必ずお読みください

外国送金依頼書兼告知書へ

外国送金手続きのご案内（当座預金口座をお持ちのお客様専用）
外国送金には当座預金口座の開設が必要となります。口座をお持ちでないお客様はお問い合わせください。
また、ご来店は不要ですが、外国送金の都度「外国送金依頼書兼告知書」のご提出が必要です。

ご送金までの手順

❶ 当行所定の「外国送金依頼書兼告知書」を〈記入例〉を参考にご記入ください。
❷ ❶ の「外国送金依頼書兼告知書」を当行（東京支店）宛にご郵送ください。

郵送先：〒100 - 6333 東京都千代田区丸の内２-４-１ 丸の内ビルディング33階
オーストラリア・ニュージーランド銀行 東京支店 パーソナルバンキング送金係

「外国送金依頼書兼告知書」の当行への到着と、
前営業日のお客様の当座残高を確認次第、送金手続をいたします。

❸

「外国送金依頼書兼告知書」のご 指示に基づき、当行のT TSレートにて指定 通貨に換算して送金いたします（為替相場の変動に
より日中TTSレートを変更する場合がありますので、ご注意ください）。
なお、ご本人確認の為、送金計算書を転送不要の簡易書留郵便で、お届けのご住所へ郵送させていただく場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
ご不明な点は、お申し込みされる前にお電話にてお問い合わせください。
送金日時につきましては、送金処理状況により遅れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

手数料
● 当行にお預入れ資金を他行に出金するための取扱手数料及び電信料は全額免除致します。

受取銀行や中継銀行（含むANZ本店等）にて発生する手数料はお客様負担となります。

● 円建て送金の場合は、別途ご照会ください。

● 外国送金は、現地で別途入金手数料が差し引かれます。

オーストラリア・ニュージーランド銀行

anz.co.jp

Aus tr a lia an d N ew Ze alan d B ank in g G ro up Lim i te d AB N 11 0 05 357 522

［商号］オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド（銀行）［登録金融機関］関東財務局長（登金）第622号 ［加入協会］一般社団法人全国銀行協会・日本証券業協会

東 京 支 店
＊大

阪 支 店

〒100-6333 東京都千代田区丸の内ニ丁目 4 番 1 号 丸の内ビルディング 33 階
〒530-0001 大阪市北区梅田ニ丁目 2 番 2 号 ヒルトンプラザ ウエスト オフィスタワー17 階

TEL. 03-6212-7777
TEL. 06-6456-1231

＊2022年10月以降は東京支店にご連絡ください。

外国送金依頼書兼告知書〈記入例〉

＜海外送金＞

当該ファイルをプリントして黒のボールペンでご記入下さい。
（英文は大文字(CAPITAL）
・活字体
（BLOCK LETTER)でご記入下さい)
PC画面上で必要項目をカーソルで選択し、入力してからプリントいただくことも可能です。
＊PC画面上で入力される場合、各項目ごと文字数制限がございます。入りきらない場合お手数ですが手書きで追記をお願い致します。

「お支払方法 送金元本・手数料」
引落口座種別をお選び下さい
（当
座、定期、等）
通貨をお選び下さい

当座預金以外の場合、預金番号も

ご記入下さい

「お支払方法 口座番号」

「ご送金種類」

123321

口座番号をご記入下さい

「受取人取引銀行名」

送金種類をお選び下さい

ANZ BANK

＊英字記入

受取人の口座のある銀行名、

SURFERS PARADISE BR

SHOP G017 CAVILL LANE, 3113
SURFERS PARADISE BOULEVARD

支店名、住所、都市名、国名を

ご記入下さい

SURFERS PARADISE

「受取人口座番号」
「受取人口座名義」＊英字記入

ANZBAU3M
014704

「スイフトコードまたはBICコード」
「銀行コード等」
受取人取引銀行の銀行コード等

をご記入下さい

＊日本国内向けの外貨建送金は

AUSTRALIA

スイフトコードのみご記入下さい

9876-54321

「送金金額」
「手数料」
「送金通貨」

MARUNOUCHI TARO

「受取人住所」＊英字記入

AUD

都市名・国名も必ずご記入下さい

100,000.00

2-4-1 MARUNOUCHI CHIYODA-KU

「送金目的」＊英字記入

TOKYO

送金目的をお選び下さい

送金金額をご記入下さい

手数料込みか別かをお選び下さい
送金通貨をご記入下さい

JAPAN

ＡＵＤ オーストラリアドル

AUD

投資またはその他の場合、内容

ＮＺＤ ニュージーランドドル
ＵＳＤ アメリカドル

を具体的に英文でご記入下さい

ＣＡＤ カナダドル

＜輸入・仲介貿易の場合＞

ＥＵＲ ユーロ

品名、原産地、船積地、仕向地をご

ＧＢＰ イギリスポンド

記入下さい。許可等の要不要を確

ＦＪＤ フィジードル

認の上、許可要の場合、許可番号
及び日付をご記入下さい

MARUNOUCHI TARO

「依頼人氏名」＊英字記入

100 6333

「依頼人住所」

漢字でご記入（または入力）
して

東京都千代田区丸の内 2-4-1

下さい。

丸の内太郎

「依頼人氏名」
「届出印鑑または届出サイン」

010-1111-2222

下 記 条 項を確 認 のうえ、お名 前

（自署）
をご記入、届出印鑑または
届出サインをして下さい。また必

ず日中連絡可能な電話番号をご
記入下さい。

訂正方法
ご記入箇所を書き損じた場合は、

例：電話番号を書き間違えてしまった場合

次の方法で訂正して下さい。

❶ 訂正する箇所に二重線を引いて下さい。
❷ A お届出がご印鑑の場合

010-1111-2222
丸
0 1 0 - 1 1の
11-2220
内

❷ B お届出がサインの場合

010-1111-2222
010-1111-2220

本書類は必ずご郵送下さい。Eメール、FAXでは受け付けできません。

外国送金依頼書兼告知書

入力機能付きPDF

Application for Remittance with Declaration

Australia and New Zealand Banking Group Limited

TO: オーストラリア・ニュージーランド銀行

枠内に必要事項をご記入下さい。太線内 は必須項目です。

Please Fill Out the Thick-lined Space in Block Letters

送金方法は電信送金、送金の形態は口座入金とします。

ここをクリックすると印刷できます

＊当行にお預入れ資金を他行に出金するための取扱手数料及び電信料は全額免除致します。
受取銀行や中継銀行（含むANZ本店等）にて発生する手数料はお客様負担となります。

Ｆｅｅｓ

送金元本 手数料
お支払方法

口座番号 AC#

Ｐｒｉｎｃｉｐａｌｓ

お支払方法 in Settlement

□当座預金から（Current AC）通貨（CCY）
（□JPY・□AUD・□USD・□その他

）

□その他（Others）
（

）

□定期預金から（TD） 預金番号 Deposit#（

□送金元本と同じ口座から（Same as principal）
□当座預金から（Current AC） 通貨名CCY（□JPY・□AUD・□USD・□その他

ご送金種類
✔ 海外送金 Overseas Transfer
□
□ 国内外貨建送金 Domestic Transfer to Other Bank
□ 行内振替 Domestic Transfer within Our Bank

）

）

支払に際し、支払銀行より手数料を徴求される場合は送金受取人負担といたします。ご依頼人負担とされる場合にはAにチェックをお付け下さい。
別途手数料が2,500円かかります。 Paying Bank s charge, if any, are for account of Beneﬁciary

受取人取引銀行名

支店名

Paying Bank

スイフトコードまたは BIC コード

Branch

SWIFT CODE or BIC CODE

銀行住所

Bank Address

銀行コード BSB, Sort Code, ABA, Transit No, 等

〔都市名 City

※ 海外の銀行では、受取人名義等を照合せず口座番号のみ
で自動入金される場合があります。受取人口座番号の記入
には特にご留意ください。

〕
〔国名 Country

〕

受取人口座番号

Beneﬁciaryʼs ACCT Number

この項目は英字と数字で記入してください︒

照合番号

PB

Our Ref.

受取人口座名義

日本円

Beneﬁciaryʼs Account Name

円相当
Yen Equivalent

送金金額 JPY

Remittance
Amount
外貨通貨
FCY

受取人住所

Beneﬁciaryʼs Address

--

手数料

〔都市名 City

〕
〔国名 Country

〕送金通貨 CCY
-〔

メッセージ
（英文字で）
Message to Beneﬁciary (Max.50 Characters)

輸入 /

自身の滞在費
OWN LIVING EXPENSE

預金
DEPOSIT

投資/具体的に
INVESTMENT/SPECIFY

仲介貨物代金 (PAYMENT FOR IMPORT GOODS / INTERMEDIARY TRADE)

商品の品目 (MERCHANDISE)

送金金額 Amount

〕

原産国
（国名）
PLACE OF ORIGIN

円換算額 Yen Equivalent
その他/具体的に
OTHER/SPECIFY

船積地
（都市名）
PLACE OF SHIPMENT

取扱手数料

仲介貿易/仕向地
（国名）
PLACE OF DESTINATION

Lifting Charge

電信料

「外国為替及び外国貿易法」
に基づく許可等 (LICENCE)
不要 (NOT NECESSARY)

別
Additional

為替相場 FX Rate

送金目的 Purpose of Remittance
親族の生活費
SUSTENANCE OF
FAMILY MEMBER

込み
Included

Fee

Cable Charge

要 (NECESSARY)

日付 (DATE)

許可番号 (LICENCE NO.)

手数料
Charge

依頼人氏名（英字）

媒介手数料

Intermediary Charge

Applicantʼs Name in English

他行手数料

依頼人住所

Applicantʼs Address

合計

Charge Total

合計額

Total Amount

依頼人氏名

Applicantʼs Name

届出印鑑または届出サイン Seal/Signature

☎

印鑑照合

この項目は漢字もしくは数字で
記入してください︒

Bank Charge

（日中連絡先） 「取引規定」確認

私 / 当社は貴行への送金依頼にあたり、『外国送金取引約定』および下記条項に同意のうえ
申込いたします。

I/WE request you to the above remittance subject to ”the term and conditions of foreign remittance transaction”
and agree to the following clauses.
「内国税の適切な課税確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第３条により上記内容を告知します。
北朝鮮、
キューバ、
イラン、
シリアの 4 か国、
クリミア、
ドネツク、
ルガンスクの３地域とは一切関係ないことを確認します。

I/WE Hereby declare the required items pursuant to article 3 of the law on reporting requirements on cross
border payments and receipts for the tax law compliance.
I/WE Conﬁrm that this remittance has no connection whatsoever beneﬁciary and purpose, for following four
countries of North Korea, Cuba, Iran, Syria, and three regions of Crimea, Donetsk and Luhansk in any way.

※お客様のお申し込みの内容によりましては、弊行にてご依頼をお受けできない場合がありますのでご了承ください。

Australia and New Zealand Banking Group Limited ABN 11 005 357 522

MKT

ID確認
MOF確認
調

書

OPS

MKT CHK

Prepared

済

未（

）

不要

要（

）

済

未（

）

不要

要（

報告書

不要

要

受付方法

郵送

店頭

Checked

担当者

チェック

）
国際収支項目
（

）

JD（

）

SUBIT

TRIGER/
DELETE
RMA

／

Letter
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