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（１） お客様情報 

お名前  会社名  

メールアドレス  メールアドレス（確認用）  

住所  

電話番号  携帯電話番号  

 

 

（２） 会社国籍 

□ セーシェル法人     □ アンギラ法人     □その他法人     

 

 

（３） 香港法人設立種類 

□ 新規法人設立 （新たに会社を設立する場合）   □ シェルフカンパニー購入 （すでに設立済みの会社を購入する場合） 

 

 

（４） 会社名 （会社名付けの無料アドバイスを行っています。お気軽にご相談ください。） 

 英語名 中国語名（ご希望の場合） 

第一希望 Limited 有限公司 

第二希望 Limited 有限公司 

第三希望 Limited 有限公司 

 

 

（５） 会社情報 

簡単なビジネス概要 （例：貿易業）  

資本金 

□ 通常の授権資本金で設定 （実際に振り込む必要はありません） 

※BVI：USD50,000.-   セーシェル：USD100,000.-  アンギラ：USD50，000.- 

□ その他               米ドル 
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（６） 役員情報 

姓名／会社名（英語） 住所 国籍 パスポート番号／HKID 番号

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

□ 役員ノミニー(名義上の役員)を希望 

 

 

（７） 株主情報 

姓名／会社名（英語） 住所 国籍 パスポート番号／HKID 番号 株数 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

□ 株主ノミニー（名義上の株主）を希望 
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（８） 銀行口座 

下記よりご希望の銀行をお選びください。 

□ HSBC 銀行   □ Hang Seng 銀行 □ Standard Chartered 銀行   □その他             

 

銀行口座サイン権限者 

□ 下記権限者のうち 1 名でのサインで取引 □ 下記権限者の共同サインで取引 

お名前 関係 お名前 関係 

 □役員、□株主、□その他  □役員、□株主、□その他

 □役員、□株主、□その他  □役員、□株主、□その他

 □役員、□株主、□その他  □役員、□株主、□その他

 

その他銀行への申請 

□ 投資口座開設の申請サポート  □ クレジットカードの申請サポート 

 

 

（９） 会社設立書類コピー一式の郵送先 

□ HK Business Solution Ltd にて一時的に保管 

□ （１）で記載した現住所 

□ 上記以外の住所           
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