
【全銀行数：45】

所管 認可番号 認可・届出年月日 外国銀行代理銀行名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号 所属外国銀行名
所属外国銀行
本店所在地

－ 平成20年12月12日 インドネシアみずほ銀行 インドネシア共和国

－ 平成20年12月12日 欧州みずほ銀行 オランダ王国

－ 平成20年12月12日 米国みずほ銀行 アメリカ合衆国

－ 平成20年12月12日 みずほ銀行（中国）有限公司 中華人民共和国

－ 平成20年12月12日 モスクワみずほ銀行 ロシア連邦

－ 平成23年8月31日 マレーシアみずほ銀行 マレーシア

－ 平成25年7月31日 ブラジルみずほ銀行 ブラジル連邦共和国

－ 平成29年3月10日 メキシコみずほ銀行 メキシコ合衆国

－ 平成20年12月12日 PT Bank BTPN Tbk インドネシア共和国

－ 平成20年12月12日 欧州三井住友銀行
英国（グレートブリテン及
び北部アイルランド連合王
国）

－ 平成20年12月12日 ブラジル三井住友銀行 ブラジル連邦共和国

－ 平成20年12月12日 マニュファクチャラーズ銀行 アメリカ合衆国

－ 平成21年4月27日 三井住友銀行（中国）有限公司 中華人民共和国

- 平成21年12月1日 ロシア三井住友銀行 ロシア連邦

－ 平成23年２月８日 マレーシア三井住友銀行 マレーシア

－ 平成31年3月20日 SMBC Bank EU AG ドイツ

外国銀行代理銀行認可・届出一覧

令和5年5月25日現在

（注１）認可番号欄の「－」は、銀行法第52条の２第２項に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注２）認可番号欄の「※」は、銀行法第53条第１項第８号及び同法施行規則第35条第１項第22号の規程に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注３）外国銀行代理銀行名で下線が引かれているものは、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律附則3条の適用を受けている。

金融庁 株式会社みずほ銀行 6010001008845 100-8176 東京都千代田区大手町1-5-5 03-3214-1111

金融庁 株式会社三井住友銀行 5010001008813 100-0005 東京都千代田区丸の内１－１－２ 03-3282-8111 



【全銀行数：45】

所管 認可番号 認可・届出年月日 外国銀行代理銀行名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号 所属外国銀行名
所属外国銀行
本店所在地

外国銀行代理銀行認可・届出一覧

令和5年5月25日現在

（注１）認可番号欄の「－」は、銀行法第52条の２第２項に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注２）認可番号欄の「※」は、銀行法第53条第１項第８号及び同法施行規則第35条第１項第22号の規程に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注３）外国銀行代理銀行名で下線が引かれているものは、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律附則3条の適用を受けている。

－ 平成20年12月12日 ＭＵＦＧバンク（ヨーロッパ） オランダ王国

－ 平成20年12月12日 ＭＵＦＧバンク（ブラジル） ブラジル連邦共和国

－ 平成20年12月12日 ＭＵＦＧバンク（マレーシア） マレーシア

－ 平成20年12月12日 三菱ＵＦＪ銀行（中国）有限公司 中華人民共和国

－ 平成20年12月12日 ＭＵＦＧバンク（メキシコ） メキシコ合衆国

－ 平成20年12月12日 ＭＵＦＧユニオン・バンク アメリカ合衆国

－ 平成20年12月12日 ＭＵＦＧバンク（ユーラシア） ロシア連邦

－ 平成25年11月14日 ＭＵＦＧバンク（トルコ） トルコ共和国

－ 平成26年6月30日 アユタヤ銀行 タイ王国

－ 平成28年12月20日 ヴィエティンバンク ベトナム社会主義共和国

金融庁 － 平成24年3月29日 三井住友信託銀行株式会社 2010001146005 100-8233 東京都千代田区丸の内１－４－１ 03-3286-1111 米国三井住友信託銀行 アメリカ合衆国

－ 平成21年3月31日 ルクセンブルグみずほ信託銀行 ルクセンブルク大公国

－ 平成21年3月31日 米国みずほ銀行 アメリカ合衆国

－ 平成30年6月26日 みずほインターナショナルplc
英国（グレートブリテン及
び北部アイルランド連合王
国）

金融庁

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 5010001008846 100-8388 東京都千代田区丸の内２－７－１ 03-3240-1111

金融庁 みずほ信託銀行株式会社 9010001034962 103-8670 東京都中央区八重洲１－２－１ 03-3278-8111



【全銀行数：45】

所管 認可番号 認可・届出年月日 外国銀行代理銀行名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号 所属外国銀行名
所属外国銀行
本店所在地

外国銀行代理銀行認可・届出一覧

令和5年5月25日現在

（注１）認可番号欄の「－」は、銀行法第52条の２第２項に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注２）認可番号欄の「※」は、銀行法第53条第１項第８号及び同法施行規則第35条第１項第22号の規程に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注３）外国銀行代理銀行名で下線が引かれているものは、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律附則3条の適用を受けている。

金融庁長官
(金監)第948号

平成21年4月24日
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ･バンキ
ング・コーポレイション・リミテッド

香港特別行政区

金融庁長官
(金監)第2914号

平成21年11月4日
エイチエスビーシー･バンク･ユーエス
エー・ナショナル・アソシエーション

アメリカ合衆国

金融庁長官
(金監)第3224号

平成21年12月1日
エイチエスビーシー・バンク・ピーエル
シー

英国（グレートブリテン及
び北部アイルランド連合王
国）

金融庁長官
(金監)第1198号

平成22年4月30日
エイチエスビーシー・バンク（チャイナ）
カンパニー・リミテッド

中華人民共和国

金融庁長官
(金監)第1421号

平成25年6月20日
エイチエスビーシー（ベトナム）一人有限
銀行

ベトナム社会主義共和国

金融庁長官
(金監)第946号

平成26年5月8日
エイチエスビーシー・バンク・マレーシ
ア・バーハッド

マレーシア

金融庁長官
(金監)第1335号

平成26年6月20日
エイチエスビーシー・バンク・オーストラ
リア・リミテッド

オーストラリア連邦

※ 平成29年6月27日
エイチエスビーシー・バンク・アルゼンチ
ン・エス・エー

アルゼンチン共和国

※ 平成29年6月27日
エイチエスビーシー・バンク・バーミュー
ダ・リミテッド

英国（グレートブリテン及
び北部アイルランド連合王
国）

※ 平成29年6月27日 エイチエスビーシー・バンク・カナダ カナダ

※ 平成29年6月27日 エイチエスビーシー・バンク（チリ） チリ共和国

※ 平成29年6月27日
エイチエスビーシー・バンク・エジプト・
エス・エー・イー

エジプト・アラブ共和国

※ 平成29年6月27日
エイチエスビーシー・コンチネンタル・
ヨーロッパ

フランス共和国

※ 平成29年6月27日
エイチエスビーシー・バンク・ミドルイー
スト・リミテッド

アラブ首長国連邦

※ 平成29年6月27日
エイチエスビーシー・メキシコ・エス・
エー

メキシコ合衆国

金融庁 香港上海銀行在日支店 3700150003670 103-0027 東京都中央区日本橋３－１１－１ 03-5203-3000



【全銀行数：45】

所管 認可番号 認可・届出年月日 外国銀行代理銀行名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号 所属外国銀行名
所属外国銀行
本店所在地

外国銀行代理銀行認可・届出一覧

令和5年5月25日現在

（注１）認可番号欄の「－」は、銀行法第52条の２第２項に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注２）認可番号欄の「※」は、銀行法第53条第１項第８号及び同法施行規則第35条第１項第22号の規程に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注３）外国銀行代理銀行名で下線が引かれているものは、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律附則3条の適用を受けている。

※ 平成29年6月27日
エイチエスビーシー・バンク・オマーン・
エス・エー・オー・ジー

オマーン国

※ 平成29年6月27日 エイチエスビーシー・バンク・エーエス トルコ共和国

※ 平成29年6月27日
エイチエスビーシー・バンク（ウルグア
イ）エス・エー

ウルグアイ東方共和国

※ 平成29年6月27日
エイチエスビーシー・バンク（アール・
アール）

ロシア連邦

※ 平成29年6月27日
エイチエスビーシー・トリンカウス・アン
ド・ブルクハルト・エー・ジー

ドイツ連邦共和国

※ 平成29年6月27日 ザ・サウジ・ブリティッシュ・バンク サウジアラビア王国

※ 平成29年9月27日
エイチエスビーシー・サウジアラビア・リ
ミテッド

サウジアラビア王国

※ 平成29年9月27日
ピーティーバンク・エイチイエスビー
シー・インドネシア

インドネシア共和国

※ 令和2年8月25日 バンコ・エイチエスビーシー・エス・エー ブラジル連邦共和国

金融庁
金融庁長官

(金監)第1207号
平成21年6月1日 メトロポリタン銀行東京支店 7700150003411 101-0054 東京都千代田区神田錦町１－１９－１ 03-5281-7281

メトロポリタンバンクアンドトラストカン
パニー

フィリピン共和国

金融庁 香港上海銀行在日支店 3700150003670 103-0027 東京都中央区日本橋３－１１－１ 03-5203-3000



【全銀行数：45】

所管 認可番号 認可・届出年月日 外国銀行代理銀行名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号 所属外国銀行名
所属外国銀行
本店所在地

外国銀行代理銀行認可・届出一覧

令和5年5月25日現在

（注１）認可番号欄の「－」は、銀行法第52条の２第２項に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注２）認可番号欄の「※」は、銀行法第53条第１項第８号及び同法施行規則第35条第１項第22号の規程に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注３）外国銀行代理銀行名で下線が引かれているものは、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律附則3条の適用を受けている。

金融庁長官
(金監)第1852号

平成21年7月24日
ドイチェ・バンク・アクチエンゲゼルシヤ
フト

ドイツ連邦共和国

金融庁長官
(金監)第153号

平成25年1月28日
ドイチェ・バンク・トラスト・カンパ
ニー・アメリカズ

アメリカ合衆国

金融庁長官
(金監)第68号

平成27年2月2日
ドイチェ・バンク（チャイナ）カンパ
ニー・リミテッド

中華人民共和国

※ 平成29年7月5日
リミテッド・ライアビリティ・カンパ
ニー・ドイチェ・バンク

ロシア連邦

※ 平成29年7月20日
ドイチェ・バンク（マレーシア）バルハッ
ド

マレーシア

金融庁長官
（金監督）第3223号

令和４年12月13日
ドイチェ・バンク・アクチエンゲゼルシヤ
フト

ドイツ連邦共和国

金融庁長官
(金監)第2221号

平成21年8月28日
コメルツバンク･アクツィエンゲゼルシャフ
ト

ドイツ連邦共和国

※ 平成29年7月4日 mBank SA ポーランド共和国

※ 平成29年7月4日 コメルツバンク（EURASIJA)エーオー ロシア連邦

金融庁
金融庁長官

(金監)第2511号
平成21年10月6日 ステート・ストリート信託銀行株式会社 9010401014952 107-6239 東京都港区虎ノ門１－２３－１ 03-4530-7200

ステート・ストリート・バンク・アンド・
トラスト・カンパニー

アメリカ合衆国

金融庁長官
(金監)第2780号

平成21年10月21日
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バン
ク・ナショナル・アソシエーション

アメリカ合衆国

金融庁長官
(金監)第400号

平成24年2月21日
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バン
ク・チャイナ・カンパニー・リミテッド

中華人民共和国

金融庁長官
(金監)第147号

平成25年1月25日 ジェー・ピー・モルガン・エス・イー ドイツ連邦共和国

※ 平成29年7月20日
ジェー・ピー・モルガン・バンク（アイル
ランド）パブリック・リミテッド・カンパ
ニー

アイルランド

金融庁 ドイツ銀行東京支店 6700150001325 100-6170 東京都千代田区永田町２－１１－１ 03-5156-4000

金融庁 コメルツ銀行東京支店 7700150004772 140-0002 東京都品川区東品川４－１３－１４ 03-5715-5600

金融庁 ＪＰモルガン・チェース銀行東京支店 7700150000813 100-6432 東京都千代田区丸の内２－７－３ 03-6736-1000



【全銀行数：45】

所管 認可番号 認可・届出年月日 外国銀行代理銀行名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号 所属外国銀行名
所属外国銀行
本店所在地

外国銀行代理銀行認可・届出一覧

令和5年5月25日現在

（注１）認可番号欄の「－」は、銀行法第52条の２第２項に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注２）認可番号欄の「※」は、銀行法第53条第１項第８号及び同法施行規則第35条第１項第22号の規程に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注３）外国銀行代理銀行名で下線が引かれているものは、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律附則3条の適用を受けている。

金融庁長官
(金監)第3415号

平成21年12月18日
オーストラリア・アンド・ニュージーラン
ド・バンキング・グループ・リミテッド

オーストラリア連邦

金融庁長官
(金監)第3416号

平成21年12月18日
ＡＮＺバンク・ニュージーランド・リミ
テッド

ニュージーランド

金融庁長官
(金監)第980号

平成26年5月13日
オーストラリア・アンド・ニュージーラン
ド・バンク（チャイナ）・カンパニー・リ
ミテッド

中華人民共和国

金融庁長官
(金監)第2499号

平成26年11月25日
オーストラリア・アンド・ニュージーラン
ド・バンク（ベトナム）リミテッド

ベトナム社会主義共和国

金融庁長官
(金監)第2500号

平成26年11月25日
ピーティー・バンク・オーストラリア・ア
ンド・ニュージーランド・インドネシア

インドネシア共和国

金融庁長官
(金監)第2501号

平成26年11月25日
オーストラリア・アンド・ニュージーラン
ド・バンク（台湾）リミテッド

台湾

金融庁長官
(金監)第2502号

平成26年11月25日
オーストラリア・アンド・ニュージーラン
ド・バンキング・グループ（パプアニュー
ギニア）リミテッド

パプアニューギニア独立国

金融庁長官
(金監)第3498号

平成21年12月24日 バンク メンデス ガンス エヌ・ヴイ オランダ王国

金融庁長官
(金監)第2859号

平成22年11月4日
アイエヌジー　ベルギー　エスエー／エヌ
ヴイ

ベルギー王国

金融庁長官
(金監)第1551号

平成28年6月8日 アイエヌジーバンク エヌ・ヴイ オランダ王国

※ 平成29年6月20日
アイエヌジー　ルクセンブルグ　エス・
エー

ルクセンブルク大公国

※ 平成29年6月20日 アイエヌジーディーバ　エー・ジー ドイツ連邦共和国

※ 平成29年6月20日
アイエヌジーバンク　スラスキ　エス・
エー

ポーランド共和国

※ 平成29年6月20日
アイエヌジーバンク　（ユーラシア）ジョ
イントストックカンパニー

ロシア連邦

※ 平成29年6月20日
ピージェーエスシー　アイエヌジーバンク
ウクライナ

ウクライナ

※ 平成29年6月20日 アイエヌジー　キャピタルエルエルシー アメリカ合衆国

※ 平成29年6月20日 アイエヌジー　バンク　エー・エス トルコ共和国

※ 平成29年6月20日
アイエヌジー　バンク（オーストラリア）
リミテッド

オーストラリア連邦

金融庁
オーストラリア・ニュージーランド銀行
在日支店

7700150000375 100-6333 東京都千代田区丸の内２－４－１ 03-6212-7770

金融庁
アイエヌジーバンク エヌ・ヴイ東京支
店

6700150001408 100-0005 東京都千代田区丸の内２－１－１ 03-3217-0301



【全銀行数：45】

所管 認可番号 認可・届出年月日 外国銀行代理銀行名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号 所属外国銀行名
所属外国銀行
本店所在地

外国銀行代理銀行認可・届出一覧

令和5年5月25日現在

（注１）認可番号欄の「－」は、銀行法第52条の２第２項に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注２）認可番号欄の「※」は、銀行法第53条第１項第８号及び同法施行規則第35条第１項第22号の規程に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注３）外国銀行代理銀行名で下線が引かれているものは、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律附則3条の適用を受けている。

金融庁
金融庁長官

(金監)第311号
平成22年2月17日

ピーティー・バンクネガラインドネシア
（ペルセロ）・ティービーケー東京支店

5700150002324 104-0031 東京都中央区京橋２－１０－２ 03-5579-9990
ピーティー・バンクネガラインドネシア
（ペルセロ）・ティービーケー

インドネシア共和国

金融庁長官
(金監)第383号

平成22年2月18日
ナショナルオーストラリア バンク リミ
ティッド

オーストラリア連邦

金融庁長官
(金監)第649号

令和2年3月18日 バンクオブニュージーランド ニュージーランド

金融庁長官
(金監)第892号

平成22年4月2日 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ アメリカ合衆国

※ 平成29年7月3日
バンク・オブ・アメリカ・ヨーロッパ・
ディジグネイテッド・アクティビティ・カ
ンパニー

アイルランド共和国

※ 平成29年7月3日 バンク・オブ・アメリカ・エスエー メキシコ合衆国

※ 平成29年7月3日
バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・
バンコ・Múltiplo・エスエー

ブラジル連邦共和国

金融庁
金融庁長官

(金監)第967号
平成23年4月20日 クレディ・スイス銀行　東京支店 1700150005958 106-6024 東京都港区六本木１－６－１ 03-4550-5700 クレディ・スイス・エイ・ジー スイス連邦

金融庁長官
(金監)第1075号

平成23年5月10日 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
英国（グレートブリテン及
び北部アイルランド連合王
国）

※ 平成31年1月29日
バークレイズ　バンク　アイルランド　パ
ブリック　リミテッド　カンパニー

アイルランド共和国

金融庁長官
(金監)第1153号

平成23年5月19日 ビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エー フランス共和国

金融庁長官
(金監)第2766号

平成23年12月9日
ビー・エヌ・ピー・パリバ（チャイナ）リ
ミテッド

中華人民共和国

金融庁長官
(金監)第1548号

平成28年6月8日
ビー・エヌ・ピー・パリバ　フォルティス
エスエー/エヌブイ

ベルギー王国

金融庁長官
(金監)第1928号

平成23年8月12日 ニューヨークメロン銀行 アメリカ合衆国

※ 令和4年5月25日
ザ・バンク・オブ・ニューヨークメロン・
エスエーエヌブイ

ベルギー王国

金融庁
金融庁長官

(金監)第2770号
平成23年12月9日 株式会社ＳＢＪ銀行 1010401079879 108-0014

東京都港区芝５－３６－７ 三田ベル
ジュビル

03-4530-0505 株式会社新韓銀行 大韓民国

金融庁
金融庁長官

(金監)第399号
平成24年2月21日 ニューヨークメロン信託銀行株式会社 8010001098348 100-8580 東京都千代田区丸の内１－８－３ 03-6756-4500 ニューヨークメロン銀行 アメリカ合衆国

金融庁 ナショナルオーストラリア銀行東京支店 8700150003781 103-0022 東京都中央区日本橋室町２－２－１ 03-3241-8781

金融庁
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東
京支店

5700150003850 103-0027 東京都中央区日本橋１－４－１ 03-6758-5000

金融庁 バークレイズ銀行　東京支店 5700150006399 106-6137 東京都港区六本木６－１０－１ 03-4530-5100

金融庁
ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行　東京支
店

2700150002426 100-6741 東京都千代田区丸の内１－９－１ 03-6377-1000

03-6756-4100金融庁 ニューヨークメロン銀行　東京支店 4700150000007 100-0005 東京都千代田区丸の内１－８－３



【全銀行数：45】

所管 認可番号 認可・届出年月日 外国銀行代理銀行名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号 所属外国銀行名
所属外国銀行
本店所在地

外国銀行代理銀行認可・届出一覧

令和5年5月25日現在

（注１）認可番号欄の「－」は、銀行法第52条の２第２項に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注２）認可番号欄の「※」は、銀行法第53条第１項第８号及び同法施行規則第35条第１項第22号の規程に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注３）外国銀行代理銀行名で下線が引かれているものは、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律附則3条の適用を受けている。

金融庁
金融庁長官

(金監)第1349号
平成24年5月31日 ブラジル銀行　東京支店 2700150002327 100-0005 東京都千代田区丸の内１－６－５ 03-3213-6511 バンコ・ド・ブラジル・エス・エイ ブラジル連邦共和国

金融庁
金融庁長官

(金監)第1740号
平成24年7月2日 ウェルズ・ファーゴ銀行　東京支店 1700150000166 100-0005 東京都千代田区丸の内１－８－３ 03-4330-6000

ウェルズ・ファーゴ・バンク・ナショナ
ル・アソシエーション

アメリカ合衆国

金融庁
金融庁長官

(金監)第2723号
平成25年12月19日 ユービーエス・エイ・ジー　東京支店 2700150002748 100-0004 東京都千代田区大手町１－２－１ 03-5293-3000 ユービーエス・エイ・ジー スイス連邦

金融庁
金融庁長官

(金監)第341号
平成26年2月21日 ソシエテ・ジェネラル銀行　東京支店 2700150001080 100-8206 東京都千代田区丸の内１－１－１ 03-6777-6800 ソシエテ・ジェネラル フランス共和国



【全銀行数：45】

所管 認可番号 認可・届出年月日 外国銀行代理銀行名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号 所属外国銀行名
所属外国銀行
本店所在地

外国銀行代理銀行認可・届出一覧

令和5年5月25日現在

（注１）認可番号欄の「－」は、銀行法第52条の２第２項に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注２）認可番号欄の「※」は、銀行法第53条第１項第８号及び同法施行規則第35条第１項第22号の規程に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注３）外国銀行代理銀行名で下線が引かれているものは、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律附則3条の適用を受けている。

金融庁長官
(金監)第1443号

平成26年6月27日 スタンダードチャータードバンク
英国（グレートブリテン及
び北部アイルランド連合王
国）

金融庁長官
(金監)第1444号

平成26年6月27日
スタンダードチャータード銀行(香港)、
リミテッド

香港特別行政区

金融庁長官
(金監)第1514号

平成26年7月3日
スタンダードチャータード銀行(タイ)、
ピーシーエル

タイ王国

金融庁長官
(金監)第1516号

平成26年7月3日
スタンダードチャータード銀行(中国)、
リミテッド

中華人民共和国

金融庁長官
(金監)第1823号

平成26年8月29日
スタンダードチャータード銀行
マレーシア、バルハッド

マレーシア

金融庁長官
(金監)第1826号

平成26年8月29日
スタンダードチャータード銀行
コリア、リミテッド

大韓民国

金融庁長官
(金監)第1827号

平成26年8月29日
スタンダードチャータード銀行
(ベトナム)、リミテッド

ベトナム社会主義共和国

金融庁長官
(金監)第1089号

平成27年4月6日
スタンダードチャータード銀行
（台湾）、リミテッド

台湾

金融庁長官
(金監)第1090号

平成27年4月6日
スタンダードチャータード銀行
(パキスタン)、リミテッド

パキスタン・イスラム共和
国

※ 平成31年4月5日
スタンダードチャータード銀行
(シンガポール)、リミテッド

シンガポール共和国

※ 令和元年5月17日 スタンダードチャータード銀行AG ドイツ連邦共和国

※ 令和元年6月21日
スタンダードチャータード銀行
ケニア　リミテッド

ケニア共和国

※ 令和元年6月21日
スタンダードチャータード銀行
ナイジェリア　リミテッド

ナイジェリア連邦共和国

金融庁
スタンダードチャータード銀行　東京支
店

4700150001145 100-6155
東京都千代田区永田町２－１１－１

03-5511-1200



【全銀行数：45】

所管 認可番号 認可・届出年月日 外国銀行代理銀行名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号 所属外国銀行名
所属外国銀行
本店所在地

外国銀行代理銀行認可・届出一覧

令和5年5月25日現在

（注１）認可番号欄の「－」は、銀行法第52条の２第２項に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注２）認可番号欄の「※」は、銀行法第53条第１項第８号及び同法施行規則第35条第１項第22号の規程に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注３）外国銀行代理銀行名で下線が引かれているものは、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律附則3条の適用を受けている。

金融庁長官
（金監）第1882号

平成27年6月30日
ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク・
リミテッド

シンガポール共和国

金融庁長官
（金監）第1883号

平成27年6月30日
ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク
チャイナ・リミテッド

中華人民共和国

金融庁長官
（金監）第1884号

平成27年6月30日
ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク・
タイ パブリック・カンパニー・リミテッド

タイ王国

金融庁長官
（金監）第1886号

平成27年6月30日
ピー・ティー・バンク ユナイテッド・オー
バーシーズ・バンク インドネシア

インドネシア共和国

金融庁長官
（金監）第531号

平成29年3月10日
ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク・
マレーシア　ビー・エイチ・ディー

マレーシア

金融庁長官
（金監）第3295号

平成27年11月5日 インドステイト銀行 インド

※ 平成29年6月20日 SBI キャピタルマーケッツ インド

金融庁
金融庁長官

（金監）第1549号
平成28年6月8日 ＤＢＳ銀行　東京支店 1700150000819 100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１ 03-3213-4411 ＤＢＳ銀行 シンガポール共和国

金融庁長官
（金監）第1551号

平成28年6月8日
オーバーシー・チャイニーズ・バンキン
グ・コーポレーション・リミテッド

シンガポール共和国

※ 平成30年6月27日
オーシービーシー・バンク・マレーシア・
バルハッド

マレーシア

※ 平成30年6月27日
ピーティー・バンク・オーシービーシー・
ニスプ・ティービィーケー

インドネシア共和国

金融庁長官
(金監)第771号

平成29年3月28日 シティバンク・エヌ・エイ アメリカ合衆国

※ 令和3年10月25日 シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー アイルランド

金融庁
金融庁長官

(金監)第2973号
平成29年12月11日

ユーロクリア・バンク・エスアー・エヌ
ヴェー日本支店

9700150086297 100-0005 東京都千代田区丸の内１－４－１ 03-4335-7700
ユーロクリア・バンク・エスアー・エヌ
ヴェー

ベルギー王国

金融庁
金融庁長官

(金監)第876号
平成30年3月27日 中国農業銀行東京支店 7700150001150 100-0005 東京都千代田区丸の内２－３－２ 03-6250-6911 中国農業銀行股份有限公司 中華人民共和国

金融庁
金融庁長官

(金監)第1711号
平成30年6月27日 台新國際商業銀行東京支店 1700150075695 100-0005 東京都千代田区丸の内２－１－１ 03-6269-9880 台新國際商業銀行股份有限公司 台湾

金融庁 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 1700150080002 100-8132 東京都千代田区大手町１－１－１ 03-6776-5000

103-0027 東京都中央区日本橋１－３－１３ 03-3517-3700

金融庁
ユナイテッド・オーバーシーズ銀行　東京支
店

3700150002747 100-6113 東京都千代田区永田町２－１１－１ 03-3596-7200

金融庁 オーバーシー・チャイニーズ銀行　東京支店 3700150000354 100-6105 東京都千代田区永田町２－１１－１ 03-5510-7660

金融庁 インドステイト銀行　在日支店 4700150000056



【全銀行数：45】

所管 認可番号 認可・届出年月日 外国銀行代理銀行名 法人番号 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号 所属外国銀行名
所属外国銀行
本店所在地

外国銀行代理銀行認可・届出一覧

令和5年5月25日現在

（注１）認可番号欄の「－」は、銀行法第52条の２第２項に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注２）認可番号欄の「※」は、銀行法第53条第１項第８号及び同法施行規則第35条第１項第22号の規程に基づく届出による外国銀行代理銀行である。
（注３）外国銀行代理銀行名で下線が引かれているものは、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律附則3条の適用を受けている。

金融庁
金融庁長官

(金監)第248号
平成30年8月7日 韓国産業銀行 大韓民国

金融庁
金融庁長官

（金監督）第1672号
令和4年6月28日 KDB Asia Ltd. 香港特別行政区

金融庁
金融庁長官

（金監督）第1672号
令和4年6月28日 KDB Ireland DAC アイルランド

金融庁
金融庁長官

（金監督）第1672号
令和4年6月28日 KDB Bank Europe Ltd. ハンガリー

金融庁
金融庁長官

（金監督）第1672号
令和4年6月28日 Banco KDB do Brasil S.A. ブラジル連邦共和国

金融庁
金融庁長官

（金監督）第1672号
令和4年6月28日 KDB Bank Uzbekistan ウズベキスタン

金融庁
金融庁長官

（金監督）第1893号
令和元年5月28日 バンコック銀行　東京支店・大阪支店 4700150005162 105-0003 東京都港区西新橋２－８－１０ 03-3503-3333

バンコック・バンク・パブリック・カンパ
ニー・リミテッド

タイ王国

金融庁
金融庁長官

(金監督)第2409号
令和2年10月27日 中国建設銀行東京支店 3700150001170 100-0004 東京都千代田区大手町１－５－１ 03-5293-5218 中国建設銀行 中華人民共和国

金融庁
金融庁長官

(金監督)第2750号
令和2年12月17日

フィリピン・ナショナル・バンク
在日支店

2700150005429 108-0073 東京都港区三田２－１１－１５ 03-6858-5910 フィリピン・ナショナル・バンク フィリピン共和国

金融庁
金融庁長官

(金監督)第1918号
令和3年8月24日

ゴールドマン・サックス・バンクUSA東
京支店

4700150104492 106-6147 東京都港区六本木６－１０－１ 03-6437-4555 ゴールドマン・サックス・バンクUSA アメリカ合衆国

金融庁
金融庁長官

(金監督)第143号
令和4年1月28日

クリアストリーム・バンキング・エス・
エー日本支店

7700150103426 100-0005 東京都千代田区丸の内１－６－５ 03-4578-6600
クリアストリーム・バンキング・エス・
エー

ルクセンブルク大公国

金融庁
金融庁長官

(金監督)第963号
令和4年4月19日

オーストラリア・コモンウェルス銀行東
京支店

6700150004773 105-0001 東京都港区虎ノ門５－１２－１ 03-5400-7280
コモンウェルス・バンク・オブ・オースト
ラリア

オーストラリア連邦

金融庁
金融庁長官

(金監督)第1069号
令和4年4月28日 クレディ・アグリコル銀行東京支店 3700150004594 105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号 03-4580-5700

クレディ・アグリコル・コーポレート・ア
ンド・インベストメント・バンク

フランス共和国

金融庁
金融庁長官

(金監督)第1221号
令和5年5月9日 カナダロイヤル銀行東京支店 2700150005412 107-0052

東京都港区赤坂１－８－１赤坂インター
シティAIR

03-4577-7199 ロイヤル・バンク・オブ・カナダ カナダ

関東財務局
金融庁長官

(金監)第2233号
平成27年7月3日 株式会社東京スター銀行 8010401043556 107-8480 東京都港区赤坂２－３－５ 03-3586-3111 中國信託商業銀行股份有限公司 台湾

韓国産業銀行東京支店 5700150000402 100-6736 東京都千代田区丸の内１－９－１ 03-3214-4541


