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振込口座登録申請書 
(PAYEE INFORMATION FORM) 

 

お取引先様各位、 
 

この申請書は、以下の場合に提出をお願いします。 

1.新規取引を開始する場合、あるいは長い中断期間後に取引を再開する場合。 

2.既に登録済みの情報を変更される場合。 
 

弊社は、個人のプライバシーを尊重し、保護することに努めています。弊社の個人情報の取り扱いについての詳細は、

www.intel.com/privacy をご参照ください。 
 
 

1. この申請書は電子メールに添付して返送しないで下さい。 

2. 別途 intel.sup.info@intel.com からアップロード先ＵＲＬ並びにパスワード（OTP ワンタイムパスワード)をお知らせするの

で、必ずそちらへアップロードしてください。 

3. 本手続きに関連して global.bank.verification@intel.com から質問を送付することがあるので回答をお願いします。 
 
 
 
 
  この申請書は MS WORD のレターサイズに最適化されております(21.59 cm x 27.94 cm ou 8.5" x 11") 

Section 1: 登録会社名称と税務情報 (Legal name and Tax information) 
御社名の英語表記とは御社で定めたもの、英語表記で登記された社名、御社ホームページ等で一貫して継続的に使用しているもの等のことです。もし、英語表

記が無いということであれば、恐れ入りますが、御社法務、総務部門等と相談して作成して頂く様お願い申し上げます。 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 御社名「英語表記」: 

- Legal Name (English) . 

 

       

 
* 御社名「漢字表記」: 

- Legal Name (Japanese).. 

      

 
 
 
 
 

 すでに登録済みの会社名を変更する場合は、登録済みの会社名称を下記へご記入ください。 
If you intend to update the company names already registered, please provide the details below  

 登録会社名称「英語表記」: 
- Former Legal Name (English) . 

       

   
 登録会社名称「漢字表記」: 

- Former Legal Name (Japanese) . 
       

   
 
 
 

 会社名変更事由「下記より選択してください」  
Reason for Name Change (Please select) 注記：“別の事由”をご選択になられた場合、会社名変更の理由をご記入ください。 

  買収  併合 
      - Merger 
       

 別の事由:        

       - Bought out       - Other reason  Note: Please state the reason for the name change if “Other Reason” option is selected.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* この印が付いた箇所は必須入力項目です。 
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* この印が付いた箇所は必須入力項目です。 

  Section 2: 住所 (Address information) 
 • 注記：“経理担当”住所が“注文受付”住所と異なる場合、“経理担当”住所もご記入ください。 

Note: If the “Remit to” address is different than the “Order From” please include it. 

 * 注文受付「Address (Order From) 」 
「弊社から注文書を交付する場合の交付先住所」 

 経理担当「Remit to Address (if different) 」 
「銀行口座情報に関する問い合わせ先住所」 

住所 (Address):  
「英語表記」  
「番地・建物名、 

市区町村」 

          

   
都道府県「英語表記」: 

- Prefecture . 
              

     
      国名 (Country): JAPAN          

      郵便番号「英語表記」: 
- Postal Code . 

              

     
            

 
 

 
 
 
 
 

* この印が付いた箇所は必須入力項目です。 

  Section 3: 連絡先 (Contact information) 
  • 注記：営業担当者様と経理担当者様の連絡先をご記入ください。 

  • Note: Please specify your Sales Representative contact and the appropriate contact to address Billing and Payment questions.  

営業担当者様 (Sales Representative) 「英語表記」 * 経理担当者様「英語表記」(Finance Representative)  

   「銀行口座情報に関する問い合わせ先住所」 

              

     電話 (Telephone):          電話 (Telephone):         

       
ファックス (Fax):          ファックス (Fax):         

         メールアドレス :    
                   (Email) 

       メールアドレス :    
                   (Email) 
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* この印が付いた箇所は必須入力項目です。 

  Section 4: 銀行口座情報 (Bank information) 
• 重要: 間違った口座情報をお知らせ頂くと送金が出来ません。今一度ご確認頂き、必ず最新の口座情報をお知らせください。  

• Reminder: Please maintain this information up-to date in our record in order to avoid payment rejections. 

        * 銀行名「英語表記」(Bank Name)   * 支払通貨 (Bank Account Currency) 
                                  支払通貨 2  
         * 国名「英語表記」: 

- Bank Country 
          注記 (Note)：       

           インテル担当者と合意した支払通貨（JPY, USD 等)を選択・記入して

ください。支払通貨が二つの場合はそれぞれ支払通貨びに支払通貨

２に選択・記入してください。If the account is Multicurrency or if the 

currency is not listed in the dropdown list, please include other currencies 
accepted in the second field. 
 
 

      
* 口座名義「英語表記」ᴥ (Bank Account Holder Name English)    
               

       * SWIFT コード: 
- Bank SWIFT Code 

                        

       * 口座名義「漢字表記」ᴥ (Bank Account Holder Name Japanese)      

        * 銀行コード: 
- Bank Code . 

      * 銀行支店コード: 
- Branch Code . 

      

      

      * 口座名義「フリガナ表記」(Account Holder Name Japanese Furigana) 

 

 

 * 口座番号  

                

   - Bank Account Number     

 ᴥ もしも口座名義が御社名と全く異なる場合は理由を英語で説明願いま

す。但し、御社名の後に部門名・個人名等が入る様な場 合は不要です。 
 * 預金種別「下記より選択してください」   

   - Bank Account Type (Please Select)   

         普通 (Futsuu/Savings or Ordinary) 

 

 

   当座 (Touza/Checking) 

 

 

 -Note: If the bank account holder name doesn’t appear in Section 1, please explain here 
(or in a scanned and signed letter) the reason for it. This doesn’t apply if the name is 
composed by the company name followed by division’s name or person’s name. 

       

      

          

* この印が付いた箇所は必須入力項目です。 

  Section 5: 承認 (Authorization) 
•宣言: 私は、このドキュメントで提供した情報が正確で間違いがなく、第４節に記載された情報を使用しインテル担当部門より支払いを開始することを承認し

ます。• Statement: I certify that the information provided in this document is correct and accurate, and authorize Intel’s Accounts Payable Department to initiate payments 

using the bank details provided in this form Section 4. 
 

* 担当者名「英語表記」(Authorized Individual Name)  

        サイン (Authorized Signature)  

      
 役職「英語表記」

(Title/Position) 
    

               

    サインあるいは印鑑のどちらか一方, 両方は不要  
* 日付 (Date)    

 Click here to enter a date. 
 

  印鑑「社名の入った印鑑」 

 

 

  

 
  Company Stamp 

 
 

      

• 免責条項: インテルは、このドキュメントの内容の正確性、完全性について、

なんら保証するものではありません。  

• Disclaimer: Intel makes no representations, warranties or assurances of any kind 
about the accuracy or completeness of the information provided in this document. 

 

 

 注記：日付はクリック後に

現れるカレンダーから選んで

ください。 

 11 桁の場合、最

後の 3 桁は省いて

頂いて結構です。 


