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海外送金のペイフォレックス
PayForex海外送金は、取扱通貨は30種類以上。世界200以上の国・地域

の銀行口座へ送金可能で、送金先は限定しません。



取引の流れ
安い、早い、安心、簡単、便利
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取引有効手続き
取引有効手続き後、本人確認書類と個人番号（マイナンバー）または法人番号
を確認できる書類をご提出ください。

入金
送金資金は日本円で受け付けとなります。
１銀行振込 ２コンビニ入金 ３Pay-easy(ペイジー）ATM ４スピード入金

送金
送金先、送金通貨、送金金額、送金目的などを入力し、取引パスワードを
入力して送金依頼をします。

口座開設
メールアドレス、もしくは携帯電話番号で簡単にユーザー登録できます。入会
金・年会費は一切かかりません！まずはお気軽にお試しください。



01. 02 ユーザー口座開設
まずは、ユーザー登録（口座開設）をする必要があります

手数料無料から送金できます

安い送金手数料

http://www.payforex.net/

スマートフォンでお申込み

送金の受付けから２～３営業日

で受取可能です。

２～３営業日で受取可能

好きな時間に、好きな場所から

送金

365DAYS*24Hours

+81 3 6809 2785  (営業日 9:30-18:30)

電話でのお問合せ

お問い合わせ方法 サービスの特徴

24

FREE



ご利用メリットット①
メールアドレスを

ご入力してください。 ②
同じメールアドレスを
再度ご入力ください。 ③

届いたメールの
リンクを開きます。

⑤
「口座有効化」をクリックし
て、アカウント開設します。 ⑥

④
パスワードを設定します。
（文字と数字の組み合わせ)

ご利用メリット⑦個人口座を選択します。 情報を入力してください。

メールアドレスでのお申し込み 1/3



開設の手順

国籍選択

氏名

性別

郵便番号、都道府県

住所

電話番号

職業

年収

秘密の質問と答え

⑨
「同意」にチェックし、

登録ボタンをクリックします。 ⑩
ファイルを選択し、

次へ(表面アップロード） ご利用メリットご利用メリット⑪
ファイルを選択し、

次へ(裏面アップロード）

メールアドレスでのお申し込み 2/3



ご利用メリット⑫ 本人確認のための書類

⑬ 書類が審査されるまで
お待ちください。（1～2営業日）

封筒郵送

取引パスワードは
6桁の数字です。

取引パスワードがお手元に届きます。

同封資料

メールアドレスでのお申し込み 3/3

⑭ 不在届

•1.ご本人を確認できる書類
2種類

運転免許証、パスポート、在留カード
など

•2.マイナンバーを確認できる書類
1種類

通知カード、個人番号カード、住民票
（個人番号記載あり）

+



ご利用メリットット①
携帯電話番号を入力し、
次へ進んでください。 ②

SMSで届いた認証コードを入力し
パスワードを設定してください。 ③

口座有効化をクリックして、
アカウントを開設します。

⑤④ 個人口座を選択します。

携帯電話番号でのお申し込み 1/3

個人情報を入力してください。



開設手順

国籍選択

氏名、フリガナ

性別

郵便番号、都道府県

住所

電話番号

職業

年収

秘密の質問と答え

⑨ 「同意」にチェックし、
登録ボタンをクリックします。

⑩
ファイルを選択し、

次へ(表面アップロード） ご利用メリットご利用メリット⑪
ファイルを選択し、

次へ(裏面アップロード）

携帯電話番号でのお申し込み 2/3



ご利用メリット⑫ 本人確認のための書類

⑬ 書類が審査されるまで
お待ちください。（1～2営業日）

封筒郵送

取引パスワードは
6桁の数字です。

取引パスワードがお手元に届きます。

同封資料

携帯電話番号でのお申し込み 3/3

⑭ 不在届



03.入金
送金資金は日本円で受け付けとなります

01
コンビニ入金

03
銀行振込

送金予定金額を「三井住友銀行 お客様専用口

座」または「その他の入金先口座」へお振込

ください。

myPayでコンビニ入金予約をし、QRコードを表示

されます。お近くのコンビニエンスストアの店頭

端末から手続きをし、レジにて入金予約金額をお

支払いください。すぐにMyPayへ反映されます。

選択した入金元金融機関のネットバンキングの
Webサイトに移動します。ネットバンキング用
のパスワードをご用意の上、指示に従って入金

金額をお支払いください。

04
スピード入金

myPayでコンビニ入金予約をし、確認番号が表

示されます。 Pay-easy(ペイジー)が利用可能な

銀行やコンビニ設置のATMから入金予約金額

払込手続きを行ってください。

すぐにMyPayへ反映されます。02
Pay-easy ATM



ご利用メリットご利用メリット① 入金をお選びください。 ② コンビニ入金を
お選びください。 ③ お近くのコンビニエンスストアと

入金金額をお選びください。

。

④
入金予約の情報を
お控えください。 ⑤

ご指定のコンビニエンスストア
にて、ご入金ください。

コンビニ入金の方法



ご利用メリットご利用メリット① 入金をお選びください。 ② ATM Pay easyを
お選びください。 ③ 入金金額を入力してください。

。

④
入金予約の情報を
お控えください。 ⑤ ATM画面からご入金ください。

Pay-easy ATM入金の方法



ご利用メリットご利用メリット① 入金をお選びください。 ②
銀行入金を

お選びください。 ③

④

銀行入金の方法

sample sample sample

いずれかの銀行口座にご入金ください。

入金金額を入力してください。

。



ご利用メリットご利用メリット① 入金をお選びください。 ② スピード入金を
お選びください。 ③ 入金金額を入力してください。

。

④入金予約にお進みください。 ⑤ 選択した入金元金融機関の
ネットバンキングの指示に従ってお支払いください。

スピード入金の方法



04.送金

PayForex に送金先、送金通貨、送金金額、送金目的などを入力し、取引パスワードを入力して送金をします。

日 本 海 外

お客様 受取銀行

受取人様

中継銀行入金 両替 送金



ご利用メリットご利用メリット① スピード送金を
お選びください。

② ご希望の国を
お選びください。

③ 送金情報を入力します。

④ 次へお進みください。 ⑤ 取引コードを入力します。 ⑥ 取引完了

受取人の選択

荘金額

送金目的の選択

証明書が必要であれば選択

同意してください

次へお進みください

※送付される書類※

スピード送金の方法



ご利用メリットご利用メリット① 通常送金を
お選びください。

② 受取人の口座を
登録してください。

③ 受取人の口座情報を
入力し、次へ進みます。

④ 登録を選択。 ⑤
送金情報を入力し、
次へ進みます。 ⑥ 取引完了

通常送金の方法



ご利用メリットご利用メリット① Eウォレット送金を
お選びください。

② ③
国をお選び、

次へお進みください。

④ 受取人口座を登録してください。 ⑤
登録をクリック
してください。 ⑥ Eウォレット口座登録完了

Eウォレットの送金の方法

Eウォレットに口座を
登録してください。



THANKS FOR WATCHING

info@queenbeecapital.com +81 3 6809 2785 
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