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外国送⾦にかかる⼿数料
（2020年7⽉TDB東京駐在員事務所調
べ）

①送⾦銀⾏⼿数料（+電信料）
②中継銀⾏⼿数料
（⽀払銀⾏⼿数料/コルレス銀⾏⼿数料）
③リフティングチャージ
④受取銀⾏⼿数料

※上記すべての⼿数料が掛かるわけではありません。

※⼿数料の有無や⾦額は、関係銀⾏がそれぞれ個別に⼿数料を定めているため、
弊事務所でお約束するものではありません。

※本紙は個⼈⼝座間での外国送⾦を想定しております。法⼈⼝座をご利⽤の場合、
⼿数料が変わる事があります。

※リフティングチャージとは、⼊出⾦する預⾦⼝座と同⼀通貨で外国送⾦を⾏う
際に仕向銀⾏、被仕向銀⾏でかかる⼿数料です。
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⽇本からTDB（モンゴル）への送⾦の場合

三菱UFJ銀⾏ 三井住友銀⾏ みずほ銀⾏ その他
(地⽅銀⾏など)

① 送⾦銀⾏⼿数料 JPY3,000〜 JPY3,000〜 JPY8,500〜 送⾦⼿数料
+電信料など

② 中継銀⾏⼿数料
/⽀払銀⾏⼿数料

受取⼈/依頼⼈負担
選択可

(JPY3,000〜)

受取⼈/依頼⼈負
担選択可

（最低JPY2,500）

原則、受取⼈
負担

JPY2,500
受取⼈/依頼⼈負担

選択可

③

リフティングチャージ
/円貨送⾦⼿数料

送⾦額の0.05%
（最低JPY2,500）

送⾦額の0.05%
（最低JPY2,500） ①に含む

原則、送⾦額の
0.05%

（最低JPY2,500）

リフティングチャージ
/外貨取扱⼿数料

送⾦額の0.05%
（最低JPY2,500）

送⾦額の0.05%
（最低JPY2,500） 不要

原則、送⾦額の
0.05%

（最低JPY2,500）

④ 為替レート 各銀⾏の適⽤相場

仕向送⾦（⽇本側）でかかる⼿数料

※ ⼿数料の有無や⾦額は、関係銀⾏がそれぞれ個別に⼿数料を定めているため、事前
に弊事務所でお約束するものではありません。
※上記の他、お取引内容により別途⼿数料のかかる場合があります。
※表の「その他（地⽅銀⾏）」の⼿数料は⼀例です。
詳細をご確認頂く際は、ご利⽤の⾦融機関窓⼝までそれぞれお問い合わせください。

① 受取銀⾏⼿数料

普通預⾦⼝座への⼊⾦
MNT

無料USD
JPY

定期預⾦⼝座への⼊⾦
MNT

無料USD
JPY

② リフティング
チャージ 不要

③ 為替レート 当⽇のTDB公表レートを適⽤

※上記の表以外の通貨の定期預⾦⼝座へご⼊⾦される際の⼿数料は、TDBの
ホームページよりご確認ください。
※TDBの当⽇の為替レートはホームページからご確認頂けます。

被仕向送⾦（TDB側）でかかる⼿数料
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TDB(モンゴル)から⽇本への送⾦の場合

① 送⾦銀⾏
⼿数料

円建送⾦ 送⾦額に関わらず MNT15,000
(約JPY650）

ドル建送⾦
~USD5,000 USD7(約JPY1000）
USD5,001~100,000 USD10(約JPY1400）
USD100,001~ USD13(約JPY1800）

② 中継銀⾏
⼿数料

円建送⾦ 送⾦額の0.05%（最低JPY2,500）

ドル建送⾦ 送⾦額の0.1%（最低USD60,最⼤USD200）

③ リフティング
チャージ 無し

④ 為替レート 当⽇のTDB公表レートを適⽤

仕向送⾦（TDB側）でかかる⼿数料

※上記は2022年9⽉1⽇の為替レートで計算されています。
※ TDBの当⽇の為替レートはホームページからご確認頂けます。
※中継銀⾏⼿数料は、依頼⼈と受取⼈のどちらが負担するか選ぶ事が出来ます。

受取⼈負担とする場合、送⾦額から差し引く事になります。
※上記以外の国や通貨で送⾦される場合の⼿数料はホームページよりご確認ください。

三菱UFJ銀⾏ 三井住友銀⾏ みずほ銀⾏ その他
(地⽅銀⾏など)

① 受取銀⾏⼿数料 JPY1,500 JPY1,500 JPY2,500〜 JPY5,000など

②

リフティングチャージ
/円貨送⾦⼿数料

送⾦額の0.05%
（最低JPY2,500）

原則、送⾦額の
0.05%

（最低JPY2,500）

リフティングチャージ
/外貨取扱⼿数料

送⾦額の0.05%
（最低JPY2,500

相当）

送⾦額の0.05%
（最低JPY2,500
/USD25）

無し
原則、送⾦額の

0.05%
（最低JPY2,500相

当）

③ 為替レート 各銀⾏の適⽤相場

被仕向送⾦（⽇本側）でかかる⼿数料

※⼿数料の有無や⾦額は、関係銀⾏がそれぞれ個別に⼿数料を定めているため、事前に
弊事務所でお約束するものではありません。
※上記の他、お取引内容により別途⼿数料のかかる場合があります。
※表の「その他（地⽅銀⾏）」の⼿数料は⼀例です。
詳細をご確認頂く際は、ご利⽤の⾦融機関窓⼝までそれぞれお問い合わせください。
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送⾦通貨 送⾦額 ⼿数料

USD
〜 USD4,999 JPY1,980

USD5,000 〜USD8,200 無料

Ø 申込みフォーム

https://www.payforex.
net/smypay/swelcome.
aspx?cd=39YQ60ODJOJ
L-ja-jp

l ⽇本の⾦融庁で登録を受けた、資⾦移動業者をご紹介しま
す。従来の海外送⾦に⽐べて⼿数料が安い事が特徴です。

l 資⾦移動業者とは、2010年4⽉に施⾏された「資⾦決済に
関する法律」に基づき、⾦融庁への登録を条件として、
100万円相当額以下の送⾦業務を業として営む業者を指し
ます。

l 全国の財務局等に登録されている資⾦移動業者⼀覧は、⾦
融庁が発表する⼀覧(PDF)をご参照ください。

（ご参照: https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf）
l 詳しくは、各社のホームページまたは、窓⼝までお問い合

わせください。
l TDB東京駐在員事務所でも連絡先をご案内しております。

資料の送付もしておりますので、併せてご利⽤ください。
（ご参照 : https://tdbm.jp/contact/）

Pay Forex

便利な資⾦移動業者のご案内 送⾦⼿数料⽐較

※Pay Forex では円建送⾦の扱いをとりやめま
した。(2020年12⽉)
その他の通貨での送⾦⼿数料につきましては、
Pay Forexのサイトをご参照ください。
※上記の⼿数料は通常送⾦の場合です。
スピード送⾦をご希望の場合は、Pay Forex の
サイトにて⼿数料をご確認ください。

https://tdbm.jp/contact/
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マネーグラムを利⽤したモンゴルへの送⾦

Ø 申込みサイト URL
https://www.remit.co.j
p/

Ø 申込みフォーム
QRコード

キョウダイレミッタンス

Ø URL
https://kyodairemi
ttance.com/ja

マネーグラムを利⽤したモンゴルへの送⾦

※マネーグラムとは、マネーグラム社が提供する、国際的送⾦
ネットワークのサービスのことです。
※上記の他、お取引内容により別途⼿数料のかかる場合があります。

送⾦額 ⼿数料

〜 JPY30,000 JPY860 

JPY30,001 〜 JPY50,000 JPY980

JPY50,001 〜 100,000 JPY1,380 

JPY100,001〜 JPY1,480 

送⾦額 ⼿数料

〜 JPY30,000 JPY860 

JPY30,001〜 JPY50,000 JPY980

JPY50,001〜 100,000 JPY1,380 

JPY100,001〜 JPY1,480 

SBIレミット

https://www.remit.co.jp/
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受取を
選択する

MONEYGRAM受取⽅法

① ② ③

④ ⑤

ログイン ID /⼝座番号/

ログインパスワード

取引を選択する

送⾦者から送られて
くる番号
“レファレンス番号”
を⼊⼒する

⑥

⑦

⑧

受け取る⼝座番号を⼊⼒
する画⾯が表⽰される

確認の画⾯が表⽰される
ので、受取⾦額、送⾦者
などの情報を確認して、

次へ進む

受取が完了し、ご指定の
⼝座番号に振り込まれる

Money Gramで送⾦された場合は、⾃動的に⼊⾦されませんので、ご注意ください。
下記の⼿続きをすることでご指定の⼝座にご⼊⾦頂けます。
※お⼿元に送⾦者が確認できるレファレンス番号と⼊⾦したい⼝座の⼝座番号をご⽤意ください。

マネーグラムを選択するTDB Onlineにログインする

履歴を⾒る場合は
こちらを選択する
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中継銀⾏⼿数料

送⾦⼈負担とした場合
⽇本円 0.05% (最⼩JPY2,500)

⽶ドル 0.1% (最⼩USD30,
最⼤USD200)

受取⼈負担とした場合 送⾦⾦額から差引かれます。その際に発⽣する中
継銀⾏⼿数料は、中継銀⾏によって異なります。

※海外送⾦では、中継銀⾏を⼀⾏以上、経由する場合があります。
※海外送⾦する際に中継する銀⾏の情報につきましては、仕向銀⾏窓⼝に
てお問い合わせください。なお、TDBから送⾦される場合の、中継銀⾏に
つきましては、⽀店窓⼝でのみ情報を取り寄せる事が出来ます。その際の
⼿数料は、送⾦証明書と併せてUSD30相当額です。

TDB その他の⼿数料

項⽬ ⼿数料
① ⽀店窓⼝で円建送⾦をする場合 送⾦額の0.3％

② 送⾦取消⼿数料
⽶ドル USD15

その他の通貨 USD15相当額

③ 振込送⾦の組戻しする場合
（お客様のご都合の場合※) JPY7,500

④
中継銀⾏情報及び外国銀⾏から
送⾦証明書を取り寄せる場合
（⽀店窓⼝のみ対応しております)

USD30相当額

※着⾦後の取消は出来ませんので、ご了承ください。
※上記の⼿数料は変更になる場合がございます。

中継銀⾏⼿数料の⽬安
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TDBの普通預⾦⼝座の諸⼿数料
№ 項⽬ 通貨 ⼿数料 備考

① ⼝座開設

MNT

無料
USD

JPY

② 最低預⼊⾦額

MNT

無し

⼝座が国際デビット
カードに紐づけされ
ている場合は、最低
預⼊残⾼はMNT 
10,000です。

USD
⼝座が国際デビット
カードに紐づけされ
ている場合は、最低
預⼊残⾼はUSD5です。

JPY

③
⽀店窓⼝

/ATM
より引出

MNT MNT200(約円)
国際デビットカード
のATM⼿数料は9ペー
ジをご参照ください。

USD 送⾦額の0.2%
JPY 送⾦額の0.3%

④
⽀店窓⼝

/ATM
より預⼊

MNT 無料
国際デビットカード
のATM⼿数料は9ペー
ジをご参照ください。

USD 無料
JPY 送⾦額の0.3％

⑤ ⼝座閉鎖
MNT

MNT1000(約45円)
⼝座閉鎖のお⼿続き
はモンゴル⽀店窓⼝
のみ対応しておりま
す。

USD
JPY

⑥ TDB⼝座間の
送⾦⼿数料

MNT 無料
USD USD0.5
JPY USD0.5相当

⑦ 通帳発⾏
MNT

MNT1,000
(約45円)

通帳発⾏はモンゴル
⽀店窓⼝のみ対応し
ております。

USD
JPY

※海外送⾦から普通預⾦への預⼊の場合為替レートは「Non Cash」
レートを適⽤します。
※上記の⼿数料は変更になる場合がございます。
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№ 項⽬ 通貨 ⼿数料 備考

① ⼝座開設
MNT

無料USD
JPY

② 最低預⼊残⾼
MNT MNT10,000〜
USD USD10〜
JPY JPY1,000〜

③ オンラインでの
預⼊

MNT

無料

⽇本にはない⼿数料
ですので、ご注意く
ださい。USD

JPY

④ ⽀店窓⼝/ATM
より預⼊

MNT

無料

国際デビットカード
のATM⼿数料は次の
ページをご参照くだ
さい。USD

JPY

⑤ 現⾦引出
MNT 無料 定期預⾦の満期前に

預⾦を引き出すと、
期限前解約の扱いに
なります。

USD 0.2％
JPY 0.3%

⑥ 期限前解約した
場合の年利

MNT 2.40％
USD 0.5％
JPY 0.02％

⑦ ⼝座閉鎖
MNT MNT1,000
USD MNT1,000相当

(約37円)JPY

※海外送⾦から定期預⾦へ直接預⼊する場合の為替レートは「Cash」
レートを適⽤します。
※上記の⼿数料は変更になる場合がございます。

TDBの定期預⾦⼝座の諸⼿数料
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USD/MNT カード ⼿数料

登録費⽤ 無料

発⾏⼿数料

1年 クラシックカード USD10
ゴールドカード USD20

2年 クラシックカード USD20
ゴールドカード USD40

3年 クラシックカード USD30
ゴールドカード USD60

年間⼿数料 無料

ATM利⽤額限度額
クラシックカード USD3,000
ゴールドカード USD5,000

ショッピング
利⽤限度額

クラシックカード USD7,000

ゴールドカード USD15,000
ショッピング

⼿数料
無料

(カード会社で⼿数料が発⽣する場合があります)

外国のATMで引出す際 1.5%(最⼩USD3)

モンゴル国内の
ATMから引出

TDBのATM MNT100(約4円)
TDB提携※ATM MNT300(約11円)
その他のATM MNT500(約19円)

外国の銀⾏窓⼝で引出 2%(最⼩USD3)

モンゴル国内の
銀⾏窓⼝で引出

TDB⽀店
MNT200(約9円)

USD0.2%

TDB提携銀⾏※の窓⼝
MNT300(約13円)

USD0.3%
その他の銀⾏ MNT500(約円)

※TDBのATM提携銀⾏は以下通りです。
Arig bank, National Invest bank,Bogd bank,Credit bank,Transbank
※上記の⼿数料は変更になる場合がございます。

TDB国際デビットカード（VISA）
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パッケージ
（種類）

Online Online plus Online
premium

個⼈ 法⼈ 個⼈ 法⼈ 個⼈ 法⼈

年間利⽤料 無料 無料
MNT5千
(約186

円)
MNT10千
(約370円)

⼀⽇の送⾦限度
額

MNT5百万
(JPY200千

相当)
ー MNT50百万

(JPY2百万相当)
MNT500百万
(JPY20百万相

当)

⼀回の送⾦限度
額

MNT2百万
(JPY8万相

当)
ー MNT50百万

(JPY2百万相当)
MNT500百万
(JPY20百万相

当)

OTP
（ワンタイム
パスワード）

ー OTPアプリ使⽤
(無料)

VASCOデバイス使⽤
本体価格はMNT50,000
（JPY1,900相当）

新しいPINコー
ドの⼊⼿

MNT1,000(約37円)
(⽀店来店の必要あり)

無料
(TDBオンラインで可能)

※上記の⼿数料は変更になる場合がございます。

TDB Online (インターネットバンキング)
利⽤⼿数料
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取引禁⽌国及びハイリスク国

取引禁⽌国
アフガニスタン コンゴ共和国 タンザニア
イエメン サントメ・プリンシペ ニジェール
イラク シリア・アラブ共和国 パキスタン

イラン 社会主義リビア・アラブ・
ジャマーヒリーヤ ミャンマー

ギニア・ビサウ ジンバブエ リベリア
北朝鮮 スーダン レバノン
キューバ 南スーダン
コンゴ⺠主共和国 ソマリア

ハイリスク国
アルバニア スリランカ ベラルーシ
インドネシア セルビア ペルー

ウガンダ タイ ボスニアヘル
ツェゴビナ

ウクライナ 中央アフリカ ボツワナ
エチオピア チュニジア ボリビア
ガーナ トリニダード・トバゴ マケドニア
クロアチア バヌアツ メキシコ
ケニア バハマ ラオス
コソボタイ ブルンジ
コロンビア ベネズエラ

モンゴル中央銀⾏が公表している、取引禁⽌国及びハイリスク国の
各国へ送⾦する場合、またはFX取引などで、下記の国を中継してTDBに
ご⼊⾦される場合は、送⾦の理由となる原資証明等のご提出をお願いする
ことがございます。

取引禁⽌国及びハイリスク国については、下記の表をご参照ください。
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重要事項及びお問合せ先

• 本資料は情報の提供のみを⽬的として作成されたものです。
• 本資料は⼀般に信頼できると思われるデータに基づき作成して
おりますが、その信憑性・正確性を保証するものではありませ
ん。本資料の利⽤に関してはお客様ご⾃⾝でご判断下さいます
ようお願い致します。

• 本資料記載の情報は、今後の経済情勢・マーケット動向等の変
化により、内容に変化が⽣じる場合があります。

• 本資料記載の情報に関する会計・税務・法務⾯の問題点の有無
につきましては、会計⼠・税理⼠・弁護⼠等の専⾨家と⼗分に
ご相談下さいますようお願い致します。

• 本資料はお客様の参考資料の⽬的でのみご利⽤いただきたく、
お客様及びお客様担当会計⼠・税理⼠・弁護⼠等の専⾨家以外
の法⼈・個⼈に対して本資料の全部もしくは⼀部を引⽤、複写、
転送、開⽰されることはご遠慮いただきますようお願い致しま
す。

資料内容についてのご照会は、以下のお問い合わせ先までお願い致
します。

モンゴル貿易開発銀⾏ 東京駐在員事務所
HP: https://tdbm.jp/
Tel: 03-4588-3945
Mail: tokyo@tdbm.mn
Facebook: https://www.facebook.com/tdbm.jp/
LINE︓http://line.naver.jp/ti/p/QsEOePXa4_#~f
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