日本語・英語

Western Union® International Money Transfer Service via Convenience Store s
コンビニ・ウエスタンユニオン国際送金サービス
Send this sheet
I d e n t i f i c a t i o n D o c u m e n t s C h e c k S h e e t ／本人確認書類チェックシート
(こちらも送ってください)
Check the boxes of the ID documents you are going to enclose with the User Registration Form, then also enclose this sheet.
事前登録申請書に同封する本人確認書類にチェックして、このシートも同封してください。
※All enclosed ID documents must show the same name, address, and birth date as stated in this form. Please note that these documents will not be returned.
※お申込人と同一のお名前、住所、生年月日が表示されているものを同封願います。お送りいただきました書類は一切返却いたしません。予めご了承ください。

For Japanese／日本国籍の方
下記（a）～（e）の中からコピー１通を申請書類と一緒に同封してください。
（a）□ 運転免許証（表面と裏面のコピーが必要です。運転履歴証明書でも可）
（b）□ パスポート（顔写真と番地までを含む詳細な住所の記載面が必要です）
（c）□ 各種健康保険証（ただし、この場合は下記の【補足書類】のうち、いずれかひとつの追加提出が必要です）
（d）□ 住民基本台帳カード（表面と裏面のコピーが必要です。写真付きのものに限ります）
（e）□ 身体障害者手帳（顔写真と氏名・住所・生年月日の記載面が必要です）

For foreign nationals／外国国籍の方
① If you have a Residence Card ／ 在留カードをお持ちの方
□
※

Enclose a copy of your Residence Card (front and back) together with the Form.
在留カードの表面と裏面のコピーを申請書類と一緒に同封してください。
If your current address is different from the one on your Residence Card, also enclose one of the supplementary documents described at the
bottom of this sheet.
在留カードに記載の住所が現住所と異なる場合は、下記の【補足書類】のうち、いずれかひとつの追加提出が必要です。

※

② If you have a Certificate Alien Registration (if you do not have a Residence Card yet) ／
外国人登録証をお持ちの方（在留カードへの切り替えがまだの方）
※All applications from June 2015 onwards require your Residence Card even if your Registration is valid until July 8, 2015.
※ただし、2015 年 6 月以降にお申込みされる場合は、2015 年 7 月 8 日まで有効な外国人登録証でも、切替後の在留カードを提出してください。

If the Certificate of Alien Registration (Alien Card) shows your name in the English alphabet ／
外国人登録証に記載のお名前がアルファベット表記の方
□

Enclose a copy of your Residence Card (front and back) together with the Form.
在留カードの表面と裏面のコピーを申請書類と一緒に同封してください。

If the Alien Card does not show your name in the English alphabet ／
外国人登録証に記載のお名前がアルファベット表記ではない方
□

Enclose a copy of your Alien Card (front and back) and also a copy of your passport together with the Form.
外国人登録証明書（表面と裏面のコピーが必要）とパスポートのコピーをそれぞれ１通ずつ申請書類と一緒に同封してくださ
い。

※If your current address is different from the one on your Alien Card, also enclose one of the supplementary documents described at the bottom of
this sheet.
※外国人登録証に記載の住所が現住所と異なる場合は、下記の【補足書類】のうち、いずれかひとつの追加提出が必要です。

③ If you are a foreign embassy staff member ／ 在日大使館に勤務する外国人の方
Enclose either (a) or (b) together with your application form.
下記（a）または(b)のいずれかを申請書類と一緒に同封してください。
MOFA ID card with your photo, name, address, and date of birth.
（a）□
外務省発行の写真付身分証明書で、氏名、住所、生年月日が記載されているもの。
If you do not have the MOFA ID card, enclose a copy of your Residence Card (front and back) with the Form.
An ID issued by your embassy will not be accepted.
（ｂ）□
上記（a）以外の方は、在留カードの表面と裏面のコピーを申請書類と一緒に同封してください。（大使館発行
の身分証明書ではお申込みいただけません）
※If the MOFA ID with your photo does not show your address, also enclose one of the supplementary documents with your name and address
described below.
※上記（a）外務省発行の写真付身分証明書に住所の記載が無い場合は、申込人の氏名、現住所が確認できる下記の【補足書類】のうち、いずれかひと
つの追加提出が必要です。

Supplementary documents: these must show your name and the current address, and also must not be dated older than six
months.
a. National, local, or vehicle tax receipt.
b. Residence certificate.
c. National Pension Handbook (nenkin techou).
d. Seal registration certificate (inkan shoumeisho).
e. Public pension payment certificate (kouteki nenkin shiharai shousho).
【補足書類（①～⑤までは、いずれも 6 ヶ月以内のもので、本人名義、現住所が確認できるもの）】
①国税、地方税、自動車税の領収書 ②住民票 ③国民年金手帳 ④印鑑証明書 ⑤公的年金支払証書
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