページまたは、当行所定申込書に必要事項を記載の上、有効な身分証明書とともに当行にご提出ください。E-mail アド
レスを再登録した後、送金計算書を再送します。なお、Ｅステートメントサービスをお申込みいただきますと、本サービスにご登録いただいているすべての受取
人様の送金計算書が、E-mail での受け取りとなります。また、当行からの広告、金融商品及びサービスなどに関するご案内の E-mail が送信される場合がありま
すのでご了承下さい。
19. 当行は、以下の理由により送金処理を行わない権利を留保する他、当行の判断で本サービスの利用を中止または停止することができます。
a. お客様が当行規定の必要書類等を充たすことができない場合、または所定の期間内に当行の要求する情報を提供いただけない場合
b. 本サービス利用登録後、90 日以内に登録確認書を受け取らない、または配達できない場合
c. 本サービス利用の濫用、または当行制定の規則を遵守できない場合
d. 以下の事象が発生した場合は、当行は事前通告なしに即刻本サービスの利用を中止、または停止することができます。
i. お客様が本利用規定または外国送金規定に違反した場合；
ii. お客様がメトロバンクに対して有する支払い義務の全部または一部に支払いの遅延があった場合；
iii. お客様に係る支払停止命令、自己破産等の情報を入手した場合；
iv. お客様の相続手続きの開始があった場合；
v. お客様の責により、住所変更等の通知が当行に行われず、お客様の所在が不明となった場合。
20. お客様は、当行への事前連絡により本サービスの利用を中止または停止することができます。本サービスの利用中止・停止は本取引のみに該当し、他の取引には
適用されません。 (例えば、円普通預金・外国送金など）
21. 本カードが、利用目的以外の目的で使用された場合や、本利用規定に従って取扱われなかったことによって生じた損害、およびシステム、端末機器、通信回線、
ソフトウェア（含むコンピュータウィルスやバグ等）の障害等によって生じた損害、ゆうちょ銀行あるいはその他プロバイダーの責に帰すべき事由等で生じた損
害など不可抗力、その他やむを得ない事由があった場合においても、当行はその責めを負いません。
22. 当行は、本サービスの内容（サービス提供時間、手数料、その他）改訂、および本利用規定を変更する権利を留保します。変更する際は、１か月以上の周知期間
を設けることとします。
以上

For Bank’s use only (e.d. May 2018)

Date of Acceptance :

Accepted By:

Issue Date:
OTC –ID Presented
By Mail – ID Attached

Issued By:

Checked By:

Approved By:

Request for updating your registered information
* Please submit with your valid (renewed) Residence Card

お届けの個人情報更新のお願い
・ 有効（更新済）な本人確認書類と一緒にご提出ください。
Please fill out using BLOCK CAPITAL LETTERS
[ 必ずローマ字でご記入ください ]

DATE 日付：

NAME

PIN No.

氏名

PIN番号

MOBILE No.

E-MAIL ADDRESS

携帯番号

Eメールアドレス

FB account

if any（もしあれば）

年

月

日

Please check for apply to E-Statement Service for EPRC/METS

フェイスブック

Ｅステイトメントの申し込みをご希望される場合

OCCUPATION

SOURCE OF FUNDS

職業

送金原資

COMPANY NAME

OFFICE TEL No.

勤務先

勤務先電話番号

してください。

COMPANY ADDRESS
勤務先住所

PURPOSE OF
REMITTANCE
送金目的

ADDRESS
住所

Family Support / Living Expenses
生活費サポート

Personal Savings

Others

自己宛送金

その他

Please note that the latest address indicated on your attached ID will be registerd.
添付頂きましたご本人確認資料に記載のご住所にて、登録させていただきます。

IMPORTANT NOTE:
Please fill out all fields above and mail/email back to us immediately to avoid delay in processing your remitance.
All incomlete documents shall be carefully shredded and disposed 30 days after the date a follow up has been made
by Metrobank.
重要事項：
送金手続きの速やかな実行のため、すべての欄を漏れなくご記入の上ご返送ください。
また、書類に不備が発見され、かつお客様宛てのご連絡がつかないまま30日経過した場合、お申し出はキャンセル扱いとなり、 お預かりし
た書類を破棄（細断処理）させて頂きますことをご了承ください。

* Copy of your Residence Card for Foreign Nationals.
* 本人確認書類のコピー

* Copy of your Residence Card for Foreign Nationals.
* 本人確認書類のコピー

Important Notice on Health Insurance Card: Please mask (cover) the Insurance card number, the Insurer number and QR code itself.
健康保険証についての重要なお願い事項：「記号・番号」、「保険者番号」、および「ＱＲコード」の部分はマスキングを施していただきますようお願い致します。

DATE RECEIVED:

DOC CMPLT BY/DATE

SDN CHECK BY

DATE :

ENCODED BY

CHECKED BY

VERIFIED BY

(ED 20220101)

切り取り線

切り取り線
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101-8795
神 田 局

大 阪 東 局

CUT HERE

行
CUT HERE

切り取り線

CUT HERE

切り取り線

大阪府大阪市中央区安土町二 三
- 十
-三

切り取り線

大阪国際ビルディング三階

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
銀
行
大
阪
出
張
所

行
切り取り線

522

5145
差出有効期間
2023年4月30日まで
（切手不要）

切り取り線

東京都千代田区神田錦町一 十
-九 一
-

切り取り線

東
京
支
店

神田橋パークビルヂング一階

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
銀
行

CUT HERE

CUT HERE

CUT HERE

差出有効期間
2023年9月30日まで
（切手不要）

541-8790

316

4156

CUT HERE

