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国家外汇管理局上海市分局疫情防控期
资本项目业务便民指南

国家外貨管理局上海市分局の防疫期間での
資本項目業務利便化に関するガイド

当前，新型冠状病毒疫情形势严峻。位于浦东
新区陆家嘴东路 181 号的国家外汇管理局上海市分
局二楼大厅，主要为企业群众提供资本项目业务服
务。为贯彻落实党中央国务院和上海市委市政府对
疫情防控工作的部署要求，有效减少场所人员聚
集，最大限度保护人民群众生命安全和身体健康，
国家外汇管理局上海市分局（以下简称“外汇局”
）
制定《国家外汇管理局上海市分局疫情防控期资本
项目业务便民指南》，简化各项业务流程，提高政
务服务效率。

現在、新型コロナウイルスによる疫病の広がり
が厳しい情勢にある。浦東新区陸家嘴東路 181 号
に位置している国家外貨管理局上海市分局の二
階ホールは、主に企業に向けて、資本項目業務に
関連するサービスを提供している。共産党中央、
国務院および上海市共産党委員会・市政府による
防疫工作に対する采配、要求を徹底させ、人が集
まる機会を効率的に減らし、国民の安全と健康を
最大限に守るため、国家外貨管理局上海市分局
(以下「外管局」という)が、「国家外貨管理局上
海市分局の防疫期間における資本項目業務利便
化に関するガイド」を制定し、各業務プロセスの
簡素化、政務サービス効率の向上を図る。

一、业务办理

一、業務手続き

1、网上办理

１.オンラインでの手続き

登陆“国家外汇管理局政务服务网上办理系统
（http://zwfw.safe.gov.cn/asone/）
”
，注册登陆
后，进行网上业务申请。目前可通过网上办理的业
务包括：境内公司境外上市登记及变更、注销登记；
境外上市公司境内股东持股登记及变更登记；境内
个人参与境外上市公司股权激励计划外汇登记及
变更、注销登记；上市公司回购 B 股股份购汇额度
审批；银行人民币结构性存款业务外汇登记等。

「国家外貨管理局政務服務オンライン受付シ
ステム（http://zwfw.safe.gov.cn/asone/）」に
アクセスし、ログイン後、オンラインでの手続き
申請を行う。当面、オンライン受付の対象手続き
は以下を含む。
 国内企業の海外上場登記及び変更、抹消登記
 海外上場企業の国内株主の株式保有登記及び
変更登記
 国内個人による海外上場企業のストック・イン
センティブ・プランへの参加に関する外貨登記
及び変更、抹消登記
 上場会社による B 株株式への買戻しに関する
外貨両替枠への審査･認可
 銀行による人民元仕組預金業務の外貨登記 等

２．E メールでの手続き

2、互联网邮箱办理

企業は資本項目手続きを行う際、申請書類原本
をスキャンした電子ファイル（pdf 形式）、担当
者名、連絡先電話番号を外貨管理局資本項目処の
E メールアドレス（zbxm@sh.pbc.gov.cn）に送信
することもでき、銀行は資本項目情報共有プラッ
トフォームで申請書類を発信することができる。

企业办理资本项目业务，可将申请材料正本扫
描件（pdf 格式）
、联系人、联系电话发送至外汇局
资本项目处邮箱（zbxm@sh.pbc.gov.cn），银行业
金融机构可通过资本项目信息交互平台发送申请
材料。
办理业务所需材料清单、申请表格可电话联系
外汇局。

手続申請の所要書類リスト、申請表は、電話に
て外貨管理局に連絡することができる。

3、邮寄办理

３．郵便での手続き

所有现场办理业务，均可通过快递方式递交申
请材料（邮寄地址见下），申请材料附回邮地址和
联系方式，外汇局将在收到材料后 3 个工作日内通

全ての現場受付手続きは、速達方式にて申請書
類を提出することができる（配達先住所は後述）。
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申請書類には、返信先の住所および連絡方法を添
付し、外貨管理局は書類を受領した日から３営業
日以内に、申請者に対して書類受領または補足・
修正を要求し、審査・認可の結果は速達郵便にて、
無償で届ける。

知申请人材料收悉或补正要求，办事结果通过邮政
快递免费送达。
办理业务所需材料清单、申请表格可电话联系
外汇局。

手続申請の所要書類リスト、申請表は、電話に
て外貨管理局に連絡することができる。
４．現場手続き

4、现场办理

確実に外貨管理局の現場窓口にて手続きを行
う必要がある場合、個人の防護措置を取り、マス
クを着用し、ホールでの滞在時間を減らし、交差
感染リスクの低減を励行してください。市場主体
は電話予約を通じ、待ち時間を減少できる。

对确有需要到外汇局窗口现场办理的，请做好
个人防护，佩戴好口罩，减少在大厅停留时间，降
低交叉感染风险。市场主体也可以通过电话预约办
理，减少等候时间。

５．優先ルート便利化措置

5、绿色通道便利化措施
（1）便利疫情防控相关的跨境投融资业务。
企业办理与疫情防控相关的资本项目收入支付时，
无需事前、逐笔提交单证材料，由银行加强对企业
资金使用真实性的事后抽查。疫情防控确有需要
的，企业借用外债限额等可取消，并可通过“国家
外 汇 管 理 局 政 务 服 务 网 上 办 理 系 统
（http://zwfw.safe.gov.cn/asone/）”线上申请
外债登记，便利企业开展跨境融资。

（１）防疫関連のクロスボーダー投融資業務に
便利を図る。企業が、防疫関連の資本項目収入の
支払を行う際、事前・逐一に証明書類を提出する
必要はなく、銀行が、企業の資金使途の真実性へ
の事後抽出検査を強化することとする。確実に防
疫に必要な場合、企業の外債借入れ限度額等を取
消すこともでき、且つ「国家外貨管理局政務サー
ビスオンライン手続システム
（http://zwfw.safe.gov.cn/asone/）」を通じ、
外債登記のオンライン申請を行うことができ、企
業によるクロスボーダー資金調達に便利を図る。

（2）股权激励业务采取临时性登记便利化措
施。只要办理过股权激励登记，一律先办相关跨境
收支和结售汇业务，待疫情结束后补办 2020 年额
度申请、登记变更等相关手续。

（２）ストック・インセンティブ業務は、登記
手続きの一時的な便利化措置を取る。ストック・
インセンティブ登記手続き実施済のものに対し
て、関連するクロスボーダー収支と外為業務は一
律に優先して取り扱い、疫病収束後に、追って
2020 年度枠の申請、
登記変更等の関連手続きを遡
って行うものとする。

（3）个人财产对外转移业务由银行代为受理
（３）個人財産の海外移転業務については、銀
申请材料，已开通受理的银行网点，请电话咨询外 行が代わりに申請書類を受付する。既に受付を開
汇局。
始している銀行拠点は、外管局に電話して相談し
てください。
（4）跨国公司跨境资金集中运营管理业务暂
缓提交纸质材料，银行直接发送扫描电子版（pdf
格 式 ） 到 外 汇 局 资 本 项 目 处 邮 箱
（zbxm@sh.pbc.gov.cn），并以电话方式进行后续
沟通。其中，外债或境外放款额度集中管理业务所
需的财务报告，仅扫描资产负债页。

（４）多国籍企業のクロスボーダー資金集中運
営管理業務については、紙ベース書類の提出を一
時延期して、銀行がスキャンした電子ファイル
（pdf 形式）を直接外管局資本項目処の E メール
アドレス(zbxm@sh.pbc.gov.cn)に送信し、且つ電
話にてその後の連携を取るものとする。その内、
外債または海外貸付限度額の集中管理業務に必
要な財務報告書は、資産負債ページのみスキャン
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するものとする。
（5）实体经济企业办理紧急业务所需材料清
单，在说明业务合理性前提下可适当简化，如有问
题请电话联系外汇局。与疫情防控有关的其他特殊
外汇业务，经办银行重点做好业务合理性展业，为
相关企业提供好服务，先行办理，并向外汇局报备。

（５）実体経済企業が緊急手続きを行う際の所
要書類リストは、業務の合理性について説明する
前提で適宜に簡素化させることができる。もし質
問があれば、電話にて外貨管理局に連絡してくだ
さい。防疫に関係のあるその他特殊な外為業務に
ついては、取引銀行は重点的に業務合理性への確
認を行ったうえで取り扱い、関連企業に良いサー
ビスを提供し、業務実施を先行しつつ、且つ外貨
管理局に届出をしなければならない。
二、業務の問い合わせ

二、业务咨询
疫情防控期间，建议企业、个人通过电话、传
真、互联网等方式咨询各项业务。

防疫期間、企業・個人は、電話、ファックス、
インターネット等を通じて、各種業務の相談を行
うことを推奨する。

国家外汇管理局上海市分局资本项目管理处
联系方式（后附）

国家外貨管理局上海市分局資本項目処の連絡
方法（後添）

互联网咨询方式：国家外汇管理局上海市分局
子网站（www.safe.gov.cn/shanghai/）——咨询
反馈——业务咨询

インターネットでの問い合わせ方式：
国家外貨管理局上海市分局ウェブサイト
（www.safe.gov.cn/shanghai/）
—— 問合せ返信 —— 業務問合せ

附件：国家外汇管理局政务服务网上办理系统
用户手册（互联网端）

添付書類：国家外貨管理局政務サービスオンラ
イン手続システムのユーザーマニュアル（インタ
ーネット端末）
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国家外汇管理局上海市分局资本项目管理处联系方式

主要业务咨询范围

业务咨询电话

传真号码

021-58845265
外债登记/外债担保

021-58845749

021-58845398

021-58845359
外商直接投资业务

个人财产对外转移
境外投资业务
（境外放款）
资本市场业务

021-58845470
021-58845261
021-58845470
021-58845763

021-58845491

021-58845491

021-58845151

021-58845491

021-58845943

021-58845491

邮寄地址

浦东新区陆家嘴东路 181 号
二楼大厅 外债科
浦东新区陆家嘴东路 181 号
二楼大厅 直接投资业务科
浦东新区陆家嘴东路 181 号
二楼大厅 直接投资业务科
浦东新区陆家嘴东路 181 号
二楼大厅 事后监管科
浦东新区陆家嘴东路 181 号 910 室

国家外貨管理局上海市分局資本項目処の連絡方法

主要業務相談内容

電話番号

ファックス

021-58845265
外債登記/外債保証

021-58845749

021-58845398

021-58845359
外資直接投資業務

個人財産の海外移転
海外投資業務
（海外貸付）
資本市場業務

021-58845470
021-58845261
021-58845470
021-58845763

021-58845491

021-58845491

021-58845151

021-58845491

021-58845943

021-58845491
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郵便宛先住所

浦東新区陸家嘴東路 181 号
二階ホール 外債科
浦東新区陸家嘴東路 181 号
二階ホール 直接投資業務科
浦東新区陸家嘴東路 181 号
二階ホール 直接投資業務科
浦東新区陸家嘴東路 181 号
二階ホール 事後監管科
浦東新区陸家嘴東路 181 号 910 室

