
海外送⾦をする 
 

① 窓⼝で 
② ATM で 
③ Net で 

（銀⾏窓⼝）海外送⾦時に銀⾏に持参するもの 
                    または 
         Net Banking を利⽤する場合 

送⾦⽅法 ① 送⾦⼿数料 
② 外貨建て送⾦⼿数料 

ゆうちょ銀⾏ 

 
※⼊国後３ヶ⽉未満
を証明するパスパート
があれば短期滞在者
でも送⾦が可能 

① ○ 
② × 
③ × 

・送⾦先：送⾦先銀⾏名、⽀店名、⽀店住所、銀⾏番号、SWIFT コード
(BIC or IBAN)、都市名、国名、 
⼝座番号、⼝座名義、受取⼈の住所、電話番号 

・振込資⾦ 
・本⼈と確認出来る物 
（運転免許証、パスポート、在留カード、保険証等） 
・通帳、印鑑（⼝座間送⾦の場合） 

・⼝座あて送⾦ 
（現⾦→⼝座） 
 
・⼝座間送⾦ 
（⼝座→⼝座） 

① 円普通預⾦から 
円現⾦持ち込み 
2500 円/1 件 

② 不要 

常陽銀⾏ 

 
※在留カードがあり⼝
座を開設している⽅ 

① ○ 
② × 
③ × 

・送⾦先：送⾦先銀⾏名、⽀店名、⽀店住所、銀⾏番号、SWIFT コード
(BIC or IBAN)、都市名、国名、 
⼝座番号、⼝座名義、受取⼈の住所、電話番号 

・振込資⾦（通帳、お届印） 
・送⾦資⾦の原資を確認できる資料（給与明細等） 
・本⼈と確認出来る物（運転免許証、在留カード、保険証等） 

・⼝座間送⾦ 
（⼝座→⼝座） 

① 電信送⾦の場合 
4500 円 
送⾦⼩切⼿の場合 3500 円 

② ご送⾦額×0.05%（最低額
2500 円） 

セブン銀⾏ 

 
※⼊国後６ヶ⽉以上
在留している⽅で在留
カードが必要 

① × 
② ○ 
③ ○ 

ステップ１ Web site: http://www.sevenbank.co.jp/soukin/es/ 

セブン銀⾏に下記を発送する 
・申込書  ・在留カードのコピー（両⾯） 
ステップ２ 
⾃宅に仮暗証番号等が届くので暗証番号を変更し,送⾦資⾦を⾃分のセブン
銀⾏⼝座に⼊⾦する 
ステップ 3 
ATM またはインターネットバイキングから海外送⾦をする 
（原則 24 時間 365 ⽇送⾦可能！） 

・⼝座間送⾦ 
（⼝座→⼝座） 

990 円〜7000 円 
送⾦資⾦、受取国により違う 
（例えば 50,000 円の場合は
1500 円、100,000 円の場合は
2000 円か 3000 円） 

    
 
 
 
 

  
① 下記銀⾏の海外送⾦⼿数料と関係銀⾏⼿数料(受取⼈取引銀⾏または送⾦の経由銀⾏で発⽣する⼿数料を依頼⼈負担とした場合にかかります) 

シティバンク：2000 円、三菱東京 UFJ 銀⾏：3500 円、新⽣銀⾏：4000 円、みずほ銀⾏：5500 円、りそな銀⾏：6000 円。 
② 関係銀⾏⼿数料：約\2500(依頼⼈負担とした場合にかかります)  

2015, March 25. KEK Users Office 



 
Overseas 

 Remittance 

Accept; 
①at the Bank 
②ATM 
③Internet 

 

what you need to overseas remittance at the Bank 
or 

How to send money on the net banking or ATM(Seven bank) 

How to 
Remittance 

①Service fee 
②In foreign currency 
  remittance fee 

Yucho Bank 
(Japan post Bank) 

 

① ○ 

② × 

③ × 

・Name of foreign bank and branch and branch address.  

・Foreign Bank number (International routing number), 

・ SWIFT code or  BIC（Bank Identifier code) or IBAN 
（International Bank Account Number) 

・Transit Number (Branch number) 

・Foreign Bank account number 

・Name and address of bank account holder. 

・ Remittance many（Account book、Inkan /Yen cash ） 

・ Passport or Residence Card or Driver license 

 

・Cash of yen  

  ↓  

Foreign 

Bank account. 

 

・Japan Post  

Savings account 

↓  

Foreign Bank  

account 

①2500 yen  

②Unnecessary 

Joyo Bank 
 

※Residence Card 

is necessary 

※Residence 

Card is  

necessary 

① ○ 

② × 

③ × 

・Name of foreign bank and branch and branch address.  

・Foreign Bank number (International routing number), 

・ SWIFT Code   ・Transit Number (Branch number) 

・Foreign Bank account number 

・Name and address of bank account holder. 

・Document (pay slips) which can identify the financial funds of the 

  remittance fund 

・ Residence Card or Driver license, Account book、Inkan 

Joyo Bank  

savings 

account  

  ↓ 

Foreign Bank  

account 

 

①Telegraphic transfer 

4500yen 

Remittance check 3500 yen 

②Remittance×0.05% 

（Minimum amount 2500yen） 

 

Seven Bank 

※Residence Card 

is necessary 

① × 
② ○ 
③ ○ 

Step1. Open a Seven Bank account and apply for the international money 

transfer service agreement. Send out Application form, Residence Card Copy 

Step2．Three items will be sent to your address separately 

Step3．Deposit the money to be transferred and transfer money through an 

ATM or Internet Banking 

 990 yen〜7000 yen 

The fees are different by a 

remittance fund, a receipt 

country. 

 
 
 

   

※Remittance is possible even if 

there is no bank account at a  

temporary resident. However, 

the passport which proves less 

than 90 days from entrance into 

Japan is required. 

Overseas remittance fee of Other Banks；Sumitomo Mitsui Banking: 3000yen or 3500yen, City Bank：2000yen、Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ：3500yen  
Shinsei Bank：4000yen、 Mizuho Bank：5500yen, Resona Bank：6000yen 

■Bank charge concerned: about 2500yen.(When you consider related bank charge as a burden.) 2015, March 25. KEK Users Office 


