海外から外 国 送 金 を 受 け 取 ら れ る お 客 さ ま へ
～被仕向送金に関するご案内～
いつも“へきしん”をご利用いただき誠にありがとうございます。
海外から碧海信用金庫の口座で送金を受け取られる（被仕向送金）際のポイントをご紹介し
ます。

１．海外の送金依頼人の方に、事前に受取情報をご案内ください。
受取人英文名、住所等のほか、以下の情報を送金依頼人に通知してください。

PAYING BANK
（受取銀行、支店名）
BANK ADDRESS
（銀行住所）

SHINKIN CENTRAL BANK, INTERNATIONAL OPERATIONS
CENTER , ACCOUNT WITH THE HEKIKAI SHINKIN BANK
8-1 KYOBASHI 3-CHOME,CHUO-KU,TOKYO JAPAN

SWIFT CODE
（スイフトコード）
※BIC コードと呼ばれることもあります。

ZENBJPJT

BENEFICIARY’Ｓ ＡＣＣＯＵＮＴ ＮＯ．
（受取人口座番号）

１５６０-○○○-□□□□□□□
（金融機関コード）＋（支店番号 3 桁の数字）＋（口座番号 7 桁の数字）

海外からご送金いただく際は、中継銀行（信金中央金庫外為センター）を経由して弊庫
のご指定口座に入金されます。必ず太字の情報を通知してください。

２．ご送金の受け取りに際しては、目的やご本人の確認をさせていただきます。
○ご送金の受け取りに際しては、マイナンバー（個人番号または法人番号）の届出が必要
です。
○｢外国為替及び外国貿易法｣に基づき、弊庫担当者からご送金受け取りの目的等を確認さ
せていただきます。また、確認事項に関する資料の提示をお願いする場合があります。
○運転免許証等の確認資料でご本人の確認をさせていただく場合があります。
○窓口に来店された方が代理人の場合、代理権を有することを確認させていただきます。
※上記を確認できない場合には、お取引をお断りさせていただく場合があります。

３．ご送金の受け取りには手数料がかかります。
弊庫所定の以下の手数料がかかります。
手数料
被仕向送金
手数料

1,500 円

取扱手数料

金額に対し 0.05％
（最低手数料 2,500 円）

説 明
全てのお取引について申し受けます。
円建取引又は為替の交換が起こらない取引の
場合に申し受けます。

※送金銀行の事情により上記１．の中継銀行以外の銀行を経由する場合には、別途手数料がかかること
があります。銀行により手数料の利率・料率等が異なりますので、金額等をあらかじめお示しするこ
とはできません。

【お問い合わせ先】
ご不明な点は、店頭または下記までお問い合わせください。
国際業務ｸﾞﾙｰﾌﾟ フリーダイヤル：0120-552-773 平日 AM9:00～PM5:00

（2020 年 8 月現在）

「被 仕 向 送 金 入 金 指 図 書 」（英 文 ・原 本 ）

Dear Customers,
Please ask your Bank t o c hannel your remittance through “ Shinkin
Central Ba nk, International Operati ons Center ” desig nating the paying
Bank as “ T he Hekikai Shinkin Bank, Head Office ”
◎Transacting Bank & Bra nch
S hinki n Cent ra l Bank, International Operations Cente r
Address : 8-1,Kyobashi 3-Chome ,Chuo-Ku,Tokyo 104-0031 Japan
Swift Code: ZENBJPJT

◎Account with Ba nk & Branch
T he Heki kai S hinkin Ba nk, Hea d Off ice

※If there is no appropriate s pace to fill in, please be sure to fill in
this bank na me on the section of t he message.
Account Holder ’ s Name
Na me :
Add res s:
Acc ount Number
□ J.YEN

No.

□ U.S. $

No.

□ EURO

No.

□

No.

We thank you for your c ooperation in this matter.
Yours faithfully

Authorized signature

「被仕向送金入金指図書」（和訳・記入例）

「被仕向送金入金指図書」和訳・記入例
Dear Customers,
Please ask your Bank to channel your remittance through “Shinkin Central Bank,
International Operations Center” designating the paying Bank as “The Hekikai Shinkin
Bank, Head Office”
私／当社宛の外国送金を取引銀行へ依頼する際は、受取人取引銀行を「碧海信用金庫 本店」、
経由銀行を「信金中央金庫 外為センター」として依頼してください。

◎Transacting Bank & Branch
Shinkin Central Bank, International Operations Center
Address: 8-1,Kyobashi 3-Chome,Chuo-Ku,Tokyo 104-0031 Japan
Swift Code: ZENBJPJT
経由銀行・支店
信金中央金庫 外為センター
住所：東京都中央区京橋 3 丁目 8-1
スイフトコード：ZENBJPJT
◎Account with Bank & Branch
The Hekikai Shinkin Bank, Head Office
※ If there is no appropriate space to fill in, please be sure to fill in this bank name
on the section of the message.
口座保有銀行・支店
碧海信用金庫 本店
※ 適当なスペースがない場合には、碧海信用金庫の名前をメッセージ欄にご記入くだ

さい。
◎Account Holder’s Name 口座名義・住所・口座番号
Name:

①

① ＡＢＣ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

Address:

15-1 Miyuki-Honmachi

英文により口座名義、住所をご記入下さい。

Anjo-city

Aichi-pref., Japan

Account Number

②

□
✔ J.YEN No.

③

1560－○○○－□□□□□□□

□ U.S. $ No.
□ EURO

No.

□

No.

_________
②受領を希望する通貨名の前にチェック表示して下さい。
③金融機関コード、支店番号及び口座番号をご記入下さい。

_________

We thank you for your cooperation in this matter.
外貨でのお受取をご希望の場合、
外貨普通預金口座が必要です。

Yours faithfully

④ ご署名欄

