
様式 Form 2 
（外国人招へい研究者 2020） 

（注）採用期間開始日 1ヶ月前までに、電子メールで提出。 
1ページ目を印刷し、受入研究者の自署又は押印、及び外国人招へい研究者のサイン後にメールに添付して提出するこ
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(Note) Submit the form by email 1 month prior to the starting date of fellowship 
Print out the form page 1 and submit it as an email attachment after the Host signs or stamps it and the Fellow signs it. 
(An electronic signature is also acceptable.)  
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Fellowship ID：  年  月  日 

  YYYY/MM/DD 

独立行政法人日本学術振興会会計課長 殿 
To: Head of Accounting Division, JSPS 

 

銀行口座届 
Notice of Bank Account 

 

受入研究機関・部局・職 
Name of Host Institution, Department and Title 

 

受入研究者氏名 
Host Researcher’s Name 

 印 

外国人招へい研究者氏名 
Fellow’s Printed Name 

 

外国人招へい研究者サイン 
Fellow’s Signature 

 

 
外国人研究者招へい事業（外国人招へい研究者）について、下記のとおり滞在費を受け取る銀行口座等を報告します。 
また、外国人招へい研究者は、滞在費を受け取ることのできる本人名義の銀行口座等を日本国内に有しない場合、受入研究

者名義の口座での受領を受入研究者に委任するとともに、受入研究者は受任します。 
The Fellow designates the following bank account for the deposit of his/her allowances. 

To Fellow: JSPS will deposit Fellows’ allowances in either a bank account opened by the Fellow in Japan or the Host’s bank account. If you 

do not have one, request your Host to let you use his/her bank account. To Host: Accept the Fellow’s request to use your bank account. 

 
記 

（１）受領口座/ Check the Applicable Bank Account  ※裏面注意事項有り Confirm the notice on the following page 

   □ 受入研究者口座/ Host Researcher’s Bank Account 

   □ 外国人招へい研究者口座/ Fellow’s Bank Account 

（２）受領口座情報/ Bank Account Information 

銀行名 

Name of Bank 
 

支店名 

Name of Branch 
 

支店番号 

Branch Code Number 
 

口座種別 
Type of Account 

□ 普通/ Savings Account 

□ 当座/ Checking Account 

口座番号 

Account Number 
 

口座名義 

Name of Account Holder 
 

口座名義フリガナ 

Holder’s Name in “kana” 
 

 
受入研究機関事務担当者記入/ Filled in by Host Institution 

部署・氏名  印 電話番号  
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【注意事項 Notice】 
 
支払い手続きを確実に行うために、本様式とともに、以下の確認書類（①＆ [②又は③] ）の提出をお願いします。 
① キャッシュカードのコピー 
② 預金通帳の表紙裏（内側）にある、支店番号、口座番号、名義人名が明記されているページのコピー 
③ 【預金通帳を発行しない銀行口座を指定する場合】インターネットバンキング内の、支店番号、口座番号、名

義人名が確認できる画面のコピー 
※名義人名等以外の個人情報は黒塗りにしてご提出ください。 
※日本人研究者の口座を振込先に指定する場合には、これらの書類の添付は不要です。 
 
Fellow and non-Japanese Host must attach the following documents (①& [②or③] ) to ensure the remit 
procedure. 
① Copy of ATM card 
② Copy of your bankbook showing the branch number, account number and the name of the account holder 

(not the front cover). 
③ 【When specifying a bank account that does not issue a bankbook】Copy of the page with the branch 

number, account number and the name of the account holder in the Internet Banking. 
※Personal information other than your account name etc may be painted in black. 
※Japanese researchers do not need to submit them. 
 


