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香港現地でお金を預け入れる場合
≪１≫HSBC香港の窓口で現金を預け入れる
HSBC 香港の本支店の窓口へ行くことができるなら、
窓口で、日本円、香港ドル、米ドルなど、様々な通貨を現金で預け入れることができます。
英語でのやりとりに不安をお持ちの方でも、ご用意するもの３点を
窓口へお持ちいただきますと、カンタンに預け入れを行うことができます。
窓口へ行く前に、ご用意するものや、各種の手数料について確認しておきましょう。
ご用意するもの

１．キャッシュカード（ATM カード）

（３点）

２．パスポートまたは香港 ID カード
３．預け入れる現金

預け入れ可能な

香港ドル

Hong Kong Dollar (HKD)

通貨（１１種類）

日本円

Japanese Yen (JPY)

米ドル

US Dollar (USD)

ユーロ

Euro (EUR)

英ポンド

Pound Sterling(GBP)

スイスフラン

Swiss Franc (CHF)

オーストラリアドル

Australian Dollar (AUD)

ニュージーランドドル

New Zealand Dollar (NZD)

シンガポールドル

Singapore Dollar (SGD)

カナダドル

Canadian Dollar (CAD)

タイバーツ

Thai Baht (THB)

※「香港ドル以外は紙幣のみ」預け入れ可能です。
必要な一言

「Deposit, please」（デポジット プリーズ）＝預け入れてください。
これだけ伝えれば、銀行員が手続きを進めてくれます。
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香港現地でお金を引き出す場合
≪１≫HSBC香港の窓口で現金を引き出す
HSBC 香港の本支店の窓口へ行くことができるなら、
窓口で、日本円、香港ドル、米ドルなど、様々な通貨の現金を引き出すことができます。
※１０万円以上の日本円を引き出す場合は、３営業日前までに予約をしておくと、準備をし
てくれます。
法人口座専用サービスホットライン (852) 2748 8288
英語でのやりとりに不安をお持ちの方でも、ご用意するもの２点を
窓口へお持ちいただきますと、カンタンに引き出しを行うことができます。
窓口へ行く前に、ご用意するものや、各種の手数料について確認しておきましょう。
ご用意するもの

１．キャッシュカード（ATM カード）

（２点）

２．パスポートまたは香港 ID カード

引き出し可能な

香港ドル

Hong Kong Dollar (HKD)

通貨（１１種類）

日本円

Japanese Yen (JPY)

米ドル

US Dollar (USD)

ユーロ

Euro (EUR)

英ポンド

Pound Sterling(GBP)

スイスフラン

Swiss Franc (CHF)

オーストラリアドル

Australian Dollar (AUD)

ニュージーランドドル

New Zealand Dollar (NZD)

シンガポールドル

Singapore Dollar (SGD)

カナダドル

Canadian Dollar (CAD)

タイバーツ

Thai Baht (THB)

※日本円で引き出し可能な紙幣は、基本的に「１万円札のみ」ですが、
HSBC 香港の店舗に「千円札や五千円札」の在庫があれば、対応いた
だける可能性があります。
必要な一言

「Withdrawal, please」（ウィズドロー プリーズ）
＝引き出してください。
これだけ伝えれば、銀行員が手続きを進めてくれます。
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香港現地で現金を両替する場合
≪１≫HSBC香港の窓口で現金を両替する

手持ちの日本円の現金を、香港ドルの現金に両替して手に入れる手順をご紹介します。
HSBC 香港は個人口座と法人用口座カウンターが区別されています。
法人口座の手続きは法人用カウンターで行ってください。
英語でのやりとりに不安をお持ちの方でも、ご用意するもの３点を
窓口へお持ちいただきますと、カンタンに両替を行うことができます。
窓口へ行く前に、ご用意するものや、各種の手数料について確認しておきましょう。
ご用意するもの

１．キャッシュカード（ATM カード）

（３点）

２．パスポート、香港 ID カード
３．現金

両替可能な通貨

香港ドル

Hong Kong Dollar (HKD)

（１2 種類）

日本円

Japanese Yen (JPY)

米ドル

US Dollar (USD)

ユーロ

Euro (EUR)

英ポンド

Pound Sterling(GBP)

スイスフラン

Swiss Franc (CHF)

オーストラリアドル

Australian Dollar (AUD)

ニュージーランドドル

New Zealand Dollar (NZD)

シンガポールドル

Singapore Dollar (SGD)

カナダドル

Canadian Dollar (CAD)

タイバーツ

Thai Baht (THB)

人民元

Renminbi（RMB）

※「香港ドル以外は紙幣のみ」両替可能です。
必要な一言

「Exchange, please」（エクスチェンジ プリーズ）
＝両替してください。
これだけ伝えれば、銀行員が手続きを進めてくれます。
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HSBC法人口座基礎情報
＜HSBC 法人口座の種類＞

預金通貨

Business Direct

Business Vantage

Business Vantage Plus

ビジネスダイレクト

ビジネスバンテージ

ビジネスバンテージプラス

香港ドル（普通、当座）、米ドル、ユーロ、日本円、ポンド、スイスフラン、カナダドル、
オーストラリアドル、ニュージーランドドル、シンガポールドル、タイバーツ、人民元

外貨定期

○

○

○

投資口座

○

○

○

ATM カード

○

○

○

○

○

○

インターネット
バンキング
•25,000 香港ドル以上
無料

•500,000 香港ドル以上

•680 香港ドル

無料

以下の条件により無料

•100,000-500,000

•1,000,000 香港ドル＋

香港ドル未満

過去６ヶ月の取引額 1,000,000 以上

月額口座
•25,000 香港ドル未満
維持手数料
50 香港ドル

100 香港ドル

•1,000,000 香港ドル＋

３ヶ月平均残高
•100,000 香港ドル未満
200 香港ドル

過去６ヶ月に電子送金 48 回以上
•2,000,000 香港ドル以上

0-3 回取引 無料
カウンター
4 回目以降取引

条件なし

条件なし

無料

無料

利用
1 回あたり 10 香港ドル
開設手数料

500 香港ドル

海外法人手数料

2,000 香港ドル
主にインターネット
支店窓口を利用した

メリット

バンキングで

送金手数料他割引あり
手続きが多い会社向き

決済する会社向き
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Producted by

定価 :

本体

10,000 円 ＋税

