
〒

ー　　　　　　電話番号（　　　　　　　）

連絡窓口

* * *□ □ □

備　　考　

（弊社記入欄）

お客さま→ビッグローブ株式会社（BIGLOBE法人事務センター）

契約者および預金者は、ビッグローブ（株）請求の金額を次のとおり預金口座振替により支払うこととします。

【金融機関へのお願い】

不備返却事由
1.預金取引なし
2.記載事項等相違（店名、預金種目、口座番号、口座名義）
3.印鑑相違
4.その他

受付印印鑑照合検印

金融機関使用欄

支店・支所
出張所
営業部

フリガナ

数字のみを右づめで
記入してください。

店番号□普通 □当座

金融機関コード年 月 日

料金等の種類
　（使用料等）

金融
機関名

預金
種目
口座
番号

口座
名義

捺印↓

捨印↓

BIGLOBEクラウドサービス
利用料金全般

ご案内

預金口座振替申込書

記入上のご注意

御中

お問い合わせ

郵送先

預金口座振替規定

預金口座振替申込書

（ ）肩 書 き
代表者名

●下の太枠内に記入・捺印のうえ、郵送してください。
●郵送いただいた本申込書は返却いたしません。控えが必要な場合は事前にコ
　ピーをお取りください。
●手数料は無料です（弊社にて負担します）。
●振替日は、毎月26日（金融機関休業日の場合は翌営業日）です。
　※振替前に口座振替通知書を郵送します。

●振替開始は、金融機関の手続き完了後となります。
　※通常は、お申し込みいただいてから1カ月ほどで手続きが完了し振替が可能となり
　　ます。振替日までに手続きが完了しない場合は、ご利用料金の通知のみ行います。
　　なお、手続きが完了次第あらためてご利用料金・振替日等が記載された口座振替
　　通知書を郵送します。
●通帳に支払い記録が残ります。
　例・・・BIGLOBE
■ご利用可能な金融機関は、下記金融機関の本支店です。
　なお、ゆうちょ銀行、ネットバンクは取り扱っておりません。（平成30年8月31日現在）
　・全国の都市銀行　・全国の地方銀行　・全国の第二地方銀行
　・新生銀行　・三井住友信託銀行　・全国の信用金庫
　・信用組合（一部組合を除く）　・全国の信用農業協同組合連合会
　・全国の農業協同組合（一部農協を除く）　・全国の労働金庫

●下の太枠内を、もれなく記入してください。
●口座名義欄は、金融機関にお届け出どおり記入してください。

●口座振替に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
ビッグローブ株式会社　BIGLOBE法人事務センター

TEL.0120-24-5644（通話料無料）
※電話番号はおかけ間違えのないようにご注意ください。
平日9時～12時、13時～17時

〒980-8790 仙台中央郵便局 郵便私書箱第30号
ビッグローブ株式会社 BIGLOBE法人事務センター 宛
【個人情報の取り扱いについて】
ご記入いただいた情報は、BIGLOBEクラウドホスティング、またはBIGLOBEクラウドストレージの預金口座振
替手続きに利用させていただきます。
また、弊社の個人情報保護方針、個人情報の管理責任者、個人情報に関する苦情相談の窓口等につきま
しては、BIGLOBE個人情報保護ポリシー（https://www.biglobe.ne.jp/privacy.html）をご確認ください。

折り目（切り取らないでください）

ビッグローブ株式会社　行
（1）ビッグローブ株式会社が、口座振替に関する手続き一

切を上記【個人情報の取り扱いについて】に同意したう
えで、下記収納企業に委託することを承諾します。

（2）口座振替による払込金の領収書の発行は不要です。
（3）振替指定口座は下記のとおりです。

法人名
または
個人事業所名

所在地

（部署名）

（お名前）

いずれかにチェックしてください。

法人番号

お客様コード

管理番号

新規申込 口座変更 解約
「口座変更」、「解約」の場合は、「法人
番号」、「お客様コード」、「管理番号」の
いずれかを記入してください（お客様コー
ド、管理番号は、請求書または口座振替
通知書をご覧ください）。

折り目（切り取らないでください）

預金口座振替依頼書（金融機関用）

私は、下記の収納企業から請求された金額を右記銀行口
座から預金口座振替によって支払うこととしたいので、預
金口座振替規定を確認のうえ依頼します。

収納企業名

振替日

NECキャピタルソリューション株式会社
業務本部 業務統括部
〒108-6219 東京都港区港南2-15-3
品川インターシティC棟
TEL （03）6720-8363

収納企業が設定した日
（金融機関休業日の場合は翌営業日）

申込日

銀行・信金
信連・農協
信組・労金

必ずどちらか一方に
チェックしてください。

（ 会 社 名 ）
※金融機関へお届け出どおり記入してください。

金
融
機
関
お
届
け
印

この依頼書に不備がありま
したら右記の該当項目に◯
印をつけて、NECキャピタ
ルソリューション（株）宛に返
送してください。

1.銀行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引
　落のうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、
　同払戻請求書の提出または小切手の提出はしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額（当座貸越を利用で
　きる範囲内の金額を含む）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつ
　かえありません。
3.この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期
　間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、銀行は
　この契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行には迷
　惑をかけません。

YGAH1808001



* * *□ □ □

受付印印鑑照合検印

金融機関使用欄

□ □

YGAH1604001

BIGLOBEクラウドサービス
利用料金全般

ご案内 記入上のご注意

お問い合わせ

郵送先

預金口座振替申込書

。

■記入例

　
　

　

　

●訂正の際は、二重線で消してから、改めて記入してください。また、訂正箇所に金融機関お届け印を捺印してください（修正液・修正テープによる訂正はできません）。

●郵送先：〒980-8790 仙台中央郵便局 郵便私書箱第30号 ビッグローブ株式会社 BIGLOBE法人事務センター 行

●下の太枠内に記入・捺印のうえ、郵送してください。
●郵送いただいた本申込書は返却いたしません。控えが必要な場合は事前にコ
　ピーをお取りください。
●手数料は無料です（弊社にて負担します）。
●振替日は、毎月26日（金融機関休業日の場合は翌営業日）です。
　※振替前に口座振替通知書を郵送します。

●振替開始は、金融機関の手続き完了後となります。
　※通常は、お申し込みいただいてから1カ月ほどで手続きが完了し振替が可能となり
　　ます。振替日までに手続きが完了しない場合は、ご利用料金の通知のみ行います。
　　なお、手続きが完了次第あらためてご利用料金・振替日等が記載された口座振替
　　通知書を郵送します。
●通帳に支払い記録が残ります。
　例・・・BIGLOBE
■ご利用可能な金融機関は、下記金融機関の本支店です。
　なお、ゆうちょ銀行、ネットバンクは取り扱っておりません。（平成30年8月31日現在）
　・全国の都市銀行　・全国の地方銀行　・全国の第二地方銀行
　・新生銀行　・三井住友信託銀行　・全国の信用金庫
　・信用組合（一部組合を除く）　・全国の信用農業協同組合連合会
　・全国の農業協同組合（一部農協を除く）　・全国の労働金庫

●下の太枠内を、もれなく記入してください。
●口座名義欄は、金融機関にお届け出どおり記入してください。

●口座振替に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
ビッグローブ株式会社　BIGLOBE法人事務センター

TEL.0120-24-5644（通話料無料）
※電話番号はおかけ間違えのないようにご注意ください。
平日9時～12時、13時～17時

〒980-8790 仙台中央郵便局 郵便私書箱第30号
ビッグローブ株式会社 BIGLOBE法人事務センター 宛
【個人情報の取り扱いについて】
ご記入いただいた情報は、BIGLOBEクラウドホスティング、またはBIGLOBEクラウドストレージの預金口座振
替手続きに利用させていただきます。
また、弊社の個人情報保護方針、個人情報の管理責任者、個人情報に関する苦情相談の窓口等につきま
しては、BIGLOBE個人情報保護ポリシー（https://www.biglobe.ne.jp/privacy.html）をご確認ください。

折り目（切り取らないでください）

預金口座振替申込書
ビッグローブ株式会社　行
（1）ビッグローブ株式会社が、口座振替に関する手続き一

切を上記【個人情報の取り扱いについて】に同意したう
えで、下記収納企業に委託することを承諾します。

（2）口座振替による払込金の領収書の発行は不要です。
（3）振替指定口座は下記のとおりです。

〒

ー電話番号（　　　　　　　）

連絡窓口

法人名
または
個人事業所名

所在地

（部署名）

（お名前）

いずれかにチェックしてください。

法人番号

お客様コード

管理番号

新規申込 口座変更 解約

備　　考　

（弊社記入欄）

お客さま→ビッグローブ株式会社（BIGLOBE法人事務センター）

折り目（切り取らないでください）

御中

預金口座振替依頼書（金融機関用）

私は、下記の収納企業から請求された金額を右記銀行口
座から預金口座振替によって支払うこととしたいので、預
金口座振替規定を確認のうえ依頼します。

収納企業名

振替日

NECキャピタルソリューション株式会社
業務本部 業務統括部
〒108-6219 東京都港区港南2-15-3
品川インターシティC棟
TEL （03）6720-8363

収納企業が設定した日
（金融機関休業日の場合は翌営業日）

支店・支所
出張所
営業部

フリガナ

数字のみを右づめで
記入してください。

店番号普通 当座

金融機関コード年 月 日

金融
機関名

預金
種目
口座
番号

口座
名義

捺印↓

（ ）肩 書 き
代表者名

申込日

銀行・信金
信連・農協
信組・労金

必ずどちらか一方に
チェックしてください。

（ 会 社 名 ）
※金融機関へお届け出どおり記入してください。

金
融
機
関
お
届
け
印

契約者および預金者は、ビッグローブ（株）請求の金額を次のとおり預金口座振替により支払うこととします。

【金融機関へのお願い】

料金等の種類
　（使用料等）

この依頼書に不備がありま
したら右記の該当項目に◯
印をつけて、NECキャピタ
ルソリューション（株）宛に返
送してください。 不備返却事由

1.預金取引なし
2.記載事項等相違（店名、預金種目、口座番号、口座名義）
3.印鑑相違
4.その他

預金口座振替規定
1.銀行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引
　落のうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、
　同払戻請求書の提出または小切手の提出はしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額（当座貸越を利用で
　きる範囲内の金額を含む）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつ
　かえありません。
3.この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期
　間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、銀行は
　この契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行には迷
　惑をかけません。

捨印↓

YGAI1808001

「口座変更」、「解約」の場合は、「法人
番号」、「お客様コード」、「管理番号」の
いずれかを記入してください（お客様コー
ド、管理番号は、請求書または口座振替
通知書をご覧ください）。

オフィス商会株式会社

経理部　経理課
山田　花子

123-1234

オフィスショウカイ（カ　ダイヒョウトリシマリヤク ヤマダタロウ

1 2 3

1 2 3

4 5 6 7

123456
ABCD01
CBA-37635

03　　　　1234　       0000

東京都品川区○○ １－１－１

○○○ ○○

預金種目の
どちらかに
「ν」を記入。

金融機関
お届け印

金融機関
お届け印

①初めて口座振替をお申し込みの場合
　→「新規申込」に「ν」を記入

②現在の口座を変更する場合
　→「口座変更」に「ν」を記入

③口座振替をやめる場合
　→｢解約｣に「ν」を記入

口座変更または解約の場合
（上記②と③に該当する場合）は、
「法人番号」、「お客様コード」、「管理番号」
のいずれかを記入してください。
※「お客様コード」と「管理番号」は請求書の
　右上の部分に記載されています。

2018     8       1

オフィス商会株式会社

代表取締役　山田 太郎
銀
行
之
印

銀
行
之
印

金融機関へお届け出どおり省略せずに記入して
ください。会社名・肩書き・代表者名の記入もれが
あると受け付けできません。

会社名・肩書き・代表者名のフリガナは、
漢字・カタカナ・ひらがな・アルファベットに
関わらず、すべて記入してください。
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