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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 

（３点） 

１．キャッシュカード（ATM カード） 

２．パスポート（英文の身分証） 

３．預け入れる現金 

預け入れ可能な 

通貨（１１種類） 

 

香港ドル  Hong Kong Dollar (HKD) 

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) 

 

※「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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＜各種手数料＞※2009 年 8 月現在 

●「香港ドルの現金」を、「香港ドルの口座」へ入金する場合は、手数料は無料です。 

●「日本円の現金」を、「香港ドルの口座」へ入金する場合は、為替手数料が発生します。

当日の為替レートは、店内に表示されています。 

日本の銀行や市中の両替商の両替レートと比べ、有利な両替レートが提示されています。

●「日本円の現金」を、「日本円の口座」へ入金する場合 

スマートバンテージおよび HSBC アドバンス（旧パワーバンテージ）では１日＝7 万 5 千

円まで、HSBC プレミアでは１日＝15 万円まで入金手数料は無料です。それ以上は入金額

の 0.25％（ 低 50HKD）が入金手数料として発生します。 例）10 万円で 250 円 

※手数料は入金する現金とは別途支払うことができますので、香港ドル口座の残高からの

支払いを指示したり、お手元の現金（香港ドル）で支払ったりすることも可能です。 

 

それでは、窓口での預け入れについて、具体的にご案内いたします。 

 

【１】入出金カウンターへ行きます。 

 

キャッシュカード（ATM カード）と現金を提示しながら 

 「Deposit, please」デポジット プリーズ と言いましょう。 

 

あとは銀行員の質問２つに答えるだけで OK です。 

預入依頼伝票は、銀行員が記入してくれます。 

 

パスポート（英文の身分証）は、担当者によって提示を求められる場合があります。 

確認すると、すぐに返してくれます。 

 

【２】入金したい通貨口座を伝えます。（銀行員の質問 その１） 

 

持ち込んだ現金を、どの通貨で入金したいか「通貨の種類と口座の種類」を聞かれます。 

 

＊口座の種類について 

○普通預金口座（Saving Account） ○当座預金口座（Current Account） 

香港ドルの普通預金口座に入金したい場合 

「Into Hong Kong dollar saving account, please」と伝えます。 

（イントゥー ホンコンダラー セイビング アカウント プリーズ） 

日本円の普通預金口座に入金したい場合 

「Into Japanese Yen saving account, please」と伝えます。 

（イントゥー ジャパニーズイェン セイビング アカウント プリーズ） 
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【３】入金手数料の支払い方法を指定します。（銀行員の質問 その２） 

日本円の現金を、日本円口座へ入金する場合は、手数料の支払い方法を聞かれます。 

 

「Pay from this money」-------------  持ってきた現金から差し引いてください。 

「Pay by cash」------------------------- 手元の現金（HKD）で支払います。 

「Pay by Hong Kong dollar saving」---- 香港ドルの普通預金口座の残高から支払います。 

 

以上で、現金の預け入れは無事に完了します。 
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