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社会問題・退役軍人および青少年のリハビリテーション省

法務省（全国の司法省、最高裁判所、第一審、控訴裁判所）

全国の監督下にある首都-地方の専門部門を含む。

カナデイア銀行アプリ (現金、普通預金口座、当座預金口座)

全支店の窓口 (現金、小切手、普通預金口座、当座預金口座)

経済財務省モバイルアプリ（NRMISアプリ）（現金・普通預金口座・当座預金口座）

カナデイア銀行アプリを今すぐダ

ウンロード

顧客種類 個人・法人

・カナディア銀行アプリ

● https://www.youtube.com/watch?v=HN_zlI909Q4

・経済財務省のモバイルアプリ: ● https://www.youtube.com/watch?v=iG8VT46-5kA

2. 税務総局（GDT）への納税サービス

当行の窓口での支払い

- パテントの税金

1.   全国の官公庁への税外納付サービス

サービスの種類

協力省庁

支払い方法

案内動画

カナデイア銀行の口座を利用し、全国の23 

省庁と各首都、各州の専門部門へ、公共サービスの請求書と州の財産契約の請求書を簡単かつ安全に支払う事ができます。

税金の種類と決済方法

https://www.youtube.com/watch?v=HN_zlI909Q4
https://www.youtube.com/watch?v=iG8VT46-5kA
https://www.youtube.com/watch?v=iG8VT46-5kA


- 会社閉鎖印税

- 合併会社の解散に係る印紙税

- 0.1% の印紙譲渡税

- 公共調達の印紙税率 0.1%

- 登録料又は、更新料

- 印紙税サービス料

- 給与税

- 付加給付税

- 所得税の軽減

- 年間所得税

- 追加所得税、配当

- 最低税額

- サービスに対する 15% の源泉徴収税

- 源泉徴収税 (15%)

- 利子源泉税 (6%)

- 利子源泉税 (4%)

- 非居住者に対する源泉税（利子）

- 非居住者に対する源泉税（ロイヤルティ）

- 非居住者の源泉徴収（技術管理サービス）

- 非居住者に対する源泉徴収税（配当）

- 源泉徴収税（個人）

- 手数料に対する源泉徴収税（法人）

- 付加価値税

- 一部商品の特別税

- 特定のサービスに対する特定の税

- 妨害に対する追加税

- 印刷物売上収益

- 公共照明税

- 輸送手段及び、全車種に対する税

- 宿泊税

- 屠殺税

- 商標印紙税

- 看板の印紙税

- 税理士報酬

オンラインでの支払い

● Via GDT’s Website (https://www.tax.gov.kh):

- 事業税（中小・大口納税者）

- 賃貸住宅と土地の税金

- 自動車の所有権移転印紙税

GDT 納税申告アプリ経由

- 事業税（少額納税者向け）

GDT 納税者アプリ経由

- 固定資産税（年税）

- 輸送手段及び、全車種に対する税

支払いオプション

当行のカウンターは、全首都 - 地方の支店 にあります。 

(現金、小切手、普通預金口座、当座預金口座対応) 

● Website of General Department of Taxation (https://www.tax.gov.kh ) (Saving Account and Current Account)

税金の種類と決済方法

https://www.tax.gov.kh/


GDT税事前申告アプリ（普通預金口座と当座預金口座）

GDT 納税者アプリ (普通預金口座と当座預金口座)

顧客種類 個人・法人・税理士

● Website of General Department of Taxation: https://www.youtube.com/watch?v=PlLN-zCqZlw

GDT 税事前申告アプリ

● https://www.youtube.com/watch?v=uQo_zxLtZ9w

GDT 納税者アプリ

固定資産税 　● https://fb.watch/9sahgFPuW6/

固定資産税　 ● https://www.youtube.com/watch?v=uKrtNXd2B9s

道路税     　　● https://www.youtube.com/watch?v=INEV2Fp2E3U

道路税 　　    ● https://fb.watch/9saeLZyi6W/

３．各種関税・消費税納付サービス

カナディア銀行全支店で、全種類の関税及び消費税を、窓口又はオンライン決済にて迅速かつ安全に支払いができます。

サービスの種類 全種類の関税及び、物品税

カナディア銀行アプリ（普通預金口座、当座預金口座）

全支店の窓口（現金。小切手、普通預金口座、当座預金口座）

●       Website of the General Department of Customs and Excise of Cambodia (https://apps.customs.gov.kh) 

(Saving Account and Current Account)

顧客種類 業者、法人、通関代理店

●       https://www.youtube.com/watch?v=-rj98TogZZg

●      Website of General Department of Taxation: https://www.youtube.com/watch?v=06yI77Darwk

4.国家社会保障基金（NSSF）への労働リスク、ヘルスケアスキーム、年金基金スキームに関する拠出金支払いサービス

職業上のリスクスキーム

医療制度

年金基金制度

カナデイア銀行全支店で、当行口座 を利用し、オンライン決済システムを通じて、職業リスク スキーム、ヘルスケア 

スキーム、及び年金基金スキームを 、NSSF に迅速かつ安全に支払うことができます。

サービス種類

支払いオプション

カナディア銀行アプリを今すぐダ

ウンロード

案内動画

https://www.youtube.com/watch?v=PlLN-zCqZlw
https://www.youtube.com/watch?v=PlLN-zCqZlw
https://www.youtube.com/watch?v=uQo_zxLtZ9w
https://www.youtube.com/watch?v=uKrtNXd2B9s
https://www.youtube.com/watch?v=uKrtNXd2B9s
https://www.youtube.com/watch?v=uKrtNXd2B9s
https://apps.customs.gov.kh/
https://apps.customs.gov.kh/
https://www.youtube.com/watch?v=-rj98TogZZg
https://www.youtube.com/watch?v=06yI77Darwk
https://www.youtube.com/watch?v=06yI77Darwk


カナデイア銀行アプリ (普通預金口座と当座預金口座)

全支店の窓口 (現金、小切手、普通預金口座、当座預金口座)

ＮＳＦＦアプリ又はサイト

顧客種類 法人

カナデイ銀行アプリ

● https://web.facebook.com/CanadiaBankCambodia/videos/1395939547421787/

５．商務省 (MoC) へのライセンス/証明書申請の支払いサービス

カナディア銀行窓口

事業登録

原本の証明書

オンライン

標章登録証

ライセンス インポート エクスポート

キンバリープロセス証明書

全支店窓口　(現金、小切手、普通預金口座、当座預金口座)

● Website of Trademark Registration Certificate (https://efiling.cambodiaip.gov.kh/efiling/) (Saving Account, 

Current Account, Debit Card and Credit Card)

● Website of Cambodia National Single Window (https://live.nsw.gov.kh/) for License/Certificate of Import and 

Export (Saving Account, Current Account)

顧客タイプ トレーダー/ビジネス

案内動画 Via Cambodia National Single Window: https://fb.watch/dbZC_mlP92/

6. Electricite Du Cambodge (EDC) への支払いサービス

カナディア銀行窓口、ATM、インターネット バンキング、モバイルバンキング

電気代

EDC モバイル アプリおよび Web ポータル経由

新規接続

アップグレード接続

カナデイ銀行 アプリ、ATM、インターネット バンキング (普通預金口座。当座預金口座）

全支店窓口 (現金、小切手、普通預金口座、当座預金口座)

EDCモバイルアプリとウェブポータル（普通預金口座と当座預金口座）

支払い方法

カナディア銀行全支店で、当行口座よりオンライン決済システムを通じて、迅速かつ安全に、

サービスの種類

支払い方法

毎月の電気料金及び、その他サービスの料金を Electricite Du Cambodge (EDC) に支払う事ができます。

支払い方法

カナディア銀行アプリを今すぐダ

ウンロード

案内動画

カナデイア銀行の全支店で、当行口座を利用し、オンライン決済システムを通じて、迅速かつ安全に商務省に公共サービス料金を支払う事

ができます。

サービスの種類

https://web.facebook.com/CanadiaBankCambodia/videos/1395939547421787/
https://efiling.cambodiaip.gov.kh/efiling/
https://efiling.cambodiaip.gov.kh/efiling/
https://efiling.cambodiaip.gov.kh/efiling/
https://efiling.cambodiaip.gov.kh/efiling/
https://live.nsw.gov.kh/
https://live.nsw.gov.kh/
https://live.nsw.gov.kh/
https://live.nsw.gov.kh/


カナディア銀行アプリを今すぐダ

ウンロード

顧客タイプ 個人・法人

カナディア銀行アプリ

https://web.facebook.com/watch/?v=1174659839571992

EDCモバイルアプリ

https://web.facebook.com/watch/?v=1068524723991215

案内動画

https://web.facebook.com/watch/?v=1174659839571992
https://web.facebook.com/watch/?v=1068524723991215

