
---------- Loyal Bank Limited ----------  

AMENDMENT TO THE BANK ACCOUNT CONTRACT
銀行口座契約修正

MULTI-CURRENCY ACCOUNTS 複数通貨口座

／大文字のローマ字で記入してください／
メモ；この改正案は でデジパス付き 口座のお客さんでいるまたはつに申し込んだ場合に受け取れます。

ご口座に次のデーターを供給してください。

Currency ISO code 通貨ISOコード
US$ Current Account no

Customer ID
お客様ID：

By signing this Amendment to Bank Account Contract  the Account Holder authorizes the Bank 
to open Current Account(s) designated in the following currencies: 銀行口座契約書修正に署名す
ることにより、口座名義人は、以下の通貨建ての当座預金口座を開設する権限を当行に付与することとします。

EURユーロ 9 7 8

/Please put a mark beside the currency in which you wish to open an account/  
口座開設を希望する通貨の横に印を入れてください。

GBP
英国ポンド

8 2 6

CHF
スイスフラン

7 5 6

JPY
日本円

3 9 2

Note:The first 12 digit of your Current Account number always remain the same, only the last 3  digit ISO codes 
change depending on the currency of the account. 注意：当座預金口座の最初の12桁は常に同じです。末尾3桁のISOコード
のみが、口座の通貨によって変わります。 Please use these codes when specifying the target Current Account when 
initiating SWIFT (wire) transfers to your Loyal Bank account from another Bank. 他行からLoyal Bankの口座にSWIFT(
電信)送金する際は、送金先当座預金口座を指定する時にこのコードを記入してください。

Herewith by signing this Amendment the Account Holder acknowledges that: 本修正に署名することに
より、口座名義人は以下を承認することとします：

現在の口座番号

USD 月額 8 4 0

USDまたはEUR複数口座に銀行カードを注文したいですか？                      はい　　いいえ

Loyal Bank USD

CNY 1   5   6



1. The same liabilities, legal aspects, terms and conditions as defined in the Bank Account Contract – 
except the bankcard conditions – apply to this Amendment.� 本修正には、当座預金口座契約書（キャッシュ

カードの条件は除く）の定義と同じ責任、法的側面、条件が適用されます。 
2. Bankcard(s) belong only to Current Accounts denominated in US dollars or EUR.�

銀行カードは現在の���または���口座に付いています。 
3. The Account Holder cannot close his/her/its Current Account denominated in US dollars or EUR unless 

he/she/it closes all accounts held in other currencies.
口座名義人は���と���で命名された現在口座を閉じることが出来ない、お客さんは他の通貨での全口座を閉じるしない限り。 

4. Statements of Multi-Currency Accounts opened as per the present Amendment shall be provided in 
the same way as statements for US$ Current Accounts.� 本修正に基づいて開設した複数通貨口座の明細

書は、米ドル当座預金口座の明細書と同様の方法で送付されるものとします。  
 

Kingstown, St. Vincent�セントヴィンセント、キングスタウン

Date 日付:................................ 
 
For and on behalf of the Bank 当行代表  For and on behalf of the Account Holder 口座名義人代表

Name 氏名................................................................  Name 氏名.........................................………......................... 
 
 
.........................................................................  ...................................................………......................... 
 Authoris ed Signatory 署名権者 � � � � � � � � � � �Account Holder/Authorised Signatory 口座名義人／署名権者 
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