
お 申 込 書 一 式 

カゴヤ・ジャパン株式会社

必要事項をご記入・ご捺印の上、下記宛先までご送付ください。 

※新規でお申し込みの場合、下記書類のご提出が必須となります。

・ご契約者様情報

・緊急連絡先登録申請書

・サーバー利用申込書

・預金口座振替依頼書

【送付先】 

〒604-8166 

京都市中京区三条通り烏丸西入御倉町 85-1KDX 烏丸ビル 8F 

カゴヤ・ジャパン株式会社 サポートセンター

クラウドサーバー
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ご契約者様情報 

 2  お支払いにつきまして。 

※別紙 「預金口座振替依頼書／自動振替利用申込書」 も合わせてご記入 ・ ご送付ください。

※個人のお客様へ：引き落とし口座としては、公共料金支払用や給与振込口座など、日頃ご利用されている口座をご指定ください。

 3  ご紹介コードをご記入ください。 

ご紹介コード 
[注意事項] 

・ご紹介コード欄は次に該当する場合のみご記入ください。 

（1）ご紹介キャンペーン期間中、KAGOYA 専用サーバー FLEX ご利用者様からのご紹介でご契約される場合 

（2）当社ビジネスパートナー様から記入の依頼があった場合  (3)当社から記入の依頼があった場合。 

・キャンペーン実施中にご紹介コード欄が未記入の場合、キャンペーン対象外となる場合があります。 ビジネスパートナー名 

■

利用規約、および個人情報の取り扱いに関する事項について同意します。　必須

■

・

・

・

KAGOYA FLEXご利用規約について
「KAGOYA FLEX 利用規約」については下記URLをご確認ください。
https://www.kagoya.jp/terms/flex.html

個人情報の取り扱いについて

事業者名：カゴヤ・ジャパン株式会社

個人情報保護管理者：能勢 奈緒子 

利用目的：受注、請求、その他サービス提供上必要な連絡のため

取り扱い、開示等の権利について は下記 U RL をご確認ください。 

https://www.kagoya.jp/privacy/

上記個人情報の取り扱いについて同意の上、お申し込みください。 

ご 住 所

電話

E-mailアドレス

都道
府県

市区
郡

※ご連絡可能なメールアドレスをご記入ください。 ただし携帯メールアドレスはご利用いただけません。

ご利用形態

代表者氏名

契約者氏名

法人・団体名

法人・団体の方

ふりがな

姓

姓

ふりがな

ふりがな

ご契約者様の情報をご記入ください。

個人事業主・個人の方

法人・団体の方のみ

（法人の場合は不要）

法　　人 団　　体

担当者情報

生 年 月 日

名

名

ふりがな 部署名

役職名

ふりがな

お申込日 年  月 日

個人事業主 個　　人

年 月 日
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緊急連絡先登録申請書 

お申込年月日  必須 年 月 日 

ご契約者名  必須 

（法人名または個人名） 

フリガナ

・緊急のご連絡や作業発注の際のご連絡先に使用させていただきます。

・登録内容に変更が発生した場合は、コントロールパネルよりご変更をお願いします。

◇コントロールパネル（ https://cp.kagoya.net/ ） > アカウント名 > 緊急連絡先

◆緊急連絡先リスト◆

連

絡

先

順

位

1 

電話番号 連絡時間帯 昼間（10時～18時） 夜間（18時～翌10時）

メールアドレス

法人名 

ご担当者氏名 

連

絡

先

順

位

2 

電話番号 連絡時間帯 昼間（10時～18時） 夜間（18時～翌10時）

メールアドレス

法人名 

ご担当者氏名 

連

絡

先

順

位

3 

電話番号 連絡時間帯 昼間（10時～18時） 夜間（18時～翌10時）

メールアドレス

法人名 

ご担当者氏名 

連

絡

先

順

位

4 

電話番号 連絡時間帯 昼間（10時～18時） 夜間（18時～翌10時）

メールアドレス

法人名 

ご担当者氏名 

連

絡

先

順

位

5 

電話番号 連絡時間帯 昼間（10時～18時） 夜間（18時～翌10時）

メールアドレス

法人名 

ご担当者氏名 

■個人情報の取り扱いについて

・事業者名：カゴヤ・ジャパン株式会社

・個人情報保護管理者：能勢 奈緒子

・利用目的：受注、請求、その他サービス提供上必要な連絡のため

取り扱い、開示等の権利については下記 URL をご確認ください。 

（https://www.kagoya.jp/privacy/） 

上記個人情報の取り扱いについて同意の上、お申し込みください。 
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クラウドサーバー料金表

50GB単位 100GB単位 上限

vDual4-H 無料 8,800円 HDD 50GB 770円 1,540円 3TB
vDual4 無料 10,450円 SSD 50GB 1,760円 3,520円 1TB
vDual8-H 無料 13,200円 HDD 50GB 770円 1,540円 3TB
vDual8 無料 15,950円 SSD 50GB 1,760円 3,520円 1TB
vQuad8-H 無料 15,400円 HDD 100GB 770円 1,540円 3TB
vQuad8 無料 18,150円 SSD 100GB 1,760円 3,520円 1TB
vQuad16-H 無料 25,300円 HDD 100GB 770円 1,540円 3TB
vQuad16 無料 30,800円 SSD 100GB 1,760円 3,520円 1TB
vOcto16-H 無料 28,600円 HDD 200GB 770円 1,540円 3TB
vOcto16 無料 35,200円 SSD 200GB 1,760円 3,520円 1TB
vOcto32-H 無料 46,200円 HDD 200GB 770円 1,540円 3TB
vOcto32 無料 55,000円 SSD 200GB 1,760円 3,520円 1TB
vDodeca32-H 無料 53,900円 HDD 300GB 770円 1,540円 3TB
vDodeca32 無料 66,000円 SSD 300GB 1,760円 3,520円 1TB
vDodeca48-H 無料 75,900円 HDD 300GB 770円 1,540円 3TB
vDodeca48 無料 90,200円 SSD 300GB 1,760円 3,520円 1TB

vDual4-LiteH 無料 4,400円 HDD 50GB 440円 880円 3TB
vDual4-Lite 無料 4,950円 SSD 50GB 1,100円 2,200円 1TB
vDual8-LiteH 無料 6,600円 HDD 50GB 440円 880円 3TB
vDual8-Lite 無料 7,700円 SSD 50GB 1,100円 2,200円 1TB
vQuad8-LiteH 無料 8,800円 HDD 100GB 440円 880円 3TB

vQuad8-Lite 無料 10,450円 SSD 100GB 1,100円 2,200円 1TB

Windows Server

(SPLA提供 / 接続ユーザー数無制限)

WindowsServer

RemoteDesktopService

[SAL：1user]

サーバータイプ名

Standard シリーズ(HA機能あり)

Lite シリーズ(HA機能なし)

vDual4-Lite

vDual4-LiteH

vDual8-Lite

vDual8-LiteH

vQuad8-Lite

vQuad8-LiteH

vDual4-H

vDual8-H

vQuad8-H

vQuad16-H

vOcto16-H

vOcto32-H

最低コア数

(8コア)
無料 5,412円

サーバータイプ

Windows Server STD CORE

初期費用 月額費用
CPU

コア数
メモリー

ストレージ

標準

ストレージ追加

初期費用 月額費用

無料ー

12コア
vDodeca32-H

vDodeca48-H
無料 8,118円

適用コア数

回線
共有(1Gbpsベストエフォート型)

回線アップグレード 1G共有

1,386円

385,000円

初期費用 月額費用

標準

3,300円

3,300円5,500円

5,500円

660,000円

14,300円
29,700円
55,000円
99,000円

264,000円

ルーターお預かりサービス

＋S
＋M
＋L

無料100M占有
300M占有
500M占有

1G占有
外部回線接続サービス

2コア 4GB

2コア 8GB

4コア 8GB

16GB

16GB

4コア

8コア

8コア 32GB

2コア 8GB

4コア 8GB

12コア 32GB

12コア 48GB

2コア 4GB

<KFX_20230315>



下記手順番号に従って収容サーバー情報をご記入ください。 

      サーバータイプを 1 つお選びください。

サーバースペック サーバータイプ 台数 ストレージ追加 数量 

CPU：2コア/メモリ：4GB/SSD：50GB 台 
50GB

100GB

1 必須 

vDual4

クラウドサーバー 申込書 1/4

お申込年月日  必須 
年 月 日 

ご契約者名  必須 

（法人名または個人名） 

フリガナ

ご契約環境  必須 

新規の FLEX と同時に申し込みます。

既に契約中の FLEX へ追加で申し込みます。 アカウント名  必須

※お支払い方法は本サービスの対象となるサーバーのご契約と同じになります。

CPU：2コア/メモリ：4GB/HDD：50GB 台 
50GB

100GB
vDual4-H

CPU：2コア/メモリ：8GB/SSD：50GB 台 
50GB

100GB
vDual8

CPU：2コア/メモリ：8GB/HDD：50GB 台 
50GB

100GB
vDual8-H

CPU：4コア/メモリ：8GB/SSD：100GB 台 
50GB

100GB
vQuad8

CPU：4コア/メモリ：8GB/HDD：100GB 台 
50GB

100GB
vQuad8-H

CPU：4コア/メモリ：16GB/SSD：100GB 台 
50GB

100GB
vQuad16

CPU：4コア/メモリ：16GB/HDD：100GB 台 
50GB

100GB
vQuad16-H

CPU：8コア/メモリ：16GB/SSD：200GB 台 
50GB

100GB
vOcto16

CPU：8コア/メモリ：16GB/HDD：200GB 台 
50GB

100GB
vOcto16-H

CPU：8コア/メモリ：32GB/SSD：200GB 台 
50GB

100GB
vOcto32

CPU：8コア/メモリ：32GB/HDD：200GB 台 
50GB

100GB
vOcto32-H

CPU：12コア/メモリ：32GB/SSD：300GB 台 
50GB

100GB
vDodeca32

CPU：12コア/メモリ：32GB/HDD：300GB 台 
50GB

100GB
vDodeca32-H

CPU：12コア/メモリ：48GB/SSD：300GB 台 
50GB

100GB
vDodeca48

CPU：12コア/メモリ：48GB/HDD：300GB 台 
50GB

100GB
vDodeca48-H

Standardシリーズ（HA機能あり）

※サーバーはご利用初月より定額料金となります。 

※ストレージ追加は、初期提供容量も含めサーバー1 台あたりSSDは最大 1TB 、HDDは最大 3TB までとなります。 
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サーバースペック サーバータイプ 台数 ストレージ追加 数量 

CPU：2コア/メモリ：4GB/SSD：50GB 台 
50GB

100GB
vDual4-Lite

クラウドサーバー 申込書 2/4

CPU：2コア/メモリ：4GB/HDD：50GB 台 
50GB

100GB
vDual4-LiteH

CPU：2コア/メモリ：8GB/SSD：50GB 台 
50GB

100GB
vDual8-Lite

CPU：2コア/メモリ：8GB/HDD：50GB 台 
50GB

100GB
vDual8-LiteH

CPU：4コア/メモリ：8GB/SSD：100GB 台 
50GB

100GB
vQuad8-Lite

CPU：4コア/メモリ：8GB/HDD：100GB 台 
50GB

100GB
vQuad8-LiteH

Liteシリーズ（HA機能なし）

※サーバーはご利用初月より定額料金となります。 

※ストレージ追加は、初期提供容量も含めサーバー1 台あたりSSDは最大 1TB 、HDDは最大 3TB までとなります。 
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バックアップソフト Actiphy ActiveImage

クラウドサーバー 申込書 3/4

上記 2 において WindowsOS をご選択の場合、必要に応じて下記サービスをお選び下さい。 

種類 バージョン ライセンス形態 エディション bit 数 数量 

Microsoft 

SQL 

Server 

2022

2016

2014

SPLA

Standard

Web 64bit

Windows Server Remote Desktop [ SAL：1user ] 

サーバーの WAF オプションをお選びください。

※最低ご利用期間は 1 年です。1 年未満でのご解約の際には違約金(1 年に満たない残月数のご利用料金金額が発生致します。 

プラン 数量 

AEGIS for KAGOYA [ 毎月払い ]

AEGIS for KAGOYA [12ヶ月一括払い ]

3 

4 

 OS をお選びください。最少インストール致します。 

【Linux】 

※Hyper-V 機能はご利用いただけません。

種類 バージョン※ bit 数 数量 

CentOS Linux 最新安定版 指定バージョン 64bit 32bit

FreeBSD 64bit 32bit

Fedora 64bit 32bit

Ubuntu 最新安定版 指定バージョン 64bit 32bit

Debian 最新安定版 指定バージョン 64bit 32bit

2012R2 SPLA Standard

 2   必  須   

2016 SPLA Standard

2012

最新安定版

最新安定版

指定バージョン

指定バージョン

CentOS Stream

AlmaLinux 

最新安定版 指定バージョン 64bit 32bit

最新安定版 指定バージョン 64bit 32bit

【注意事項】バックアップデータの保存先として、別途NASストレージレンタル等の外部ストレージをお申込みいただく必要があります。

※最新安定版については当社にて検証済みのバージョンをインストールします。バージョンにつきましては当社サポートサイトの「よくある質問」をご参照ください。

指定バージョンでのインストールにつきましては、ご希望のバージョンによってはインストールできない場合がございます。 

【Microsoft Windows Server】

ライセンス形態 エディション

SPLA Standard

2019 

2022 

SPLA Standard

数量 種類 

2017

2019

アンチウイルスソフト WithSecure  Elements EPP for Servers 数量 :
新規

追加
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■IPS 回線オプションご利用の場合、IPS レポート受信用メールアドレスをご記入ください。

HDD パーティション 接続元 IP アドレス 

ソフトウェアインストール

※

1 台目 

指定無

指定有 [ ： GB][ ： GB][ ： GB] 
[ ] 

MS SQL Server

RDP

2 台目 

指定無

指定有 [ ： GB][ ： GB][ ： GB] 
[ ] 

MS SQL Server

RDP

3 台目 

指定無

指定有 [ ： GB][ ： GB][ ： GB] 
[ ] 

MS SQL Server

RDP

4 台目 

指定無

指定有 [ ： GB][ ： GB][ ： GB] 
[ ] 

MS SQL Server

RDP

受信メールアドレス 

サーバー

識別

サーバー

タイプ

インストール

OS
Windows SPLAご契約
の場合のみ

クククラウドサーバー 申込書 4/4

■ご利用になるそれぞれのサーバーについて、下記ご記入ください。

イ ン ス ト ー ル O S ： Linux 系 OS 名称（※１）、もしくは Windows 系 OS 名称（※2）をご記入ください。
※1：バージョンの指定が無い場合は最新安定板をインストールいたします。

※2：バージョン、エディションも併せてご記入ください。

H D D パ ー テ ィ シ ョ ン ： ご指定のパーティションサイズ（Windows の場合、C,D,E のドライブ名記載）にてインストール致します。 

接 続 元 I P ア ド レ ス ： ご記入頂いた IP アドレスからのアクセスのみ SSH もしくは RDP 接続が可能になる設定を致します。 

ソフトウェアインストール： Windows 系 OS で MS SQL Server や RDP SALのSPLA をお申込みの場合、インストールするサーバーにチェックを

してください。 

サ ー バ ー タ イ プ ： 申込書１、２で選択したサーバータイプをご記入ください。　例）vDual4、vDual4-H、vDual8

回線プランをお選びください。 

IPS 回線オプションは、ご利用の回線を不正侵入検知・防止機能を持った IPS(Intrusion Preventon System)回線に切り替えます。 

※登録されている攻撃パターンの内容確認や個別の設定については承っておりません。

回線プラン IPS 回線有無 

1G 共有 

標準 ＋S

＋M ＋L

1G共有IPS回線

100M占有 占有IPS回線

300M占有

500M占有

1G占有

5 必須 

占有 
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オプション 利用申込書 1/4

ネットワークオプションをお選びください。

【専用グローバル IP 空間】 
お客様に専用のネットワーク空間(グローバル IP アドレス空間)を提供します。 

※最低ご利用期間は 3 か月です。3 か月未満でのご解約の際には違約金(3 か月に満たない残月数のご利用料金金額が発生致します。 

【追加 IP アドレス】 
1 台のサーバーに最大 5 個(4 個追加)までグローバル IP アドレスを追加できるサービスです。 

種別 プラン 数量 

グローバル IP 空間 

[/29] (実行：3IP)

[/28] (実行：11IP)

[/27] (実行：27IP)

[/26] (実行：59IP)

追加 IP アドレス 1個追加 2個追加 3個追加 4個追加

1 

IPv6 アドレス 

IPv6を使用しない （※後日変更可） 

※IPv4 アドレスの他、IPv6 アドレスを使用する場合ご選択ください。 

※現在ご利用中または導入予定のソフトウェアに関しまして IPv6 環境下 における動作を事前にご確認ください。 

IPv6を使用する

【IPv6 アドレス】 

お申込年月日  必須 
年 月 日 

ご契約者名  必須 

（法人名または個人名） 

フリガナ

ご契約環境  必須 

新規の FLEX と同時に申し込みます。

既に契約中の FLEX へ追加で申し込みます。 アカウント名  必須

※お支払い方法は本サービスの対象となるサーバーのご契約と同じになります。

※

※

実際にご利用頂け る I P アドレスは、「ネットワークアドレ ス 1IP」、「ブロードキャストアドレ ス 2IP」、「冗長ゲートウェ イ 3IP 」の  5  個の I P アドレスを差し引いた個数となります。

ご利用に際して は JPNI C への申請・審査が必要です。構成内容等によっては、 大量の I P アドレスを割り当てられない場合がございます。 

【専用ファイアーウォール/専用 UTM】 
※最低ご利用期間は 1 年です。1 年未満でのご解約の際には違約金(1 年に満たない残月数のご利用料金金額が発生致します。 

種別 プラン 数量 

ファイアーウォール

Fortigate-40

Fortigate-60

UTM 

Fortigate-60

Fortigate-100

Watchguard M270

※

※

別途ヒアリングシートの内容に基づいて初期設定致します。

設定の変更については、当社にて設定代行作業(有償)も承ります。

※稼働後の運用管理はお客様にてご実施頂きます。(運用管理はお客様作業) 

※上記以外のモデルごご希望の場合はお問い合わせください。

Watchguard M370

リモートアクセス/
ファイアーウォール

TZ270W

TZ470W
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オプション 利用申込書 2/4

【専用インテリジェントギガスイッチ】 

複数台のサーバーや機材を使用したネットワーク構築の際に、ギガビット対応のインテリジェントスイッチを提供致します。 

※スイッチの冗長構成をご要望の際は、お問い合わせ願います。 

【専用ロードバランサー】 

大量のアクセスを複数のサーバーに振り分けて負荷を分散する、お客様専用のロードバランサーを提供致します。 

※別途ヒアリングシートの内容に基づいて初期設定致します。 

※運用管理についてはお客様作業となります。

※設定の変更については、当社にて設定代行作業(有償)も承ります。

種別 プラン 数量 

インテリジェントギガスイッチ

インテリジェントL2 スイッチ [ 8ポート ]

インテリジェントL2 スイッチ [ 24ポート ]

インテリジェントL2 スイッチ [ 48ポート ]

種別 プラン 数量 

ロードバランサー
バラクーダ340

バラクーダ340 冗長化

種別 プラン 数量 

マネージド付ファイアウォール
オプションサービス

マネージド付ファイアウォール （基本サービス）

ホットスタンバイ

IDS / ADS

L4ロードバランサー

リモートVPN (最大10User）

リモートVPN IPsec(最大10User)

【マネージド付ファイアウォール】
当社および専門会社スタッフがセキュリティポリシー作成のご支援から初期設定・設定変更まで承ります。
24 時間 365 日監視で万が一のハードウェア故障の場合でもオンサイトでの対応が加納な万全の保守体制を敷いております。

※最低ご利用期間は 1 ヶ月です。1 ヶ月未満でのご解約でも 1 ヶ月のご利用料金金額が発生致します。 

※稼働後の設定変更は平日 9:00～18:00 が無償対応となります。3 営業日前までの申告を頂いた場合は、先時間帯以外の変更も無償で承ります。 

※レポーティング機能は管理者用コントロールパネルにて提供致します。

※別途ヒアリングシートの内容に基づいて初期設定致します。 

【外部回線接続サービス・ルーターお預りサービス】 

お客様ご契約のキャリア回線を当社データセンターに引込み、ご利用サーバーのインターネット接続回線として利用可能です。 

当社提供回線との併用も可能です。 

お客様所有/プロバイダ提供のルーター(またはファイアウォール等)をお預りし、ご契約サーバーのゲートウェイとして利用可能です。 

※キャリア回線のご契約/工事についてはお客様にご手配頂きます。また、工事費・プロバイダ料金等もお客様のご負担です。

プラン 数量 

外部回線接続サービス

ルーターお預かりサービス

【ルーター】 

お客様の拠点と当社データセンター間の拠点間VPNにご利用いただけるルーターです。 

※別途ヒアリングシートの内容に基づいて初期設定致します。 

※稼働後の運用管理はお客様作業となります。

※設定の変更については、当社にて設定代行作業(有償)も承ります。

種別 プラン 数量 

ルーター RTX 1220

マネージドセキュリティレポート
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【マネージド付セキュアルーター・マネージド VPN サービス】 

実績のあるバリオアセキュア社の運用監視・設定サービス付のルーター/ファイアウォールを提供致します。 

24 時間の稼働監視に加えて豊富なオプション機能を使用して様々なご要望や構成に対応できる高機能機器です。 

※マネージド VPN サービスとマネージド付セキュアルーターの最低ご利用期間は 1 年です。1 年未満でのご解約の際には違約金(1 年に満たない残月数のご利用料金金額が発生致します。 

種別 プラン 数量 

マネージド VPN サービス

VMR

VMR-C (拠点専用機）

オプションサービス 24時間365日保守

設置オプションサービス 

オンサイト設置 [1台毎]

時間外対応（リモート対応）

移転作業（WAN側回線の変更含む）

マネージド付

セキュアルーター

VSR400（拠点間VPN専用機）

VSR400 

オプションサービス

24時間365日

マネージドセキュリティレポート

VSR600

VSR600 

オプションサービス

ファイアウォール機能

拠点間VPN接続

24時間365日保守

マネージドセキュリティレポート

VSR800

VSR800 

オプションサービス

ファイアウォール機能

拠点間VPN接続

ホットスタンバイ

L4ロードバランサー

24時間365日保守

マネージドセキュリティレポート

VSR1300

VSR1300 

オプションサービス

ファイアウォール機能

拠点間VPN接続

ホットスタンバイ

L4ロードバランサー

L7ロードバランサー

マネージドセキュリティレポート

共通オプション 

リモートVPN（～10User）

リモートVPN（～25User)

リモートVPN（～50User)

リモートVPN（～100User)

リモートVPN（100User～)

リモートVPN IPsec(～10User)

リモートVPN IPsec（～25User)

リモートVPN IPsec（～50User)

リモートVPN IPsec（～100User)

リモートVPN IPsec（100User～)
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専用ネットワークストレージオプションをお選びください。 

初期構築オプションをお選びください。 

※作業の詳細についてはお問い合わせ下さい。

監視・運用オプションをお選びください。 

【監視サービス】 

 お客様サーバーのリソースやアプリケーションの実行状況を監視し、障害時などにメールで通報致します。 

【運用サービス】 

当社提供のサーバーに対し、お客様に代わってサーバーの初期構築や運用監視を協力会社のエンジニアが対応します。 

プラン 数量 

NASストレージレンタル [ 1TB ] RAID1

NASストレージレンタル [ 2TB ] RAID1

NASストレージレンタル [ 4TB ] RAID1

初期構築作業 数量 

各種エージェントインストール [ 1台 ]

ファイアウォール / UTM VPN設定 [ 1台 ] (拠点間VPN2拠点まで、SSLVPN10ユーザーまで）

ファイアウォール / UTM カスタム設定 [1台]

ファイアウォール / UTM 冗長化設定 [1台]

プラン 

ノード監視通報サービス [ 専用タイプ ]

種別 監視対象 プラン 数量 

ノード監視通報サービス［共用タイプ］

Windows/Linux ライト ミドル プロ

ESXi ライト プロ

ネットワーク機器 ライト

プラン 数量 

初期構築パック

システム監視 [ 定期運用、障害対応、監視 ]

システム監視 [ 監視設定用サーバー ]

4 

2 

3 

※監視運用対象サーバーがベアメタルの場合、監視設定用サーバーが必要です。 
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NASストレージレンタル [ 8TB ] RAID6

NASストレージレンタル [ 16TB ] RAID6
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※同時に複数プランをお申し込みいただく場合、プランごとに本依頼書をご提出ください。

（金融機関用） 20 年 月 日

預 金 口 座 振 替 依 頼 書 
自 動 払 込 利 用 申 込 書 （収  加 ）

私は、SMBC ファイナンスサービス株式会社から請求された金額を私名義の下記預金口座から預金口座 

振替によって支払うこととしたいので、預金口座振替規程を確約の上依頼します。 

収納代行会社 SMBC ファイナンスサービス株式会社 
振 替 日 

（ 払 込 日 ） 
27 日（金融機関休業日の場合は翌営業日）

■太枠の部分のみご記入ください。

ゆうちょ銀行以外の金融機関またはゆうちょ銀行のうちどちらか一つをご指定ください。 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外
の

金
融
機

金融機関コード 支店コード 
預 金 種 目 

（どちらかに○印） 

口 座 番 号 
（ 右 詰 で ご 記 入 く だ さ い。 ） 

銀 行 

信 用 金 庫 

組 合

本 店 

支 店 

出 張 所

1．普通

2．当座

（ フ リ ガ ナ ）
金 融 機 関 
お 届 け 印 

口座名義人 

法人の場合は、社名、代表者役名、氏名を省略せずご記入ください。 印 

ゆ

う

ち

ょ
銀

行

（ フ リ ガ ナ ）
ゆうちょ銀行 

お 届 け 印 

口座名義人 

法人の場合は、ゆうちょ銀行へお届けの社名、代表者役名、氏名を省略せずご記入ください。 印 

種 目 コ ー ド 契約種別コード 通 帳 記 号 通 帳 番 号 （ 右 詰 で ご 記 入 く だ さ い。 ） 

1 6 6 3 01 0 の 

払込先口座番号 00110-5-58830 
払 込 先 
加入者名

SMBC ファイナンスサービス株式会社 

ア カ ウ ン ト 名

＜収納企業使用欄＞   

収納企業名 カゴヤ・ジャパン株式会社
料金等の 

種 類 
サービス料金

契約者番号 

委 託 者 コ ー ド 顧 客 コ ー ド 

4 0 9 5 0 6 5 7 9 5 0 6 5 7
預金口座振替規定 ※ゆうちょ銀行払いは除く

1. 銀行（預金・組合）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

き落としの上支払ってください。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（金庫・組合）に書面により届出ます。尚、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、特に申し出をしない限り、銀行（金

庫・組合）はこの契約が終了したものとして取り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粉議が生じても、銀行（金庫・組合）の責めによる場合を除き、銀行

（金庫・組合）には迷惑をかけません。 

5. ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込規程が適用されます。 

金
融
機
関
使
用
欄

（不備返却事由） 
1.預金（貯金）取引なし  3.印鑑相違

2.記載事項等相違
店名  預金種目  口座番号 

 通帳記号  通帳番号  口座名義 

4.その他 （ ） 

検 印 印鑑照合 受 付 印 

  

捨  印 
ゆうちょ銀行を除く

金
融
機
関
へ
の
お
届
け
印
で
す
か

＜金融機関へのお願い＞ 

この預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に不備がありましたら、不備返却事由欄の 

該当項目に○をつけて速やかに右記不備返却先へご返送ください。 

＜不備返却先＞ 

SMBC ファイナンスサービス株式会社 決済ビジネス事務部 

〒108-6350 東京都湊区三田 3-5-27 TEL：03-5444-1533 

S 



2 0

サービス料金

※同時に複数プランをお申し込みいただく場合、プランごとに本依頼書をご提出ください。

普通または当座の
いずれかに○印を
ご記入ください。

銀行口座番号は
右詰7桁です。

銀行桁口座番号は
右詰8桁です。

金融期間お届け印は
鮮明に押印ください。
押し直される場合は
印影が重ならないよう
ご注意ください。

捨印欄にもお届け印を
必ず押印ください。

法人名義の場合、会社名
肩書・代表者名のご確認
をお願いいたします。

(株)・(有)等の略語は
ご使用いただけません。

フリガナ欄も必ずご記入
ください。

預金口座振替依頼書の記入について

※訂正された項目は必ず金融機関へのお届け印で訂正印を押印ください。
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