
海外と取引をはじめる
　外貨で代金を受け取る

マルチカレンシー対応　
外貨受け取り用オンラインアカウント



ビジネスをローカルからグローバルへ

会社概要

Payoneer は、革新的なクロスボーダー決済プラットフォームにより、世界中の
「国々」「通貨」「事業」を結びつけ、国際商取引の活性化に貢献しています。
今日のボーダーレスな世界で、Payoneerは200以上の国と地域における国際
商取引で発生する決済を簡素化しました。

その結果、数百万もの事業者が新たな顧客へリーチできるようになりました。
Payoneerの提供する「迅速」「簡単」「安全」「低コスト」な決済ソリューションに
より、日本の事業者は、オンライン上で海外から売上を外貨で受取り、日本国内の
銀行に日本円で出金することができます。

2005年にわずか3人で創設されたPayoneerは、ニューヨークに本社をおき、
現在は1000人以上のスタッフが活躍しています。健全な経営のもと、数々の
ベンチャーから投資を受けており、米国のデロイトが毎年発表するテクノロジー
企業成長率ランキング「テクノロジーFast 500」に4年連続ランクインしました。
現在、北米で急成長しているFinTech企業として注目されています。
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世界中にネットワークがあります。

200 以上の
国と地域

3,000 社
以上の

パートナー

  日本語他、
多言語の

カスタマー
サポート

150 種類
以上の通貨

400 万人の
利用者

http://www.payoneer.com


アカウント開設費、維持手数料、入金手数料、送金手数料0円！

Payoneerアカウントサービスの魅力

オンラインでアカウント開設

海外銀行受取専用口座を
法人または個人名義で開設

取引先の支払いから
国内銀行着金まで、最短2営業日

かかる費用は為替手数料のみ

海外取引先から外貨が受取れる

使えば使うほどお得な
手数料体系

USD | GBP | EUR | CNY | CAD | AUD | HKD

www.payoneer.com3

1-2%
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支払元：Amazon、PayPal他、海外取引先
海外取引先から、代金振込先に欧米の銀行口座を要求
された場合、Payoneerが提供する受取り専用口座番号
をご利用いただけます。

請求先：海外取引先 
Payoneerの請求サービスなら、マイアカウントから
取引先に支払いを請求でき、取引先はオンラインで
決済が可能です。また、面倒な請求から支払いまでの
ステータス管理もマイアカウントで一元管理できます。

パートナー企業サービス

グローバル決済サービス

請求サービス

サービス概要

*パートナー企業によって異なる場合有り。お取引先の規約をご参照ください。

詳細はこちら

paynr.co/billing-service-jppaynr.co/billing-service-jp

支払元：Lazada、Airbnb、Getty Imagesなど
日本国内銀行口座入金まで、最短１営業日。アカウント入金手数料は0-3米ドル、  
各パートナー企業によって異なります。お取引先の規約をご参照ください。
Payoneerアカウント入金まで、最短2-3時間。アカウント入金手数料は、無料*。

111 222 333
お好きなタイミングで

国内銀行口座へ
海外取引先から
外貨を受取る

複数通貨を
マイアカウントで

一元管理

日本円で出金
所要日数：最短1営業日
為替手数料：1-2%

詳細はこちら

paynr.co/gps-jppaynr.co/gps-jp

対応通貨 
米ドル   英ポンド   ユーロ 
カナダドル   メキシコペソ 

人民元   豪ドル
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Payoneerのアカウントサービスなら、
海外から外貨で代金を受取り、

国内の銀行口座へ日本円で送金できます

サービス詳細

海外取引において、決済は重要な課題です。Payoneerなら、セキュリティを確保し 
「安全」「迅速」「低コスト」で、世界中の企業から支払いを受取ることができます。

*上記日数は関係する国の営業日を指します

① パートナー企業サービス ② グローバル決済サービス ③ 請求サービス

Payoneer請求サービスで 
支払いを請求

受取り専用口座番号
を知らせる

銀行振込み
（企業のみ）

クレジット
カード

eCheck
（米国のみ）

Payoneerを
支払い方法に選択

Payoneerアカウント

日本国内銀行

Payoneer
パートナー企業

Payoneer
パートナー以外の企業

請求書送付の必要がある
海外取引先

取引先が選べる支払い方法

取引先へ 振込先案内方法

取引先タイプ

2-3 時間
0-3 USD

1-7日
0%

1-3日
1-2%

2-4日
0%

2-5日
3%

5-10日
0-1%

パートナー企業サービス グローバル決済サービス 請求サービス
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時間、お金と労力の節約

こんなにお得！
従来の方法との比較

Payoneerを選ぶ理由

〈海外にビジネスを展開する場合 海外現地銀行の口座開設にかかわる比較〉

*弊社調べ  ** 手数料詳細は11 ページ参照

1 不要

Payoneer 一般的な
従来の方法

銀行口座開設のため、現地法人の開設

2

3

4

5

要

現地取引先から代金受取りのため、
現地銀行口座開設

現地法人・銀行口座開設のため
渡航、滞在費

口座維持手数料

複数の国、通貨で対応する場合の費用

要

要

要

要
（1-4すべてを各通貨分）

不要

不要
オンラインでアカウント開設

不要

不要
アカウント開設時に

複数通貨対応

海外取引先の振込

送金経路

受取り手数料

為替手数料

Payoneer 海外送金*
(SWIFT)

現地受取専用口座へ
国内振込

Payoneerアカウントへ
直接入金

0円

0円

1ドルあたり
仲値＋1%**

日本の銀行口座へ海外送金
数十ドルの海外
送金手数料発生

1ドルあたり
仲値＋1円*

(TTS/TTBより算出)

様々な銀行を経由
予測不可な

手数料が発生

被仕向送金手数料
数千円
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各国の規制に対応

提携を結んでいるパートナー企業が約3,000社あります

お友達紹介プログラムは、
紹介した人も、紹介された人もお得です

Payoneerを選ぶ理由

日本の資金移動業者(関東財務局長 第00045号)、米国の貨幣サービス業務(MSB)
実施者、EUの電子マネー(E-Money)発行者、香港のMSOのライセンスの取得と登録
を完了しています。Payoneerは、本人確認や、マネーロンダリング対策を適切に実施
しており、OFAC(米国財務省外国資産管理局)、銀行秘密保護法(BSA)、米国愛国者
法第3章の条項の要件を厳格に遵守しており、またクレジット産業(PCI)向けデータ
セキュリティスタンダードのレベル1認証を受けています。

Payoneerアカウントなら、簡単な設定で多くのマーケットリーダーから代金を受取れ
ます。

お友達がPayoneerアカウントに新規登録をして、アカウ
ントに1000米ドルの入金があったら、紹介した人にも、
紹介された人にも25米ドルをプレゼント。

payoneer.com/ja/payoneer.com/ja/
refer-a-friend/refer-a-friend/

www.payoneer.com7
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Payoneerなら、現地銀行口座が必要な
欧米企業との取引も実現できます

ケーススタディー：Payoneerアカウントを利用した代金受取り

Amazon USのマーケットプレイスで販売

取引先にPayoneer請求サービスで支払いを依頼

詳細はこちら

paynr.co/blog-amazon-jppaynr.co/blog-amazon-jp

paynr.co/billing-service-jppaynr.co/billing-service-jp

Amazon US Seller Central に、Payoneerアカウントで取得
した受取り専用口座番号を登録

好きなタイミングで、ワンクリックで
登録済み日本国内銀行へ出金

日本国内銀行へ着金

アマゾンから支払い発生

1-7 営業日

1-3 営業日

ケース1

ケース2

手数料に関する詳細は、11 ページを参照してください。

好きなタイミングで、ワンクリックで
登録済み日本国内銀行へ出金

日本国内銀行へ着金

取引先の決済後、Payoneerアカウントへ入金

Payoneerマイアカウントへログイン
「受取り」メニュー内「支払いを依頼する」より

取引先のEメールアドレスと請求額を入力して送信

1-3 営業日

詳細はこちら
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お客様の成功事例

課題

解決策

結果

海外の売上金受取りに必要な現地銀行口座を、どうやったら最小限の費用で開設
できるか？

開設条件のハードルも高く、コストも高い海外銀行口座を開設するかわりに、無料
でオンライン開設が可能なPayoneerアカウントを選択。

時間と費用をかけずに、海外からの売上金回収プロセスを確立。日本にいながら、
グローバル市場に容易に参入。
また、Payoneerでより多くの通貨オプションを持てたことにより、欧米市場での
ビジネス拡大を容易に達成。結果、毎月20～30%売上が増加。

木野瑛太
Eコマース事業者

Payoneerでより多くの通貨オプションを持てたことにより、
欧米市場でのビジネス拡大を容易に達成できました。
結果、毎月20～30%売上が増加しています。

www.payoneer.com9
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Payoneerアカウントへの登録はかんたん
すべてオンラインで完了

登録方法

所要時間：約15 分

Payoneerアカウント
登録ページにアクセス

アカウント名義を個人か
企業から選択し、お客様
情報と銀行口座詳細な
どを入力

Payoneerからアカウ
ント承認の確認メール
を受け取ったら完了！

銀行口座登録に関する
詳細はこちら

paynr.co/blog-reg-jppaynr.co/blog-reg-jp

paynr.co/
jp17-kaisha

法人のお客様

paynr.co/
jp17-kojin

個人のお客様

PayoneerPayoneer

PPaayyoonneeeerr

Indivisual Company

MMaaiill

Welcome!

11

登 録

お申し込み前にご準備いただくもの
新規アカウント開設をご希望のお客様は、下記のお申込に必要なお客様情報や書類をご準備ください。

1SSTTEEPPSSTTEEPP

2SSTTEEPPSSTTEEPP

3SSTTEEPPSSTTEEPP

ご準備いただくもの 法人のお客様 個人のお客様

銀行口座情報

顔写真付き公的身分証明書

履歴事項全部証明書
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累計取引額 (単位: 米国ドル)

為
替
手
数
料

Payoneerアカウント手数料
手数料

その他の手数料

請求サービス上限と手数料

)

お取引内容

アカウントの開設

維持手数料

インターネット残高照会・入出金明細照会

Payoneerアカウント入金手数料

国内銀行手数料

為替手数料

無料

無料

無料

無料

無料

1-2%

取扱手数料

取引先の
支払方法

取引先
形態

1回の取引
上限額

1日の取引
上限額

 取扱手数料
（取引先が、手数料負担者

    [支払側/受取側]を選択）

銀行振込

eCheck
(電子小切手)

クレジット
カード

企業

アメリカの
企業/個人

企業/個人 

なし

$ 5,000

$ 2,000

なし

$ 10,000

$ 10,000

無料

0-1% 

3%

累計取引額が多くなるほどお得!
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日本語カスタマーサポート

  Payoneer Inc.
  150 West 30th, Suite 500 New York, NY USA 1000

  ペイオニア・ジャパン株式会社
  〒107-0062 東京都港区南青山5-4-27

  TEL : 03-4578-1755
  サポート時間 :  10:00 - 21:00（月～木）
　　　　　  　   10:00 - 18:00（金）

Payoneerアカウントは、Payoneer Incが提供するサービスです。
記載のあるサービス/手数料などは、2019年11月現在のものであり、今後変更になる可能性があります。

paynr.co/customer-jp

http://paynr.co/customer-jp

