
※太枠内に漏れなくご記⼊ください。英語はローマ字大文字でご記⼊ください。 Please fill in the fileds within thick line. In BLOCK LETTERS.※
本人確認書類（身分証明書等）通りにご記⼊ください。 Please fill in as shown on your ID card or document.↓

〒

MM
- -
- -

カードに登録する受取人様の情報をご記⼊ください。【英語】 Please fill in the beneficiary information to be linked to your card.【English】

銀⾏名 (Receiving Bank)

□ 全てに同意して、RupeeSend送⾦サービスを利⽤します。(I Agree) □ 同意しません。(I Disagree)

□

日付 (Date) お客様の署名 (Signature of Applicant)

YYYY
/ /

RupeeSendは株式会社シースクェア(資⾦移動業者　関東財務局⻑第00018号)が運⽤している送⾦サービスです。   　

株式会社シースクェア　東京都新宿区新宿1-36-7新宿内野ビル２階　TEL: 03-3359-0071  FAX:03-3359-0029 

ルピーセンド会員登録申込書
Member Registration Form

RupeeSendの記⼊欄

No.担当

送⾦資源の出処

③ 送⾦⽬的 Purpose of remittance

受取方法

お客様のお名前 (英語）
Applicant Name in English

　（氏）　 　（名）　 （ミドルネーム）お客様のお名前 (日本語）
Applicant Name in Japanese

□ NEPAL   □ JAPAN  □ (  )

DD

　(Last)  (First)  (Middle)

④ 利⽤規約 Terms and Conditions

職業
Occupation

② 受取人情報 BENEFICIARY INFORMATION 国籍
Nationality

電話番号
Phone Number

携帯電話番号 (Mobile Phone）

メールアドレス E-Mail

固定電話番号 (Landline Phone）

私は、RupeeSend送⾦サービスの申込みにあたり、事前確認書類である「利⽤約款・規定」「個人情報保護方針」がhttp://www.rupeesend.com/内にてオンライン提供され
ることを承諾しています。マネーロンダリング、テロ資⾦供与防⽌の為、本申込書の記⼊内容を送⾦受取人の関係⾦融機関等に提供する事に同意します。資⾦移動業者による海
外送⾦サービス提供について重要事項説明書、利⽤約款・規定、また個人情報保護方針、経済制裁措置の内容を理解し、同意してRupeeSend送⾦サービスの利⽤を申し込
I have fully understood and agreed that RupeeSend Remittance Service and its documents are provided from www.rupeesend.com. I agree
that my personal information and beneficiary's information can be provided to related financial institution in order to prevent money laundering
and funding terrorism. I have understood and agreed to the documents provided online by submitting signed registration form.

□ 生活費（Living expenses)   □ 貯⾦（Savings） □ 商品代⾦（Goods)    □ 学費（Tuition)
□ その他（Other) (  )

送⾦⽬的
Purpose of remittance

□ 給料所得（Salary）  □ 事業所得（Business）  □ 利⼦所得（Interest） □ 年⾦所得（Pension）
□ その他（Other) (  )Source of fund

国籍
Nationality

① お客様情報（APPLICANT INFORMATION) □ NEPAL   □ JAPAN  □ (  )

日本の住所
Address in Japan

生年⽉日
Date of Birth

受取人の住所

「外国為替及び外国貿易法」の北朝鮮およびイランに関する規制に該当しません。（NNK、NI）
It is not related to North Korea and Iran regulations in Foreign Exchange and Foreign Trade Law.

MM

受取人の電話番号

□

Beneficiary's Address in Nepal

支店名 (Branch Name)

YYYY

受取人のお名前 　(Last)  (First)  (Middle)
Beneficiary's Name

業種（IT・サービス等）
Job Field (IT/Service/ETC)

年収
Salary

職種（営業・企画等)
Job (Sales/Planning/ETC)

Bank account credit

受取人との関係
Relationship to Beneficiary

Beneficiary's phone Number

How to receive money
現⾦払い
Cash Payment

□

口座番号 (Account No.)

/ /
DD

□ 会社員（Employee） □ 自営業（Self-Employed） □ 学生（Student）  □ 主婦（Housewife）
□ 無職 (Unemployed）  □ その他（Other） （  ）

□ 本人（Myself） □ 配偶者（Spouse）  □ ⼦⼥（Chlid）   □ 兄弟（Sibling）
□ 親（Parents）   □ 親戚（Relative）     □ その他（Other）（  ）

性別
Gender

□ 男性 (Male)
□ ⼥性 (Female)

銀⾏振込



※宛名は必ずA4用紙に出力してください。
封筒サイズは横12cm、縦23.5cm、厚み1cm
に収まるものをお選びください。

ヵ月以内）のコピー6個人番号記載・発行日から※住民票（
通知カードの両面コピー、個人番号カードの両面コピー、

・運転免許証のコピー
・個人番号カードのコピー
・住民基本台帳カードのコピー
・パスポート（日本国発行）のコピー
・在留カードのコピー
・住民票の写し（原本）
・特別移住者証明書のコピー
・印鑑登録証明書（原本）

145

1 6 0 -8 7 9 1

差出有効期間
202 4年3月
11日まで

東京都新宿区新宿1- 36-7
新宿内野ビルⅡ 2階

（受取人）

株式会社シースクェア

7917

新宿局
承 認

料金受取人払郵便

（定型郵便）

縦長の定型封筒に左の「宛名」を切り取って

封筒の左上の角に合わせて宛名部分を封筒に

貼り付けてください。

STEP3

封筒に会員登録申込書と本人確認書類、

個人番号に関する書類を入れ封をし、

裏面にご住所とお名前をご記載ください。

STEP2

縦長の定型封筒に左の「宛名」を切り取って封筒の

左上の角に合わせて宛名部分を封筒にしっかりと

全面密着させてください。

STEP1
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