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日日本本ににおおいいててＳＳＳＳＩＩ証証券券ととのの証証券券口口座座のの開開設設案案内内  
 
 

口座開設の手順： 
 

1. 証券口座開設書類をプリントして、部数は下記のように 
1- Application for opening account (1 通) 
2- Account Opening Contract (2 通) 
3- Agreement on Securities Dealing by Email (2 通) 
4- Converting instruction (1 通) 
5- Tariff for investor (1 通) 
6- Securities trading code application (1 通) 
7- Individual Investor's Information (1 通) 
 

2. 本人のパスポートを 2 枚コピーする（カラーあるいは黒白コピー） 
 

3. ＳＳＩ証券会社との証券口座開設書類にご記入したりサインする 
 Application for opening account (証券口座開設申請書) 
ご氏名、生年月日、住所、パスポート番号、電子メールアドレス、電話番号などをご記入、

Account Holder と 1st Signature と 2nd Signature の 3 ヶ所にパスポートのサインと一緒に

サインして下さい。 
 

 Account Opening Contract (口座開設契約書) 
ご氏名、パスポート番号、発行日、電話番号などを記入、4 ページの[Representative of 
Client ]の下にサインして下さい。 
 

 Agreement on Securities Dealing by Email（取引する為の電子メール契約書） 
ご氏名、パスポート番号、国籍、住所、電話番号、電子メールアドレスなどをご記入、2 ペ

ージの「Client」の下にサインして下さい。（説明：ご連絡方法は電話や電子メールやファ

クスなどは問題ないですがご注文は是非登録しているメールでご指示ください、このメール

が保留されてご売買の証明になるものです-このメールアドレスを変更する際、先に登録さ

れたメールアドレスでご連絡ください） 
 

 Converting instruction（外通貨の資金の両替委任状） 
[Yours truly,]の下にサインして下さい。(説明：ＳＳＩ証券に送金した外国通貨をベトナムド

ンに自動的に両替するという委任書。ベトナム株式はベトナムドンの貨幣のみで取引が行わ

れますのでこの手続きが必要です) 
 

 Tariff for investor（費用－手数料のこと） 
[Accepted by Client] の下にサイン下さい。（説明：手数料は片道で売買代金の 0.5％かかり

ます。証券保管、配当受取に対してはは無料。証券口座維持料は一月 15 ドル-月末に口座か

ら引落されます。 初の預金は 100 ドル- 低口座維持負担金。外国人証券取引コードの申

請料金は 25 ドル相当。その他、 初口座開設する際、10 ドルの書類翻訳代と 35 ドルの書

類返却郵送料） 
 



 
 

 Securities trading code application（外国人証券取引コード申請書） 
ご氏名、住所、電話番号、国籍、パスポート番号などを記入し、「Applicant」の下にサイン

して下さい。（説明：外国人投資家に対しては証券会社のみならず、証券取引コードでベト

ナム国家証券委員会に管理されます。外人投資家はＳＳＩ証券会社に通じてベトナム国家証

券委員会にコードを申請します） 
 
 Individual Investor's Information（投資家の個人情報フォーム） 
このフォームに投資家のご氏名、生年月日、性別、国籍、住所、電話番号、パスポート番号、

発行日、有効期限などをご記入してからこのフォームを 
 公証人役場で役員の前にサインして認証して貰う、そうして 
 日本国の外務省で認証した公証人役場の印章を確認して貰う、それで 
 在日ベトナム大使館あるいは総領事館で日本国の外務省の印章を認証して貰う。 

（説明：投資家はベトナムに来られないので投資家の情報を確信するのは必要なのです。在

日ベトナム大使館あるいは総領事館は公証人役場の印章を証明出来ませんですから、公証人

役場の印章は日本国行政機関の認証が必要になります） 
 
 パスポートのコピー版を認証する：ベトナム大使館あるいは総領事館に行く際、コピー

したパスポートの 2 枚を一緒に持ち込んでコピー版と認証して貰ってください。 
 
それまで、書類を完成、全部ＳＳＩ証券の宛てに送って下さい。 
手数料と預金の 170ＵＳドルは在ＢＩＤＶ銀行のＳＳＩ証券口座に振り込んでください。受取

先は： 
 

受取者 ：Sai Gon Secuirities Inc. (SSI 証券株式会社) 
 口座番号 ：119-10-0000-5157-0 
 受け取り銀行：Bank For Investment And Development Of VietNam (BIDV) 
 支店  ：Nam Ky Khoi Nghia - Branch 

 SWIFT コード：BIDVVNVX 
 

 **注意：送金手数料は送金者はご負担ください。 
 
4. 書類返済： 

書類は問題が無かったら、10 日間後、ご証券取引コードと証券口座番号を電子メールでお

知らせます。同時に獲得したコードの証明書と証券口座開設書類をＥＭＳで投資家の宛てに

郵送いたします。書類が足りないあるいは認可を獲得できないときは書類を補充頂きたいあ

るいは預金をご返済いたします。 
 

5. 店頭株と新規株を売買する為： 
ベトナム商業銀行に外国人の「資本拠出専用口座」の作成手続きをお手伝います。 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
日本国公証人役場 
公証人役場は出来れば都会に在って、英文書類の扱いに慣れている所の方が良い。地方の公証人役場では翻訳要求

される事がある。日本各地の公証人役場はこのウェブサイトをご参照 
ＵＲＬ：http://www.koshonin.gr.jp 
ベトナム大使館 
〒151-0062 渋谷区元代々木町 50-11 
電話：03-3466-3311、03-3466-3313、03-3466-3314 
URL: http://www.vietnamembassy.jp 
ベトナム領事館 
〒541-0059 大阪市中央区博労町 1 丁目 4-10 エステート博労町ビル 10 階 

電話：06-6263-1600 
URL: http://www.kisweb.ne.jp/jva/ryoujikan.html 

 


