
  国立大学法人　九州大学 　 御 中
 　To Kyushu University (KU)

※部局記入欄　For KU Office Use Only.

 １. 新規　2. 変更

 １. 常勤　２. 非常勤　３. TＡ・ＲＡ　４. 学外非常勤講師　５. 学生（ＴＡ・ＲＡ以外）

月支払分から

※常勤以外の給与支給は翌月からのため注意

〒 8 1 9 - 0 3 9 5

九州大学から支払われる諸支払金については、下記の金融機関口座に振込を依頼します。
Please transfer any payments to the following account. ※部局記入欄 For KU Office Use Only.

通帳記載どおりにご記入ください。（Please fill in your name above according to your account book.）

※ご記入いただいた個人情報は本学からの振込および付随する業務を行うために利用し、それ以外の目的では利用しません。

※部局記入欄　For KU Office Use Only.

（ ‐ ）

学生番号（九大の学生・研究生は必ず記入してください。)
Student ID No.（Students and research students of KU must fill in .）

1 K Y 0 0

提出用
For KU

　　給与等の口座振込同意書（国内送金用）　記入要領
Account Transfer Agreement Form for Compensation and Other Related Benefits (Bank Account in Japan) Instructions

※4枚複写ですので強く記入してください。（Please write strongly as there are 4 copies.）

Date 2018 年
Year

1 月
Month

1 日
Day

郵便番号
Postal Code

（貯蓄預金口座は使用できませんのでご留意ください。
The fixed-amount savings account can not be used.)

　 The personal informaion contained herein will be used for the purpose of carring out the bank transfer and other accompanying services, and will not be used for other purpose.

記載区分

職員区分

所属
Affiliation 例）経理課支出係

1
月

Month

0 0 1 U

2
日
Day

※西暦でご記入ください。
　 Please write in AD.

住所
Address 例）　福岡県福岡市西区元岡744

フリガナ
Name in Katakana

例）　キュウダイ　タロウ

氏名
Name 例）　九大　太郎 ㊞

Signature

生年月日
Date of Birth 1997

年
Year

金融機関名
Bank Name 九大 銀行（Bank） ・ 信金（Shinkin） ・

信組（Shinkumi） ・ 農協（Nokyo）

金融機関
コード

支店名
Branch Name 元岡 本店（Head office） ・

支店・出張所（Branch office）

支店
コード

1 2 3 4 5

ウ

預金種別
Account Type 1  １. 普通

　　Ordinary Account
 2. 当座預金
　　Checking Account

口座番号
Account No.

口座名義
Account
Holder's Name

漢字
Kanji 九大　太郎

カナ
Katakana

キ ユ ウ

振 込 開 始 時 期

※口座番号のみ右詰でご記入ください。
　 Please fill in the account number right justified.6

個人番号

部門・研究室担当者名

タ ゛ イ タ ロ

部局名 担当者名 （内線番号） 備考

記入事項を訂正する場合は修正液等を使用せずに、
二重線で取消の上、訂正印を押印してください。
If you make a mistake, please correct with double lines and stamp or your signature. Do not 

use correction liquid or others.

新規登録の場合は太枠内の項目全て、
変更登録の場合は名前及び変更箇所を記入願います。
For new registration, fill in all items in the thick frame.

For update, please fill in your name and revised information.

1枚目と2枚目に押印又はサインをお願いします。
Please stamp or sign on the first sheet and the 

second sheet (for KU).

必ずご記入願います。
You must fill in here.

金融機関に関する事項は正確にご記入願います。
Please fill in the bank information correctly.

ゆうちょ銀行を振込先口座に選定された場合、

支店名には『店番』をご記入願います。

When you choose to use Yucho Bank (Japan Post Bank),

please fill the branch number in Branch Name field.

姓と名の間は、1マス空けてご記入願います。
Please leave one space between your first, middle and last name 

here.

灰色の網掛けの部分は部局担当者が記入してください。
The following items highlited in gray are for KU office use only. 


