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差出有効期間
平成31年1月

31日まで

切手を貼らずに

お出しください。

保土ヶ谷局

承認

＊＊＊＊

【重要なお知らせ】 個人番号（マイナンバー）のお届けにご協力ください 

2018年1月以降に口座（※海外送金サービスと同時口座開設を除く）を開設いただきましたお客さま 

お届けいたしましたキャッシュカードの台紙裏面の「個人番号届出書」をキリトリ線で切り取り、番号確認書類を貼付のうえ、 

同封の返信用封筒でご返信ください。※一度お送りいただいた書類はお返しできませんのであらかじめご了承ください。 

お届け方法の詳細は、キャッシュカードの台紙裏面に記載しております。 

キリトリ線で切り
取ってください。 

 2018年1月より、預金口座付番制度が開始されました。 

預金口座付番制度とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等に基づき導入された、 

個人番号と銀行口座を紐づけるための制度です。 

 これを受け当社では、お客さまに個人番号のお届けをお願いしております（お届けは任意です）。 

 お届けいただいた個人番号は預金口座付番事務および法定調書作成事務に利用いたします。 

 当社は、お客さまの個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報を、上記の業務以外の目的で利用いたしません。 

 お客さまによりお届け方法が異なります。下記のお届け方法をご確認ください 

 2018年1月以降に口座（※海外送金サービス契約と同時口座開設を除く）を開設いただきましたお客さま  → 下記 １ 

 2017年12月以前に口座を開設いただきましたお客さま（海外送金サービスのご契約者さまを除きます） → 下記 ２ 

 2017年12月以前に海外送金サービスをご契約いただきましたお客さま   → 下記 ３ 

 

１ 

キャッシュカードの台紙裏面の個人番号届出書を切り取ってください。 

（現住所の記載がある）番号確認書類をご準備ください。 
※番号確認書類のご住所が、宛名面に記載のご住所と一致していることをご確認ください。 

STEP２ 

個人番号カード または 通知カード  

個人番号カードまたは通知カードの両面をコピーのうえ、 
個人番号届出書の所定欄に貼付けてください。 

個人番号 
カードコピー 

通知カード 
コピー 

または 

貼付け 

個人番号の記載のある住民票の写し 

または 

②番号確認書類 

発行から６か月以内の、個人番号の記載がある 
住民票の写しをご準備ください(コピーでも受付可能です)。 
 
※個人番号届出書への貼付けは不要です。 

個人番号 
カードコピー 

通知カード 
コピー 

  個人番号届出書（下記書類貼付済） 

または 

または 個人番号の記載の 
ある住民票の写し 

個人番号届出書と個人番号の記載のある 
住民票の写し 

返信用封筒に【書類貼付済みの個人番号届出書】、または 
【個人番号届出書と個人番号記載のある住民票の写し】を封入し、返送してください。 

※書類 
貼付済 

※書類貼付不要 

STEP３ 

STEP１ 



〒 670-0096 ２０ 　　年　　　月　　　日
兵庫県姫路市西新在家 year      month    day
2丁目6番地97号

○○マンション　△△△室

内坪  莉人  様

個人番号届出書
Individual Number Declaration

株式会社セブン銀行　あて
To Seven Bank,Ltd.

私は、以下の目的のため、個人番号を提供いたします。
I declare the following  Individual Number for following purposes.

・預貯金口座付番に関する事務
　Operation regarding linking Individual Number to Deposit accounts.

・国外送金取引きに関する法定書類作成事務
　Preparation of statutory documents pertaining to overseas remittances and other transactions.

届出する個人番号は、本書と一体をなす添付の個人番号カードまたは通知カードの写し等に記載されている

「個人番号」のとおりです。
The Individual Number to declare is "the Indiviual Number"stated on the attached copy of Individual Card or Notification Card etc

unified with this document.

店番 107 店名 バラ支店

普通預金 口座番号 6461391

「個人番号届出書（本用紙）」と下記①・②のいずれかの書類を返信用封筒に封入のうえ、ご返信ください。

詳しいお届け方法は、同封のチラシをご確認ください。

Please ready one of the two documents below, and enclose it in the reply envelope with this document. For details, please see the leaflet included with this letter.

① 個人番号カードまたは通知カードのコピー（両面）　　　　〔下記貼付欄に貼付けてください〕

Ready a copy of both sides of the N ot i f i cat i on C ar d or copy of both sides of the Indi v i dual  N umber  C ar d, and paste it following space.

② 住民票（個人番号付）の写し　（発行日から６か月以内に作成されたものをご用意ください。） 　　　〔返信用封筒に同封してください〕

Ready a copy of a R es i dence C er t i f i cate w i th Indi v i dual  N umber  that was issued within the last six months, and enclose it with this document in reply envelope.

＜個人番号カード・通知カードのコピー　貼付欄＞
    Paste  the copy of the Notification Card or Individual Number Card.

[制定帳票番号]

東京都千代田区丸の内1-6-1

◎◎ ◎◎ 様

表面
Please paste the copy of front side here

裏面
Please paste the copy of back side here

2017年12月以前に 口座を開設いただきましたお客さま（海外送金サービスのご契約者さまを除きます） 

お送りする書類 ①個人番号届出書      

 ②返信用封筒（白色） 

 ③リーフレット 

ご準備頂く書類 ④番号確認書類（下記のいずれか１点） 

             ・個人番号カードまたは通知カードの両面コピー 

             ・発行日から6か月以内の住民票の写し（個人番号の記載があるもの、コピー可） 
 

上記①と④を②に封入しご送付ください。（一度お送りいただいた書類はお返しできませんので、あらかじめご了承ください） 

お届け方法の詳細はお送りするリーフレットに記載しております。 

２ 

個人番号届出書の記載内容をご確認いただき、日付をご記入ください。 STEP１ 

（現住所の記載がある）番号確認書類をご準備ください。 
※番号確認書類のご住所が、個人番号届出書左上のご住所と一致しているかご確認ください。 

STEP２ 

個人番号カード または 通知カード  

個人番号カードまたは通知カードの両面をコピーのうえ、 
個人番号届出書の所定欄に貼付けてください。 

個人番号 
カードコピー 

通知カード 
コピー 

または 

個人番号の記載のある住民票の写し 

または 

   まずは、お電話にてお問合せください。必要書類をお届けのご住所へお送りいたします。（通話料無料） 

     日本語 0088-21-1189 （受付時間8：00～21：00 年中無休） 

     英語   0120-937-711  

   記載のご住所・おなまえに 

   誤りがないかご確認ください。 
１ 

  ご確認いただきました日付を 

  ご記入ください。 ２ 

〒 940-2021 ２０ 　　年　　　月　　　日
新潟県長岡市宮関 year      month    day
9丁目1番地17号

○○マンション　△△△室

巨島  ここみ  様

個人番号届出書
Individual Number Declaration

株式会社セブン銀行　あて
To Seven Bank,Ltd.

私は、以下の目的のため、個人番号を提供いたします。
I declare the following  Individual Number for following purposes.

・預貯金口座付番に関する事務
　Operation regarding linking Individual Number to Deposit accounts.

・国外送金取引きに関する法定書類作成事務
　Preparation of statutory documents pertaining to overseas remittances and other transactions.

東京都千代田区丸の内1-6-1

◎◎ ◎◎ 様

〒 670-0096 ２０ 　　年　　　月　　　日
兵庫県姫路市西新在家 year      month    day
2丁目6番地97号

○○マンション　△△△室

内坪  莉人  様

個人番号届出書
Individual Number Declaration

株式会社セブン銀行　あて
To Seven Bank,Ltd.

私は、以下の目的のため、個人番号を提供いたします。
I declare the following  Individual Number for following purposes.

・預貯金口座付番に関する事務
　Operation regarding linking Individual Number to Deposit accounts.

・国外送金取引きに関する法定書類作成事務
　Preparation of statutory documents pertaining to overseas remittances and other transactions.

届出する個人番号は、本書と一体をなす添付の個人番号カードまたは通知カードの写し等に記載されている

「個人番号」のとおりです。
The Individual Number to declare is "the Indiviual Number"stated on the attached copy of Individual Card or Notification Card etc

unified with this document.

店番 107 店名 バラ支店

普通預金 口座番号 6461391

「個人番号届出書（本用紙）」と下記①・②のいずれかの書類を返信用封筒に封入のうえ、ご返信ください。

詳しいお届け方法は、同封のチラシをご確認ください。

Please ready one of the two documents below, and enclose it in the reply envelope with this document. For details, please see the leaflet included with this letter.

① 個人番号カードまたは通知カードのコピー（両面）　　　　〔下記貼付欄に貼付けてください〕

Ready a copy of both sides of the N ot i f i cat i on C ar d or copy of both sides of the Indi v i dual  N umber  C ar d, and paste it following space.

② 住民票（個人番号付）の写し　（発行日から６か月以内に作成されたものをご用意ください。） 　　　〔返信用封筒に同封してください〕

Ready a copy of a R es i dence C er t i f i cate w i th Indi v i dual  N umber  that was issued within the last six months, and enclose it with this document in reply envelope.

＜個人番号カード・通知カードのコピー　貼付欄＞
    Paste  the copy of the Notification Card or Individual Number Card.

[制定帳票番号]

東京都千代田区丸の内1-6-1

◎◎ ◎◎ 様

表面
Please paste the copy of front side here

裏面
Please paste the copy of back side here

〒 670-0096 ２０ 　　年　　　月　　　日
兵庫県姫路市西新在家 year      month    day
2丁目6番地97号

○○マンション　△△△室

内坪  莉人  様

個人番号届出書
Individual Number Declaration

株式会社セブン銀行　あて
To Seven Bank,Ltd.

私は、以下の目的のため、個人番号を提供いたします。
I declare the following  Individual Number for following purposes.

・預貯金口座付番に関する事務
　Operation regarding linking Individual Number to Deposit accounts.

・国外送金取引きに関する法定書類作成事務
　Preparation of statutory documents pertaining to overseas remittances and other transactions.

届出する個人番号は、本書と一体をなす添付の個人番号カードまたは通知カードの写し等に記載されている

「個人番号」のとおりです。
The Individual Number to declare is "the Indiviual Number"stated on the attached copy of Individual Card or Notification Card etc

unified with this document.

店番 107 店名 バラ支店

普通預金 口座番号 6461391

「個人番号届出書（本用紙）」と下記①・②のいずれかの書類を返信用封筒に封入のうえ、ご返信ください。

詳しいお届け方法は、同封のチラシをご確認ください。

Please ready one of the two documents below, and enclose it in the reply envelope with this document. For details, please see the leaflet included with this letter.

① 個人番号カードまたは通知カードのコピー（両面）　　　　〔下記貼付欄に貼付けてください〕

Ready a copy of both sides of the N ot i f i cat i on C ar d or copy of both sides of the Indi v i dual  N umber  C ar d, and paste it following space.

② 住民票（個人番号付）の写し　（発行日から６か月以内に作成されたものをご用意ください。） 　　　〔返信用封筒に同封してください〕

Ready a copy of a R es i dence C er t i f i cate w i th Indi v i dual  N umber  that was issued within the last six months, and enclose it with this document in reply envelope.

＜個人番号カード・通知カードのコピー　貼付欄＞
    Paste  the copy of the Notification Card or Individual Number Card.

[制定帳票番号]

東京都千代田区丸の内1-6-1

◎◎ ◎◎ 様

表面
Please paste the copy of front side here

裏面
Please paste the copy of back side here貼付け 

発行から６か月以内の、個人番号の記載がある 
住民票の写しをご準備ください（コピーでも受付可能です）。 
 
※個人番号届出書への貼付けは不要です。 

②番号確認書類 

個人番号 
カードコピー 

通知カード 
コピー 

  個人番号届出書（下記書類貼付済） 

または 
または 個人番号の記載の 

ある住民票の写し 

個人番号届出書と個人番号の記載のある 
住民票の写し 

料金受取人払郵便
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差出有効期間
平成31年1月

31日まで

切手を貼らずに

お出しください。

保土ヶ谷局

承認

＊＊＊＊

返信用封筒に【書類貼付済みの個人番号届出書】、または 
【個人番号届出書と個人番号の記載のある住民票の写し】を封入し、返送してください。 

※書類貼付済 ※書類貼付不要 

STEP３ 

〒 670-0096 ２０ 　　年　　　月　　　日
兵庫県姫路市西新在家 year      month    day
2丁目6番地97号

○○マンション　△△△室

内坪  莉人  様

個人番号届出書
Individual Number Declaration

株式会社セブン銀行　あて
To Seven Bank,Ltd.

私は、以下の目的のため、個人番号を提供いたします。
I declare the following  Individual Number for following purposes.

・預貯金口座付番に関する事務
　Operation regarding linking Individual Number to Deposit accounts.

・国外送金取引きに関する法定書類作成事務
　Preparation of statutory documents pertaining to overseas remittances and other transactions.

届出する個人番号は、本書と一体をなす添付の個人番号カードまたは通知カードの写し等に記載されている

「個人番号」のとおりです。
The Individual Number to declare is "the Indiviual Number"stated on the attached copy of Individual Card or Notification Card etc

unified with this document.

店番 107 店名 バラ支店

普通預金 口座番号 6461391

「個人番号届出書（本用紙）」と下記①・②のいずれかの書類を返信用封筒に封入のうえ、ご返信ください。

詳しいお届け方法は、同封のチラシをご確認ください。

Please ready one of the two documents below, and enclose it in the reply envelope with this document. For details, please see the leaflet included with this letter.

① 個人番号カードまたは通知カードのコピー（両面）　　　　〔下記貼付欄に貼付けてください〕

Ready a copy of both sides of the N ot i f i cat i on C ar d or copy of both sides of the Indi v i dual  N umber  C ar d, and paste it following space.

② 住民票（個人番号付）の写し　（発行日から６か月以内に作成されたものをご用意ください。） 　　　〔返信用封筒に同封してください〕

Ready a copy of a R es i dence C er t i f i cate w i th Indi v i dual  N umber  that was issued within the last six months, and enclose it with this document in reply envelope.

＜個人番号カード・通知カードのコピー　貼付欄＞
    Paste  the copy of the Notification Card or Individual Number Card.

[制定帳票番号]

東京都千代田区丸の内1-6-1

◎◎ ◎◎ 様

表面
Please paste the copy of front side here

裏面
Please paste the copy of back side here



2017年12月以前に 海外送金サービス をご契約いただきましたお客さま ３ 

2018年1月以降 
当社にマイナンバーを 
ご提出のお客さま 

お手続きは不要です。 
 

 2018年1月以降の利用目的の変更（追加）については、当社ホームページの重要なお知らせ 

「海外送金サービスご契約に伴う、個人番号（マイナンバー）に関するご提出書類について」

https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/info/info_mynumber.html 

をご確認ください 

2017年12月以前に 
当社にマイナンバーを 
ご提出のお客さま 

上記    「2017年12月以前に口座を開設いただきましたお客さま（海外送金サービスの 

ご契約者さまを除きます）」に記載のお手続きにて個人番号をお届けいただけます。 

ご不明点は、お電話にてお問合せください。（通話料無料） 

日本語 0088-21-1189 （受付時間8：00～21：00 年中無休） 

                英語  0120-937-711  

個人番号制度（マイナンバー制度）の詳細は、 
内閣府ホームページ（ http://www.cao.go.jp/bangouseido/ ）をご確認ください。 

２ 

預金口座付番に関する個人番号のお届け方法は、 
当社へ個人番号をご提出いただいた年月により異なります。 以下をご確認ください。 

2018年12月31日までに個人番号の確認のお手続きが必要となります！ 

 

 2015年12月以前に海外送金サービスをご契約いただいたお客さまにつきましては、海外送金サービスのご利用にあたって、 

 預金口座付番とは別に、法令に基づく国外送金等取引きに関する法定調書作成事務を目的として、 2018年12月31日 

 までに個人番号の確認のお手続きが必要となります。 

 ※くわしくは、当社ホームページ、重要なお知らせ 

   「海外送金サービスご契約に伴う、個人番号（マイナンバー）に関するご提出書類について」  

https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/info/info_mynumber.html をご確認ください。 

（なお、預金口座付番のお取扱いについてもこちらに掲載しております。） 

 

 2018年12月31日までにお手続きいただけなかった場合は、2019年1月1日以降、海外送金サービスのご利用を一時的に 

 停止させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 ※くわしくは、当社ホームページ重要なお知らせ 

   「海外送金サービスをご契約いただいているお客さまの個人番号（マイナンバー）確認について」 

https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/info/info_mynumber02.html をご確認ください。  

2015年12月以前に海外送金サービスをご契約いただき、 
当社にマイナンバーをご提出いただいていないお客さま 

https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/info/info_mynumber.html
https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/info/info_mynumber.html
http://www.cao.go.jp/bangouseido/
http://www.cao.go.jp/bangouseido/
http://www.cao.go.jp/bangouseido/
https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/info/info_mynumber.html
https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/info/info_mynumber.html
https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/info/info_mynumber02.html
https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/info/info_mynumber02.html
https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/info/info_mynumber02.html

