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株式会社　証券保管振替機構　御中

To: Japan Securities Depository Center, Inc.

◆新規の場合 / Initial registration

◆変更の場合 / Change

１．新規又は変更の別 / Distinction as to whether initial registration or change of registration

　（１）新規又は変更の別 / Distinction as to whether initial registration or change of registration

　（２）変更対象 / Change

(DD) / (MM) / (YYYY)

短期社債振替制度 / Short-Term Corporate Bonds (CP)

一般債振替制度 / Corporate Bonds

株式等振替制度 / Shares, etc. 

住所：

メールアドレス：

電話番号：

◆連絡先（上位口座管理機関がご記載ください）/ Point of Contact (to be filled in by an Upper-Tier Account Management Institution)

会社名：

部署名及び担当者名：

会社名 / Name of the Company：

代表者（申請書の署名者）の役職名 / Title of the Authorized Signatory：

代表者（申請書の署名者）の氏名 / Name of the Authorized Signatory：

Signature：

Notification Concerning Common Matters(For Foreign Indirect Account Management Institution)

代表者（申請書の署名者）の代理人/ Person authorized by Authorized Signatory：

代表者（申請書の署名者）の役職名 / Title of the Authorized Signatory：

代表者（申請書の署名者）の氏名 / Name of the Authorized Signatory：

Signature：

制度参加に係る共通事項届出書（外国間接口座管理機関用）

　　　「新規」又は「変更」を選択してください。 /
　　　Please choose “Initial” or “Change”.

　　　変更対象の制度を選択し、コードを記入してください。/
　　　Please check the Book-Entry Transfer System (check all the cells) for which you will change the filed matters and
　　　fill the Account Management Institution Code.

間接口座管理機関コード /
The Account Management Institution Code

間接口座管理機関コード /
The Account Management Institution Code

間接口座管理機関コード /
The Account Management Institution Code

1 / 2



FIAMI_A-2
(Apr. 1st, 2018 Edition)

２．登記上の商号・名称 / Registered trade name or name

３．登記上の本店所在地及び在日支店所在地 / Registered address of Head Office and Japan Office

５．代表者（申請書の署名者）の代理人の選任 / Appointment of the Person authorized by Authorized Signatory

４．代表者（申請書の署名者）の役職名・氏名 / Name and Title of the Authorized Signatory

記入欄 / Entry field項目 / Item

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣から認可された業務など、当機構の業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基
づく担当者と当機構との間の事務連絡を行うため、利用させていただきます。
Please note that JASDEC will use personal information described in this document in order to make contact with the applicant based on this document and also conduct, in a smooth
manner, the businesses of JASDEC including businesses approved by the authorized minister under the Act on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares, etc.

・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、当機構ホームページ（http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜
御参照ください。
Please refer to JASDEC’s website (http://www.jasdec.com/en/) for information regarding protection by JASDEC of personal information such as the personal information handled by
JASDEC and the personal information protection policy taken by JASDEC.

*代表者（申請書の署名者）の役職名・氏名が英語表記であっても本欄にもご記入ください。英語表記の代表者（申請書の署名者）の役職名・氏名は、当機構内の業務管理に利用いたします。/
*Please fill this field even when your “Name and Title of the Authorized Signatory” described above is in English. Name and Title of the Authorized Signatory in English is used for management of participants in
JASDEC.

変更日（変更の場合にのみご記入ください。） /
Date of the Change (in the case of “Change” only)

*1登記上の本店所在地が英語表記であっても本欄にもご記入ください。英語表記の本店所在地は、当機構内の業務管理に利用いたします。/
Please fill this field even when your “Registered address of Head Office” described above is in English. “Address of Head Office in English” is used for management of participants in JASDEC.
*2在日支店所在地がある場合にのみご記入ください。/Please fill this field only when you have Japan Office.

変更日（変更の場合にのみご記入ください。） /
Date of the Change (in the case of “Change” only)

項目 / Item 記入欄 / Entry field

会社名・役職名・氏名 /
Name / Name of the Title / Name of the Company

代表者（申請書の署名者）の役職名・氏名 /
Name and Title of the Authorized Signatory

変更日（変更の場合にのみご記入ください。） /
Date of the Change (in the case of “Change” only)

*登記上の商号・名称が英語表記であっても本欄にもご記入ください。英語表記の商号・名称は、当機構が貴社の商号・名称を公表する際に利用いたします。/
*Please fill this field even when your “Registered trade name or name” described above is in English. “Trade name or name in English” is used when JASDEC publishes your trade name or
name.

項目 / Item 記入欄 / Entry field

在日支店所在地*2 /
Address of Japan Office*2

変更日（変更の場合にのみご記入ください。） /
Date of the Change (in the case of “Change” only)

英語表記の商号・名称* /
Trade name or name in English*

官報に掲載された際のカナ名称 /
Name in katakana characters at the time of publication in
Japan Official Gazette

英語表記の代表者（申請書の署名者）の役職名・氏名* /
Name and Title of the Authorized Signatory in English*

登記上の本店所在地 /
Registered address of Head Office

英語表記の本店所在地*1 /
Address of Head Office in English*1

登記上の商号・名称 /
Registered trade name

項目 / Item 記入欄 / Entry field
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