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≪脱退一時金請求書≫                                          ်မနးမာဘာသာ 

日本から出国される外国人のみなさまへ 
 
◎ 脱退一時金は、次のすべての条件に該当するときに請求することができます。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪注意≫⇒次ページへ 

年金制度に 6 ヶ月以上加入されていた方は、脱退一時金を受け取ることができますが、脱退一時金を受け取った場

合の注意点がございますので、次ページの注意書きをよくご覧になり、将来的な年金受給を考慮したうえで、脱退一

時金の請求についてご検討ください。 

Japan Pension Service 

 
http://www.nenkin.go.jp/ 

国民年金、厚生年金保険又は共済組合の被保険者資格を喪失し、日本に住所を有しなくなった日か

ら 2年以内に請求する必要があります。 

 

① 日本国籍を有していない方 

② 国民年金の第１号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料 4 分の 1 免除期間の月 

数の 4分の 3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の 2分の 1に相当する月数、及び保

険料 4分の 3免除期間の月数の 4分の 1に相当する月数とを合算した月数、又は厚生年金保険

の被保険者期間の月数が 6か月以上ある方 

③ 日本に住所を有していない方 

  ※ 再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国する場合は、転出届の提出をしたとき。⇒P5へ 

④ 年金（障害手当金を含む）を受ける権利を有したことのない方 

 

提出書類 
「脱退一時金請求書（国民年金／厚生年金保険）」 

添付書類 

① パスポート（旅券）の写し（氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ） 

② パスポート（旅券）の写し（最後に日本を出国した年月日が確認できるページ） 

③ 「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる    

書類（銀行が発行した証明書等。または、「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受けてください。） 

④ 国民年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類 

 

◎ なお、帰国前に日本国内から請求書を提出される場合には、上記②の代わりに日本国外に転出予定である

旨が記載された住民票の写しや住民票の除票等、市区町村に転出届を提出したことを確認できる書類を添

付し、住民票の転出（予定）日以降に日本年金機構へ提出してください。 

   

※脱退一時金の受給要件として、日本年金機構が請求書を受理した日に日本に住所を有していないことが必要

です。 
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≪注意≫                                        ်မနးမာဘာသာ 
 
脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は、日本の年金制度に加入していた

期間（以下「加入期間」という。）ではなくなります。以下の注意書きをよくご覧になり、将来的な年金受給を考慮

したうえで、脱退一時金の請求についてご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

① 老齢年金の資格期間が 10年に短縮 

 （2017年 8月より、25年から 10年に短縮） 

年金受け取りに必要な資格期間が 10年（120月）以上ある

と、日本の老齢年金を受け取ることができます。 
  

 

 

 

 

 

 

※資格期間が 10年（120月）以上ある方は、脱退一時金を受け取ること

はできません。 

※合算対象期間は、過去に日本の年金制度に加入していなかった場合な

どでも、資格期間に含むことができる期間です。（ただし、年金額の算

定には反映されません。） 

例えば、日本で永住許可を得た外国籍の方については、海外在住期間

のうち、1961 年 4 月から永住許可を取得するまでの期間（20 歳以上

60歳未満の期間に限る。）が合算対象期間となります。 

その他、詳細については年金事務所へお問い合わせください。 

② 加入期間の通算 

日本と年金通算の協定を締結している相

手国の年金制度に加入していた期間のあ

る方は、一定の要件のもと加入期間を通

算して、日本及び協定相手国の年金を受

け取ることができる場合があります。 

 

◎ただし、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金

の計算の基礎となった期間は通算することがで

きなくなります。 

 

※年金通算の社会保障協定を締結している相手国 

（2017年 8月現在） 

ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナ

ダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペ

イン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハン

ガリー、インド、ルクセンブルク 

 

* 脱退一時金にかかる税金について 

国民年金の脱退一時金は、所得税が源泉徴収されませんが、厚生年金保険の脱退一時金は、その支給の際に、

20.42％の税金が源泉徴収されます。 

非居住者の方が「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を税務署に提出することで、源泉徴収さ

れた税金の還付を受けられる場合があります。 

申告書の提出先は、日本国内における最終の住所地又は居所地を管轄する税務署となります。 

申告及び還付金の受け取りのためには、帰国前に、日本国内における最終の住所地又は居所地を管轄する税

務署へ「納税管理人届出書」（この様式は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）に掲載しています。）

を提出する必要があります。なお、「納税管理人届出書」を提出しないで帰国した場合には、申告時に「納税

管理人届出書」を申告書と併せて提出してください。また、納税管理人の資格は、日本に住所地又は居所地

を有すること以外に特にありません。（申告などの手続について、ご不明な点は税務署にお尋ねください。） 

脱退一時金の送金と同時に「脱退一時金支給決定通知書」を送付しますので、原本を納税管理人に送付して

ください。 

* 請求者が脱退一時金の支給を受けずに死亡した場合 

請求者の死亡当時生計を同一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他 3 親等内の親族

が代わりに給付を受けることができます。（本人が死亡前に請求書を提出している場合のみ該当します。） 

 

「資格期間」とは？ 

◎国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間 

◎厚生年金保険や共済組合等の加入期間 

◎日本の年金制度に加入していなくても資格期間に加えること

ができる期間（合算対象期間） 

 

③ 支給額計算の上限 

脱退一時金の支給金額は、日本の年金制度に加入していた月数に応じて、36 ヶ月を上限として計算されま

す。（長期間（37ヶ月以上）日本の年金制度に加入されていた方が脱退一時金を請求した場合、脱退一時金の支給金額は 36ヶ月を

上限として計算されますが、脱退一時金を請求する以前の全ての期間が年金加入期間ではなくなります。） 
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≪ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆုိလႊာ≫                   ်မနးမာဘာသာ 

ဂ္ပနးႏိုငးငဵတျငး့မြ ထျကးချာေနထုိငးေသာ ႏုိငးငဵ်ခာ့သာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့သုိ႔ 
◎ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျသညး ေအာကးေဖား်ပပါအေ်ခအေနအာ့လုဵ့တျငး အက္ဵဳ့ဝငးသညးံအခါ၉ ေလြ္ာကးထာ့ ေတာငး့ဆုိႏုိငးပါသညး၈  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
≪သတိ်ပဳရနး≫ ⇒ ေနာကးစာမ္ကးႏြာသုိ႔   
ပငးစငးစနစးတျငး ၃ လအထကး စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးထာ့သူသညး ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျကို လကးခဵရရြိႏုိငးေသားလညး့ ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး ်ပတးေပ့ေခ္ေငျကုိ 
လကးခဵရ႐ိြခဲံသညးံအေ်ခအေနတျငး သတိ်ပဳရနးလုိအပးေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့႐ိြပါသ်ဖငးံ ေနာကးစာမ္ကးႏြာတျငးေရ့သာ့ေဖား်ပထာ့ ေသာသတိ်ပဳရနးအခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေသခ္ာစျာ 
ဖတးရႈေလံလာ်ပီ့ အနာဂတးကာလတျငးရ႐ိြမညး ံ ပငးစငးေထာကးပဵဵ႕ေၾက့ေငျကုိ ခ္ငးံံေမြ္ားစဥး့စာ့်ပီ့ေနာကးတျငးမြ ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျ၏ေငျေတာငး့ခဵလႊာႏြငးံ 
ပတးသကး်ပီ့ ေမ့်မနး့စုဵစမး့ပါ၈ 
 

 

 

 

 

 

အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငး၇ လူမႈဖူလဵုေရ့ပငးစငးအာမခဵ သုိ႔မဟုတး အ်ပနးအလြနးအက္ိဳ့တူ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသညးံ အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့တျငး အာမခဵထာ့သူ၏ ခဵစာ့ချငးံ 

သတးမြတးခ္ကးကုနးဆုဵ့်ပီ့ ဂ္ပနးႏုိငးငဵတျငး ေနရပးလိပးစာပုိငးဆိုငး်ခငး့ မ႐ြိေတာံသညးံေန႔မြစ်ပီ့ ဿ ႏြစးအတျငး့တျငး ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုရန္ လု ိအပးပါသညး၈   

① ဂ္ပနးႏိုငးငဵသာ့အ်ဖစးမခဵယူထာ့ေသာသူ 

② အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငး၏ ပထမဦ့ဆဵု့ အာမခဵထာ့သူအေန်ဖငးံ အာမခဵေၾက့ေပ့ေဆာငး်ပီ့စီ့ေသာ ကာလအပုိငး့အ်ခာ့်ဖစးသညးံ    လအေရအတျကးႏြငးံ 

အာမခဵေၾက့ ၁ ပုဵ ှ ပုဵ ကငး့လျတးေသာကာလအပုိငး့အ်ခာ့်ဖစးသညးံ လအေရအတျကး၏ ၁ ပုဵ ၀ ပုဵ ႏြငးံညီမြ္ေသာလအေရအတျကး၇ အာမခဵေၾက့ ပမာဏ 

တစးဝကးကငး့လျတးေသာ ကာလအပုိငး့အ်ခာ့်ဖစးသညးံ လအေရအတျကး၏ ဿ ပုဵ ှ ပုဵႏြငးံညီမြ္ေသာလအေရအတျကးႏြငးံ အာမခဵေၾက့ ၁ ပုဵ ၀ ပုဵ ကငး့လျတးေသာ 

ကာလ အပုိငး့အ်ခာ့်ဖစးသညးံ လအေရအတျကး၏ ၁ ပုဵ ှ ပုဵႏြငးံညီမြ္ေသာ လအေရအတျကးတို႔ကုိ စုေပါငး့တျကးခ္ကး်ပီ့ ရ႐ိြေသာလ အေရအတျကး သုိ႔မဟုတး 

လူမႈဖူလဵုေရ့ပငးစငးအာမခဵ ဝငးေရာကးထာ့သူ၏ အာမခဵဝငးေရာကးထာ့ေသာ ကာလအပုိငး့အ်ခာ့်ဖစးသညးံ လအေရအတျကး သညး ၃ လအထကးရြိေသာသူ 

ူ③ ဂ္ပနးႏုိငးငဵတျငး ေနရပးလိပးစာပုိငးဆိုငး်ခငး့မ႐ိြေသာသူ 
※ထပးမဵ်ပညးဝငးချငးံပါမစး၇ အထူ့ထပးမဵ်ပညးဝငးချငးံပါမစးတို႕ကိုလကးခဵရယူ်ပီ့ ဂ္ပနးႏိုငးငဵမြထျကးချာသညး ံ အေ်ခအေနတျငး ဂ္ပနးႏုိငးငဵ မြေရႊ႕ေ်ပာငး့ထျကးချာ 

ေနထိုငးသညးံ အေၾကာငး့ၾကာ့စာကုိ ေပ့အပးတငး်ပသညးံအခါ   စာမ္ကးႏြာကုိခြောက် 

④ ပငးစငး (မသနးစျမး့မႈေထာကးပဵံေၾက့အပါအဝငး) ကုိ လကးခဵရယူႏိုငးသညးံ အချငးံအေရ့မရ႐ြိခဲံဖူ့ေသာသူူူ 

ေပ့အပးတငး်ပရမညးံစာရျကးစာတမး့မ္ာ့ 
“ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျေတာငး့ဆိုလႊာ (အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငး/လူမႈဖူလဵုေရ့ပငးစငးအာမခဵ)” 

ပူ့တျေဲပ့အပးတငး်ပရမညးံ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ 
① ပတးစပုိ႕ (ႏိုငးငဵကူ့လကးမြတး) ကူ့ယူပါ႐ိြ်ပီ့ (အမညး၇ ေမျ့သကၠရာဇး၇ ႏုိငးငဵသာ့၇ လကးမြတး၇ ေနထုိငးချငးံ အရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးတို႔ကို စစးေဆ့ 

အတညး်ပဳႏိုငးေသာစာမ္ကးႏြာ) 

② ပတးစပုိ႕ (ႏိုငးငဵကူ့လကးမြတး) ကူ့ယူပါ႐ိြ်ပီ့  (ေနာကးဆဵု့အၾကိမး ဂ္ပနးႏိုငးငဵမြ ထျကးချာခဲံေသာ ႏြစး၇ လ၇ ရကးတို႔ကို စစးေဆ့အတညး်ပဳႏုိငးေသာ 

စာမ္ကးႏြာ) 

③  “ဘဏးအမညး”၇ “ဘဏးချအဲမညး”၇ “ဘဏးချတဲညးရြိရာလိပးစာ”၇ “ဘဏးအေကာငးံနဵပါတး” ႏြငးံ “ေတာငး့ဆိုသူကာယကဵရြငး၏ ဘဏးအေကာငး ံအမညး 

စာရငး့” ကို စစးေဆ့အတညး်ပဳႏုိငးေသာ စာရျကးစာတမး့ “ဘဏးမြထုတးေပ့သညးံေထာကးခဵစာ” သုိ႔မဟုတး “ဘဏးအေကာငးံမြနးကနးမႈ႐ိြေၾကာငး့ 

ေထာကးခဵေပ့သညး ံအမြတအသာ့ ပါ႐ိြေသာ” အကျကးတျငး ဘဏး၏ေထာကးခဵခ္ကးကုိ ရယူပါ၈ 

④ အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငးစာအုပး၇ အ်ခာ့ေသာ အေ်ခခဵပငးစငးနဵပါတးမ္ာ့ကို စစးေဆ့အတညး်ပဳႏုိငးေသာ စာရျကးစာတမး့၈ 

◎ ထုိ႔်ပငး မိမိႏုိငးငဵသုိ႔မ်ပနးခငးတျငး ဂ္ပနးႏုိငးငဵတျငး့မြ ေငျေတာငး့ခဵလႊာ ေပ့အပးတငး်ပလာပါက အထကးေဖား်ပပါ နဵပါတး ②တျငးေဖား်ပထာ့ေသာ စာရျကးစာတမး့ အစာ့ 

ဂ္ပနးႏုိငးငဵ မြအ်ခာ့ႏုိငးငဵသုိ႔ ေရျ႕ေ်ပာငး့ ေနထုိငးရနး အစီအစဥး႐ြိေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့သညးေနထုိငးချငးံလကးမြတး ၏ မိတၱဴ၇ ေနထုိငးချငးံလကးမြတးကုိ 

ပယးဖ္ကးထာ့ေသာလကးမြတးစသညး ်မိဳ႕၇ ်မိဳ႕နယး၇ ရပးကျကး၇ေက့္ရျာမ္ာ့တျငး ဂ္ပနးႏုိငးငဵမြထျကးချာေနထုိငးမညး်ဖစးေၾကာငး့ တငး်ပခဲံသညးကုိ စစးေဆ့အတညး 

်ပဳႏုိငးသညးံ စာရျကးးစာတမး့မ္ာ့ကုိ ပူ့တျတဲငး်ပ်ပီ့ ေနထုိငးချငံးလကးမြတးတျငးပါ႐ိြေသာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနထုိငးမညံး (ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနထုိငးရနးစီစဥးထာ့ေသာ) ေန႔ 

ေနာကးပုိငး့တျငး ဂ္ပနးႏုိငးငဵပငးစငးအဖျ႕ဲအစညး့သုိ႔ ေပ့အပးတငး်ပပါ၈ 

※ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျလကးခဵရ႐ိြရနး အေရ့ၾကီ့ေသာလုိအပးခ္ကးအေန်ဖငး ံဂ္ပနးႏုိငးငဵပငးစငးအဖျဲ႕အစညး့မြ 

ေငျေတာငး့ခဵလႊာကိုလကးခဵရ႐ိြ်ပီ့သညးံေန႔၉ ဂ္ပနးႏုိငးငဵတျငးေနရပးလိပးစာတညး႐ိြ်ခငး့မ႐ိြရနး လိုအပးပါသညး၈ 
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≪သတိ်ပဳရနး≫  ်မနးမာဘာသာ 
ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျကိုလကးခဵရ႐ိြသညးံအေ်ခအေနတျငး ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျတျကးခ္ကးသညးံ အေ်ခခဵသတးမြတးထာ့ေသာကာလအပုိငး့အ်ခာ့ သညး 
ဂ္ပနးႏိုငးငဵ၏ပငးစငးေငျစနစးတျငး စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကး ထာ့ေသာ ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ (ေအာကးတျငး “စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးထာ့ေသာ ကာလအပုိငး့အ်ခာ့” ကို ဆိုလိုသညး) 
၉ကုနးဆဵု့မညး်ဖစးပါသညး၈ ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာ သတိ်ပဳရနးအခ္ကးမ္ာ့ကို ေသခ္ာစျာဖတးရႈေလံလာ်ပီ့ အနာဂတးကာလတျငးရ႐ိြမညးံ ပငးစငးေထာကးပဵဵ႕ေၾက့ေငျကို 
စဥး့စာ့သဵု့သပး်ပီ့ေနာကးတျငးမြ ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျ ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုမႈႏြငးံ ပတးသကး်ပီ့ စုဵစမး့ေမ့်မနး့ပါ၈  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   သကးၾကီ့ပငးစငးခဵစာ့ချငးံအရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကး ကာလ ှွ ႏြစးအ်ဖစး အခ္ိနးကာလေလြ္ာံခ္်ခငး့ 
(ဿွှ၄ခုႏြစး ၾသဂုတးလမြစတငး၊ ဿ၂ႏြစးမြ ှွႏြစးအ်ဖစးအခ္ိနးကာလေလြ္ာံခ္်ခငး့) 
ပငးစငးေငျလကးခဵရ႐ိြရနးလိုအပးေသာခဵစာ့ချငးံအရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကး ကာလသညးှွ ႏြစးတာ (လေပါငး့ ှဿွ)အထကးရြိလြ္ငး ဂ္ပနးႏိုငးငဵမြေပ့အပးေသာ သကးၾကီ့ပငးစငးကုိ 
လကးခဵရ႐ြိႏုိငးပါသညး၈ 
 
 

 
 
 

※စုေပါငး့တျကးခ္ကးထာ့သညးံ သတးမြတးကာလအပုိငး့အ်ခာ့သညး ်ပီ့ခံဲသညးံအတိတးးကာလတျငး ဂ္ပနးႏိုငးငဵ၏ ပငးစငးစနစး၉ စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးခံဲ်ခငး့ မ႐ိြေသာအေ်ခအေန စသညးတို႔၉လညး့ပဲ     
ခဵစာ့ချငးံအရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကး ကာလအပုိငး့အ်ခာ့တျငး ပါဝငးႏိုငးသညးံ ကာလအပုိငး့အ်ခာ့်ဖစးပါသညး၈  
※ (်ချငး့ခ္ကးအေန်ဖငးံ ပငးစငးေငျပမာဏ တျကးခ္ကးသတးမြတးရာတျငး တစးစုဵတစးရာ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ႐ိြပါ၈)  
ဥပမာအာ့်ဖငးံ ဂ္ပနးႏိုငးငဵတျငး အ်မဲတမး့ေနထိုငးချငးံကို ရ႐ိြထာ့ေသာ ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ ႏုိငးငဵရပး်ခာ့တျငး ေနထိုငးသညးံ ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ အတျငး့ ှ၆၃ှ ခုႏြစး ဧ်ပီလမြစတငး၊ 
အ်မဲတမး့ေနထိုငးချငးံ ရ႐ိြသညးံကာလအထိ်ဖစးေသာ ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ (အသကး ဿွ အထကး မြ အသကး ၃ွ မ်ပညးံေသ့ေသာ ကာလအပုိငး့အ်ခာ့တျငးရြိရမညး) သညး စုေပါငး့တျကးခ္ကးထာ့ေသာ 
သတးမြတးကာလအပုိငး့အ်ခာ့ ်ဖစးပါမညး၈ 
အ်ခာ့ေသာ အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ ပငးစငးရုဵ့တျငး ေမ့်မနး့စုဵစမး့ပါ၈ 

  စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးထာ့ေသာကာလ အပုုိငး့ အ်ခာ့ စုစုေပါငး့ 
ဂ္ပနးႏိုငးငဵႏြငးံပူ့ေပါငး့်ပီ့ပငးစငးေငျစုစုေပါငး့ႏြငးံပတးသကး၊ သ ေဘာတူစာခ္ဳပးခ္ဳပး ဆုိလုပးေဆာငးလ္ကး႐ြိေသာ တစးဖကးႏုိငးငဵ မ္ာ့၏ပငးစငးေငျစနစးတျငး 
စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးထာ့ေသာကာလ အပုိငး့အ်ခာ့႐ိြေသာသူသညး တစးသမတးတညး့ ်ဖစးေသာ လုိအပးခ္ကးအေ်ခအေနမ္ာ့ကုိအေ်ခခဵ်ပီ့ စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကး 
ထာ့သညးံကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုိ စုေပါငး့တျကးခ္ကး်ပီ့ ဂ္ပနးႏိုငးငဵ ႏြငးံသေဘာတူစာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိထာ့ေသာ တစးဖကးႏုိငးငဵမ္ာ့မြ ေပ့ အပးသညးံပငးစငးေငျကုိ လကးခဵရရြိႏိုငးသညးံအေ်ခအေန 
႐ိြပါသညး၈ 
◎်ချငး့ခ္ကးအေန်ဖငးံ ႏႈတးထျကးပငးစငး ပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျကုိ လကးခဵရ႐ိြလြ္ငး ႏႈတးထျကးပငးစငး ပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျ တျကးခ္ကး သညးံ အေ်ခခဵကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုိ 
စုေပါငး့တျကးခ္ကးႏိုငး်ခငး့ ႐ိြမညးမဟုတးပါ၈ 
※ပငးစငးေငျစုေပါငး့တျကးခ္ကးမႈ၏ လူမႈဖူလုဵေရ့သေဘာတူ စာခ္ဳပးခ္ဳပးဆုိ်ပီ့ ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးလ္ကးရြိေသာ တစးဖကးႏိုငးငဵမ္ာ့(ဿွှ၄ ခုႏြစး ၾသဂုတးလ လကး႐ြိ) 
ဂ္ာမနီ၇ အေမရိက၇ ဘယးလးဂ္ီယမး၇ ်ပငးသစး၇ ကေနဒါ၇ ၾသစေၾတ့လ္၇ ေဟားလနး၇ ခ္ကးသမၼတႏိုငးငဵ၇ စပိနး၇ အုိငးယာလနး၇ ဘရာဇီ့၇ ဆျစးဇာလနး၇ ဟနးေဂရီ၇ အိႏိၵယႏုိငးငဵ၇ လူဇငးဘတး၈ 

 

“ခဵစာ့ချငံးအရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးကာလ” ဆိုသညးမြာ ? 
◎အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငးအာမခဵေၾက့ေငျကို ေပ့ေဆာငးခံဲသညးံကာလအပုုိငး့အ်ခာ့ႏြငးံ အာမခဵကငး့လျတးချငးံရခံဲေသာကာလ အပုိငး့အ်ခာ့ 
◎လူမႈဖူလဵုေရ့ေထာကးပံဵေၾက့အာမခဵႏြငးံ အ်ပနးအလြနးအက္ိဳ့တူပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသညးံအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ စသညးတို႔တျငး ဝငးေရာကး ခံဲသညးံကာလအပုိငး့အ်ခာ့ 
◎ဂ္ပနးႏိုငးငဵ၏ ပငးစငးေငျစနစးတျငး စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးထာ့်ခငး့မ႐ိြေသားလညး့ ခဵစာ့ချငးံအရညးအခ္ငး့ သတးမြတးခ္ကးကာလ အပုိငး့အ်ခာ့တျငး ေပါငး့ထညးံႏိုငးသညးံကာလအပုိငး့အ်ခာ့ 
( စုေပါငး့တျကးခ္ကးထာ့ေသာ သတးမြတးကာလအပုိငး့အ်ခာ့ )  

 

  ေပ့ေခ္ေငျတျကးခ္ကး်ခငး့အမ္ာ့ဆုဵ့ပမာဏ 
ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျေပ့ေခ္မညးံေငျပမာဏသညး ဂ္ပနးႏိုငးငဵ၏ပငးစငးေပ့ေခ္သညးံစနစးတျငး စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးထာ့ေသာ လအေရ အတျကးေပၚတျငးမူတညး်ပီ့ ၀၃ 
လတာကုိ အမ္ာ့ဆုဵ့အေန်ဖငးံ သတးမြတး်ပီ့ တျကးခ္ကးပါသညး၈ (ကာလရြညး (၀၄ လအထကး) ဂ္ပနးႏိုငးငဵ၏ပငးစငးစနစးတျငး စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးထာ့သူမြ ႏႈတးထျကးပငးစငး 
ပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျကုိ ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆုိသညးံအေ်ခအေနတျငး ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတး ေပ့ေခ္ေငျ ပမာဏသညး ၀၃ လတာကုိ အမ္ာ့ဆုဵ့အေန်ဖငးံသတးမြတး်ပီ့ 
တျကးခ္ကးေသားလညး့ ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျကုိ ေလြ္ာကးထာ့ ေတာငး့ဆုိ်ခငး့မ်ပဳခငးတျငး႐ြိသညး ံ ကာလအပုိငး့အ်ခာ့အာ့လုဵ့က 
ပငးစငးစနစးတျငးစာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးထာ့ေသာ ကာလအပုုိငး့အ်ခာ့၉မူ ကုနးဆုဵ့မညး ်ဖစးပါသညး၈ 

*ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျရ႐ိြရနးအတျကး ကုနးက္ေပ့ေဆာငးရမညး ံအချနးေငျႏြငးံပတးသကး်ပီ့ 
အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငး၏ ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျအတျကး ဝငးေငျချနးသညး အချနးးေကာကးခဵ်ခငး့ခဵရမညး မဟုတးေသားလညး့ လူမႈဖူလဵုေရ့ပငးစငးအာမခဵ၏ ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျသညး 
ထိုေထာကးပံဵေၾက့ကို ေပ့ေခ္သညးံအခါတျငး ဿွ.၁ဿ ရာခုိငးႏႈနး့်ဖစးေသာ အချနးေငျကိုေကာကးခဵ်ခငး့ခဵရမညး ်ဖစးပါသညး၈ 
ေနထိုငး်ခငး့မ႐ိြေသာသူသညး “အ်ငိမး့စာ့ေထာကးပံဵေၾက့ဝငးေငျေပ့ေခ္ရနး ေရျ့ခ္ယးထာ့ေသာ အချနးေငျေကာကးခဵမႈအရ အချနး ်ပနးအမး့ေငျပမာဏကို ရ႐ိြရနးေလြ္ာကးထာ့လႊာ” 
ကိုအချနးရုဵ့သုိ႔ေပ့အပး်ခငး့်ဖငးံ အေ်ခခဵမူအာ့်ဖငးံေကာကးခဵထာ့်ခငး့ခဵရေသာ အချနးေငျ်ပနးအမး့မႈကိုု လကးခဵရ႐ြိႏုိငးသညးံ အေ်ခ အေန႐ိြပါသညး၈ 
ေလြ္ာကးလႊာေပ့အပးရနးေနရာသညး ဂ္ပနးႏုိငးငဵတျငး့တျငး႐ြိေသာ ေနာကးဆဵု့ေနထိုငးခံဲသညးံ လိပးစာတညး႐ြိသညးံေဒသ သို႔မဟုတး ေနထိုငးသညးံေဒသကို တာဝနးယူစီမဵလ္ကး႐ြိသညးံ အချနးရုဵ့်ဖစးပါသညး၈ 
ေလြ္ာကးထာ့်ခငး့ႏြငးံ အချနး်ပနးအမး့ေငျလကးခဵရ႐ိြရနးအတျကး မိမိႏုိငးငဵသိုု႔မ်ပနးခငးတျငး ဂ္ပနး်ပညးတျငး့၉ ေနာကးဆဵု့ေနထိုငးခံဲေသာ လိပးစာတညးရြိသညးံေဒသ သို႔မဟုတး 
ေနထိုငးသညးံေဒသကိုုတာဝနးယူစီမဵလ္ကး႐ြိသညးံအချနးရုဵ့မြ “အချနးထိနး့ဝနးထမး့သုိ႔ အေၾကာငး့ၾကာ့စာေပ့ပုိ႕သညးံေလြ္ာကးလႊာ” (ထိုေလြ္ာကးလႊာ ပုဵစဵသညး အမ္ိဳ့သာ့အချနးဌာန၏ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာ 
(http://www.nta.go.jp) တျငး ေဖား်ပထာ့႐ိြပါသညး၈) ကို ေပ့အပးတငး်ပရနးလိုအပးပါသညး၈ ထို႔်ပငး “အချနးထိနး့ဝနးထမး့သို႔ အေၾကာငး့ၾကာ့စာေပ့ပုုိ႕သညးံေလြ္ာကးလႊာ” ကိုေပ့အပးတငး်ပ်ခငး့မ႐ိြဘဲ 
မိမိႏုိငးငဵသို႔်ပနးခံဲေသာအခ္ိနးတျငး ေလြ္ာကးထာ့ ေတာငး့ဆိုသညးံအခါ “အချနးထိနး့ဝနးထမး့သုိ႔အေၾကာငး့ၾကာ့စာေပ့ပုုိ႕သညးံေလြ္ာကးလႊာ” ကို ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုလႊာႏြငးံ အတူတျဲဖကး်ပီ့ 
ေပ့အပးတငး်ပပါ၈ ထို႕်ပငး အချနးထိနး့ဝနးထမး့မြ သတးမြတးေပ့ေသာခဵစာ့ချငးံအရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးသညး ဂ္ပနးႏုိငးငဵ႐ိြေနရပးလိပးစာ သို႕မဟုတး ေနထိုငးချငးံရ႐ိြပုုိငးဆိုငးရနးအ်ပငး 
အ်ခာ့အေထျအထူ့မ႐ိြပါ၈ (ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုမႈ လုပးေဆာငးရနးအဆငးံဆငးံႏြငးံပတးသကး်ပီ့ မရြငး့လငး့ ေသာအခ္ကးမ္ာ့သညး အချနးဌာနတျငး ေမ့်မနး့စုဵစမး့ပါ၈) ႏႈတးထျကးပငးစငး 
ပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျေပ့ပုိ႕သညးႏြငးံတစး်ပိဳကးနကး “ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတး ေပ့ေခ္ေငျေပ့ေခ္မႈႏြငးံပတးသကးေသာအေၾကာငး့ၾကာ့စာ” ကိုေပ့ပုိ႔ေပ့မညး်ဖစးေသာေၾကာငးံ မူရငး့စာရျကးကို 
အချနးထိနး့ဝနးထမး့ဆီသို႔ ေပ့ပုုိ႔တငး်ပပါ၈ 
 
*ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆုိသူက ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျကုိ လကးခဵရယူႏိုငး်ခငး့မ႐ိြဘဲ ေသဆုဵ့သျာ့သညးံအေ်ခအေနတျငး 
ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုသူေသဆဵု့သညးံအခ္ိနးတျငး အတူေနထိုငးသညးံ ဘဝလကးတျဲေဖားအိမးေထာငးဖကး၇ သာ့သမီ့၇ မိဘ၇ ေ်မ့၇ အဘို့အဘျာ့၇ ညီအစးကိုေမာငးႏြမ၇ အ်ခာ့ေဆျမ္ိဳ့ ၀ ခုအတျငး့တျငး 
အက္ဵဳ့ဝငးေသာ မိသာ့စုုေဆျမ္ိဳ့မ္ာ့က ေသဆဵု့သူကိုယးစာ့ ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျကို လကးခဵရယူခဵစာ့ႏုိငးပါသညး၈ (ကာယကဵရြငး မေသဆဵု့ခငးအခ္ိနးကာလ၉ ေလြ္ာကးထာ့ 
ေတာငး့ဆိုလႊာကို ေပ့အပးတငး်ပခံဲေသာ အေ်ခအေနတျငးသာလြ္ငး အက္ဵဳ့ဝငးပါသညး၈) 

http://www.nta.go.jp/
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်မနးမာဘာသာ 

再入国許可及びみなし再入国許可を受けて出国される方へ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

再入国許可を受けて出国される場合でも、市区町村に転出届を提出したときは、脱退一時金の請求

をすることができます。 

≪転出届を提出せずに出国した場合≫ 

 

原則として、再入国許可の有効期間が経過するまでは国民年金の被保険者とされることから、脱

退一時金は請求できません。なお、国民年金の被保険者資格の喪失日（再入国許可の有効期間

（みなし再入国許可期間）が経過した日）から２年間が脱退一時金の請求可能期間となります。 

 

※再入国許可期限内であっても住民票が消除される場合がありますので、脱退一時金請求の時

効起算日についてはご注意ください。 

 

 

出 

国 

日 

再
入
国 

許
可
期
限 

国民年金被保険者期間 

（脱退一時金請求不可） 

再入国許可期間 

脱退一時金請求可能期間（２年間） 

入 

国 

日 

＊ 再入国許可を受けた方が再入国許可の有効期間までに再入国しなかった場合 

― POINT － 

転出届を提出していない場合、再入国許可期間内は、原則として脱退一時金を請求することができま

せん。 
  

再入国許可を受けて出国する方でも、国外へ住所を移す場合には、市区町村へ転出届を提出する必

要があります。市区町村へ転出届を提出したうえで、再入国許可を受けて出国している方は、脱退一

時金を請求することができます。 

この場合、転出日の翌日（国民年金の資格喪失日）から 2年間が脱退一時金の請求可能期間となりま

す。 
 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3255
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3255
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်မနးမာဘာသာ 

ထပးမဵ်ပညးဝငးချငးံပါမစးႏြငး ံအထူ့ထပးမဵ်ပညးဝငးချငးံပါမစးကုိ လကးခဵ ရ႐ြိ်ပီ့ ဂ္ပနးႏုိငးငဵမြ 

ထျကးချာသညးံသူမ္ာ့သို႔ 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪ဂ္ပနးႏုိငးငဵအတျငး့မြ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ထျကးချာသညးံအေၾကာငး့ၾကာ့စာကုိ ေပ့အပးတငး်ပ်ခငး့မ႐ိြဘဲ ဂ္ပနးႏိုငးငဵမြထျကးချာသညးံ အေ်ခအေန≫ 

*ထပးမဵ်ပညးဝငးချငးံပါမစးကုိ လကးခဵရ႐ိြထာ့သညးံသူသညး ထပးမဵ်ပညးဝငးချငးံပါမစး အက္ဵဳ့ဝငးသညးံကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုနးဆုဵ့သညးံ အခ္ိနးအထိ 

ဂ္ပနးႏိုငးငဵသို႔ ထပးမဵ်ပညးမဝငးခဲံပါက 

 
ဂ္ပနး 

ႏိုငးငဵသို႔ 

်ပညးဝငးရကး 

ဂ္ပနး 

ႏုိငးငဵသုိ႔  

ထျကးချာရကး 

ချငးံ်ပဳခ္ကး ရ႐ိြထာ့ေသာ 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ 

 

  ထပးမဵ်ပညးဝငးချငးံပါမစးရ႐ိြထာ့ေသာ 

ကာလအပုုိငး့အ်ခာ့ 

  
    

   ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျ 

ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆုိႏုိငးေသာ 

ကာလအပုုိငး့အ်ခာ့ (ဿ ႏြစး) 

 
    

 
 
အေ်ခခဵမူအေန်ဖငးံ ထပးမဵ်ပညးဝငးချငးံပါမစးရ႐ိြထာ့ေသာ အက္ဵဳ့ဝငးသညးံကာလအပိုငး့အ်ခာ့ေက္ားလျနးသညးအထိ အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငးအာမခဵ 

ထာ့သူအ်ဖစးသတးမြတးထာ့သညး်ဖစးေသာေၾကာငးံ ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျ ေလြ္ာကးထာ့ ေတာငး့ဆုိႏိုငးမညးမဟုတးပါ၈ ထို႔အ်ပငး 

အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငးအာမခဵဝငးေရာကးထာ့သူ ခဵစာ့ချငးံအရညးအခ္ငး့ သတးမြတးခ္ကးကုနးဆဵု့သညးံေန႔ (ထပးမဵ်ပညးဝငးချငးံပါမစးရ႐ိြထာ့ေသာ 

အက္ဵဳ့ဝငးသညးံကာလအပိုုငး့အ်ခာ့ (ချငးံ်ပဳခ္ကး ကငး့လျတး အထူ့ထပးမဵ်ပညးဝငးချငးံပါမစးရ႐ိြထာ့ေသာကာလအပိုငး့အ်ခာ့) ေက္ားလျနးေသာေန႔) 

မြစ၊ ဿ ႏြစးတာကာလသညး ႏႈတးထျကးပငးစငး ပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျေတာငး့ဆိုႏုိငးသညးံ ကာလအပိုငး့အ်ခာ့်ဖစးပါမညး၈  

※ထပးမဵ်ပညးဝငးချငးံပါမစးက္ထာ့ေသာသတးမြတးခ္ကးကာလအပိုငး့အ်ခာ့အတျငး့႐ိြေသားလညး့ပဲ ေနထိုငးချငးံလကးမြတးပယးဖ္ကး်ခငး့ခဵရေသာ 

အေ်ခအေနမ္ာ့႐ိြေသာေၾကာငးံ ႏႈတးထျကးပငးစငးပတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျေတာငး့ဆိုမႈႏြငးံပတးသကး်ပီ့ ညႊနးၾကာ့သတးမြတးထာ့သညးံ ရကးမ္ာ့အာ့ 

သတိ်ပဳပါ၈ 

- သတိ်ပဳရနး– 

ႏိုငးငဵေ်ပာငး့ေရႊ႕ေနထုိငးေၾကာငး့အေၾကာငး့ၾကာ့စာကို ေပ့အပးတငး်ပခဲံ်ခငး့မ႐ိြေသ့ပါက ထပးမဵ်ပညးံဝငးချငးံပါမစး ရ႐ိြထာ့ေသာကာလအပိုငး့အ်ခာ့ 

အတျငး့သညး အေ်ခခဵမူအေန်ဖငးံ ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျကုိ ေလြ္ာကးထာ့ ေတာငး့ဆိုႏုိငးမညး မဟုတးပါ၈ 
ထပးမဵ်ပညးဝငးချငးံပါမစးကို လကးခဵရ႐ိြ်ပီ့ ဂ္ပနးႏိုငးငဵမြထျကးချာေသာသူသညးလညး့ ႏုိငးငဵရပး်ခာ့သုုိ႔ လိပးစာကိုေ်ပာငး့ေရႊ႕သညး ံအခ္ိနးတျငး သကးဆုိငးရာ်မိဳ႕၇ 

်မိဳ႕နယး၇ ရပးကျကး၇ ေက့္ရျာမ္ာ့တျငး ႏိုငးငဵေ်ပာငး့ေရႊ႕ေနထိုငးေၾကာငး့ အေၾကာငး့ၾကာ့စာကို ေပ့အပးတငး်ပရနး လိုအပးပါသညး၈ ်မိဳ႕၇ ်မိဳ႕နယး၇ ရပးကျကး၇ 

ေက့္ရျာမ္ာ့သုုိ႔ေ်ပာငး့ေရႊ႕ေနထုိငးေၾကာငး့ အေၾကာငး့ၾကာ့စာကို ေပ့အပး်ပီ့မြ ထပးမဵ်ပညးဝငးချငးံပါမစးကို လကးခဵရယူ်ပီ့ ဂ္ပနးႏုိငးငဵမြထျကးချာသညးံသူ 

သညး ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတး ေပ့ေခ္ေငျကုိ ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုႏုိငးပါသညး၈ 

ဤအေ်ခအေနတျငး ေ်ပာငး့ေရႊ႕ထျကးချာသညးံေန႔၏ ေနာကးတစးေန႔ (အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငးခဵစာ့ချငးံအရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကး ကုနးဆဵု့သညးံေန႔) မြစ၊ ဿ 

ႏြစးတာ ကာလအပိုုငး့အ်ခာ့က ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျ ေလြ္ာကးထာ့ ေတာငး့ဆုိႏိုငးေသာ ကာလအပိုုငး့အ်ခာ့်ဖစးပါမညး၈ 

အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငးအာမခဵဝငးေရာကးထာ့သူ၏ 

အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သညးံကာလအပုိငး့အ်ခာ့ 

(ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျေတာငး့ဆိုေလြ္ာကးထာ့၊မရႏုိငး) 

ထပးမဵ 
်ပညးဝငး်ခငး့ 

ထပးမဵ်ပညးဝငးချငးံပါမစးကုိ လကးခဵရ႐ိြ်ပီ့ ဂ္ပနးႏိုငးငဵမြထျကးချာသညးံအေ်ခအေနတျငးလညး့ ်မိဳ႕၇ ်မိဳ႕နယး၇ ရပးကျကး၇ ေက့္ရျာမ္ာ့ တျငး 
ႏုိငးငဵေ်ပာငး့ေရႊ႕ေနထုိငးေၾကာငး့အေၾကာငး့ၾကာ့စာကုိ ေပ့အပးတငး်ပသညးံအခါ ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျကုိ ေလြ္ာကးထာ့ 
ေတာငး့ဆုိႏိုငးပါသညး၈     
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国民年金被保険者の受給金額                           ်မနးမာဘာသာ  
 
外国籍の方が、日本国内に住所を有しなくなった後に脱退一時金を請求することができます。 
第 1 号被保険者としての保険料納付済期間の月数と 
保険料 4 分の 1 免除期間の月数の 4 分の 3 に相当する月数、 
保険料半額免除期間の月数の 2 分の 1 に相当する月数、 
保険料 4 分の 3 免除期間の月数の 4 分の 1 に相当する月数 
を合計した月数が 6 か月以上あって、年金等の受給権が発生していない方が対象になります。 
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したとき（日本国内に住所を有しなくなった日）から    
2 年以内に請求してください。 

受給金額 

最後に保険料を納付した月により、受給金額は以下のとおりとなります。 
 
♢ 最後に保険料を納付した月が平成 29 年度に属する場合と平成 29 年 3 月以前の場合の受給金額

は、下記の表のとおりとなります。 

対象月数 

脱退一時金額 
平成 29 年 4 月

から平成 30年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 28 年 4 月

から平成 29 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 27 年 4 月

から平成 28年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 26 年 4 月

から平成 27 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 25 年 4 月

から平成 26年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 24 年 4 月

から平成 25 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 
6 月以上 12 月未満 49,470 円 48,780 円 46,770 円 45,750 円 45,120 円 44,940 円 
12 月以上 18 月未満 98,940 円 97,560 円 93,540 円 91,500 円 90,240 円 89,880 円 
18 月以上 24 月未満 148,410 円 146,340 円 140,310 円 137,250 円 135,360 円 134,820 円 
24 月以上 30 月未満 197,880 円 195,120 円 187,080 円 183,000 円 180,480 円 179,760 円 
30 月以上 36 月未満 247,350 円 243,900 円 233,850 円 228,750 円 225,600 円 224,700 円 

36 月以上 296,820 円 292,680 円 280,620 円 274,500 円 270,720 円 269,640 円 
 

     

対象月数 

脱退一時金額 
平成 23 年 4 月

から平成 24年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 22 年 4 月

から平成 23年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 21 年 4 月

から平成 22年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 20 年 4 月

から平成 21年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 19 年 4 月

から平成 20年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 

平成 18 年 4 月

から平成 19 年

3 月までの間

に保険料納付

済期間を有す

る場合の受給

金額 
6 月以上 12 月未満 45,060 円 45,300 円 43,980 円 43,230 円 42,300 円 41,580 円 
12 月以上 18 月未満 90,120 円 90,600 円 87,960 円 86,460 円 84,600 円 83,160 円 
18 月以上 24 月未満 135,180 円 135,900 円 131,940 円 129,690 円 126,900 円 124,740 円 
24 月以上 30 月未満 180,240 円 181,200 円 175,920 円 172,920 円 169,200 円 166,320 円 
30 月以上 36 月未満 225,300 円 226,500 円 219,900 円 216,150 円 211,500 円 207,900 円 

36 月以上 270,360 円 271,800 円 263,880 円 259,380 円 253,800 円 249,480 円 



8                        17071018030 
 

်မနးမာဘာသာ 

အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငးအာမခဵဝငးေရာကးထာ့သူ၏လကးခဵရ႐ြိြမညးံေငျပမာဏ 
 
ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့်ဖစးေသာသူသညး ဂ္ပနးႏိုငးငဵအတျငး့ေနထုိငး်ခငး့မ႐ိြခဲံသညးံေနာကးပိုငး့တျငး ႏႈတးထျကးပငးစငးပတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျကို ေတာငး့ဆုုိႏုိငးပါသညး၈  
ပထမဦ့ဆဵု့အႀကိမး အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သူအေန်ဖငးံ အာမခဵေၾက့ေပ့ေဆာငး်ပီ့စီ့ခဲံေသာ ကာလအပုုိငး့အ်ခာ့၏ လအေရအတျကးႏြငးံ  
အာမခဵေၾက့ ၁ ပဵု ှ ပဵု ကငး့လျတးချငးံရေသာကာလအပုိငး့အ်ခာ့ရိွ လအေရအတျကး၏ ၁ ပုဵ ၀ ပဵုႏြငးံ သငးံတငးံညီမြ္ေသာ လအေရအတျကး၇ 
 အာမခဵေၾက့ပမာဏ ထကးဝကးခနး႔ကငး့လျတးချငးံရ႐ြိ ကာလအပုုိငး့အ်ခာ့႐ိြ လအေရအတျကး၏ ဿ ပုဵ ှ ပဵုႏြငးံ သငးံတငးံညီမြ္ေသာ လအေရအတျကး၇ 
 အာမခဵေၾက့ ၁ ပုဵ ၀ ပုဵကငး့လျတးချငးံရ႐ိြေသာ ကာလအပုိငး့အ်ခာ့႐ိြ လအေရအတျကး၏ ၁ ပဵု ှ ပဵုႏြငးံ သငးံတငးံညီမြ္ေသာ လအေရအတျကး 
တုိ႔ကုိ စုုေပါငး့တျကးခ္ကးထာ့ေသာ လအေရအတျကးသညး ၃ လေက္ား႐ိြ ပငးစငး စသညးတုိ႔၏ ရပိုငးခဵစာ့ချငးံ မ႐ိြေသာသူမ္ာ့ကုိ ရညးရျယးပါသညး၈ ေနာကးဆုဵ့ 
အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငးအာမခဵဝငးေရာကးထာ့သူ၏ ခဵစာ့ချငးံအရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးကုနးဆုဵ့သညးံအခါ (ဂ္ပနးႏုိငးငဵအတျငး့ ေနထုိငး်ခငး့မ႐ိြခဲံသညးံေန႔) မြစ၊ ဿ ႏြစးအတျငး့ 
ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုပါ၈ 

လကးခဵရ႐ြိမညးံေငျပမာဏ 
ေနာကးဆုဵ့ အာမခဵေၾက့ေပ့ေဆာငးခဲံေသာလေပၚတျငးမူတညး၊ြ လကးခဵရ႐ြိမညးံေငျပမာဏသညး ေအာကးေဖား်ပပါအတုိငး့်ဖစးပါသညး၈  

 
ေနာကးဆုဵ့ အာမခဵေၾက့ေငျေပ့ေဆာငးခံဲေသာလသညး ဿွှ၄ ဘ႑ာေရ့ႏြစးတျငးတျဖဲကးပါ႐ြိေသာ အေ်ခအေနုႏြငးံဿွှ၄ ခုႏြစးမတးလမတုုိငးခငး အေ်ခအေနတျငး 
လကးခဵရ႐ြိမညးံေငျပမာဏသညး ေအာကးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာ ဇယာ့အတုိငး့ ်ဖစးပါသညး၈ 
 

 

ရညးမြနး့သတးမြတးသည့္ 

လအေရအတျကး 

ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျ 

ဿွှ၄ ခုႏြစး ဧ်ပီလမြ စတငး၊ 

ဿွှ၅ ခုႏြစး၊ မတးလအထိ်ဖစးေ 

သာကာလ၉ အာမခဵေၾက့ 

ေပ့ေဆာငး်ပီ့စီ့သညးံ 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုိ 

ပုိငးဆုိငးသညးံ အခါတျငး 

လကးခဵရ႐ြိြမညးံေငျပမာဏ 

ဿွှ၃ ခုႏြစး ဧ်ပီလမြ စတငး၊ ဿွှ၄ 

ခုႏြစး မတးလအထိ်ဖစးေ သာကာလ၉ 

အာမခဵေၾက့ ေပ့ေဆာငး်ပီ့စီ့ သညးံ 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုိ ပုိငးဆုိငးသညးံ 

အခါတျငး လကးခဵရ႐ြိြမညးံေငျပမာဏ 

ဿွှ၂ ခုႏြစး ဧ်ပီလမြ စတငး၊ 

ဿွှ၃ ခုႏြစး မတးလအထိ်ဖစးေ 

သာကာလ၉ အာမခဵေၾက့ 

ေပ့ေဆာငး်ပီ့စီ့သညးံ 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုိ 

ပုိငးဆုိငးသညးံ အခါတျငး 

လကးခဵရ႐ြိြမညးံေငျပမာဏ 

ဿွှ၁ ခုႏြစး ဧ်ပီလမြစတငး၊ ဿွှ၂ 

ခုႏြစး မတးလအထိ်ဖစးေ သာကာလ၉ 

အာမခဵေၾက့ ေပ့ေဆာငး်ပီ့စီ့သညးံ 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုိ ပုိငးဆုိငးသညးံ 

အခါတျငး လကးခဵရ႐ြိြမညးံေငျပမာဏ 

ဿွှ၀ ခုႏြစး ဧ်ပီလမြစတငး၊ ဿွှ၁ 

ခုႏြစး မတးလအထိ်ဖစးေ သာကာလ၉ 

အာမခဵေၾက့ ေပ့ေဆာငး်ပီ့စီ့သညးံ 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုိ 

ပုိငးဆုိငးသညးံ အခါတျငး 

လကးခဵရ႐ြိြမညးံေငျပမာဏ 

ဿွှဿ ခုႏြစး ဧ်ပီလမြ စတငး၊ 

ဿွှ၀ ခုႏြစး မတးလအထိ်ဖစးေ 

သာကာလ၉ အာမခဵေၾက့ 

ေပ့ေဆာငး်ပီ့စီ့သညးံ 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုိ 

ပုိငးဆုိငးသညးံ အခါတျငး 

လကးခဵရ႐ြိြမညးံေငျပမာဏ 

၃ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ှဿ လမ်ပညးံ်ခငး့ ၁၆၁၄ွ ယနး့ ၁၅၄၅ွ ယနး့ ၁၃၄၄ွယနး့ ၁၂၄၂ွ ယနး့ ၁၂ှဿွ ယနး့ ၁၁၆၁ွ ယနး့ 

ှဿ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ှ၅ လမ်ပညးံ်ခငး့ ၆၅၆၁ွ ယနး့ ၆၄၂၃ွ ယနး့ ၆၀၂၁ွ ယနး့ ၆ှ၂ွွ ယနး့ ၆ွဿ၁ွ ယနး့ ၅၆၅၅ွ ယနး့ 

ှ၅ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ဿ၁ လမ်ပညးံ်ခငး့ ှ၁၅၁ှွ ယနး့ ှ၁၃၀၁ွ ယနး့ ှ၁ွ၀ှွ ယနး့ ှ၀၄ဿ၂ွ ယနး့ ှ၀၂၀၃ွ ယနး့ ှ၀၁၅ဿွ ယနး့ 

ဿ၁ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ၀ွ လမ်ပညးံ်ခငး့ ှ၆၄၅၅ွ ယနး့ ှ၆၂ှဿွ ယနး့ ှ၅၄ွ၅ွ ယနး့ ှ၅၀ွွွ ယနး့ ှ၅ွ၁၅ွ ယနး့ ှ၄၆၄၃ွ ယနး့ 

၀ွ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ၀၃ လမ်ပညးံ်ခငး့ ဿ၁၄၀၂ွ ယနး့ ဿ၁၀၆ွွ ယနး့ ဿ၀၀၅၂ွ ယနး့ ဿဿ၅၄၂ွ ယနး့ ဿဿ၂၃ွွ ယနး့ ဿဿ၁၄ွွ ယနး့ 

၀၃ လအထကး ဿ၆၃၅ဿွ ယနး့ ဿ၆ဿ၃၅ွ ယနး့ ဿ၅ွ၃ဿွ ယနး့ ဿ၄၁၂ွွ ယနး့ ဿ၄ွ၄ဿွ ယနး့ ဿ၃၆၃၁ွ ယနး့ 

 

ရညးမြနး့သတးမြတးသည့္ 

လအေရအတျကး 

ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျ 

ဿွှှ ခုႏြစး ဧ်ပီလမြစတငး၊ ဿွှဿ 

ခုႏြစး မတးလအထိ ်ဖစးေသာကာလ၉ 

အာမခဵေၾက့ ေပ့ေဆာငး်ပီ့စီ့သညးံ 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုိ ပုိငးဆုိငးသညး ံ

အခါတျငး လကးခဵရ႐ြိြမညးံေငျပမာဏ 

ဿွှွ ခုႏြစး ဧ်ပီလမြစတငး၊ ဿွှှ ခုႏြစး 

မတးလ အထိ်ဖစးေသာကာလ၉ 

အာမခဵေၾက့ ေပ့ေဆာငး်ပီ့စီ့သညးံ 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုိ ပုိငးဆုိငးသညးံ 

အခါတျငး လကးခဵရ႐ြိြမညးံေငျပမာဏ 

ဿွွ၆ ခုႏြစး ဧ်ပီလမြစတငး၊ ဿွှွ 

ခုႏြစး မတးလအထိ်ဖစးေသာကာလ၉ 

အာမခဵေၾက့ ေပ့ေဆာငး်ပီ့စီ့သညးံ 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုိ ပုိငးဆုိငးသညးံ 

အခါတျငး လကးခဵရ႐ြိြမညးံေငျပမာဏ 

ဿွွ၅ ခုႏြစး ဧ်ပီလမြစတငး၊ ဿွွ၆ 

ခုႏြစး မတးလအထိ်ဖစး ေသာကာလ၉ 

အာမခဵေၾက့ ေပ့ေဆာငး်ပီ့စီ့သညးံ 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုိ ပုိငးဆုိငးသညးံ 

အခါတျငး လကးခဵရ႐ြိြမညးံေငျပမာဏ 

ဿွွ၄ ခုႏြစး ဧ်ပီလမြစတငး၊ ဿွွ၅ 

ခုႏြစး မတးလအထိ်ဖစး ေသာကာလ၉ 

အာမခဵေၾက့ ေပ့ေဆာငး်ပီ့စီ့သညးံ 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုိ ပုိငးဆုိငးသညး ံ

အခါတျငး လကးခဵရ႐ြိြမညးံေငျပမာဏ 

ဿွွ၃ ခုႏြစး ဧ်ပီလမြစတငး၊ ဿွွ၄ 

ခုႏြစး မတးလအထိ်ဖစး ေသာကာလ၉ 

အာမခဵေၾက့ ေပ့ေဆာငး်ပီ့စီ့သညးံ 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့ကုိ ပုိငးဆုိငးသညးံ 

အခါတျငး လကးခဵရ႐ြိြမညးံေငျပမာဏ 

၃ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ှဿ လမ်ပညးံ်ခငး့ ၁၂ွ၃ွ ယနး့ ၁၂၀ွွ ယနး့ ၁၀၆၅ွ ယနး့ ၁၀ဿ၀ွ ယနး့ ၁ဿ၀ွွ ယနး့ ၁ှ၂၅ွ ယနး့ 

ှဿ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ှ ၅ လမ်ပညးံ်ခငး့ ၆ွှဿွ ယနး့ ၆ွ၃ွွ ယနး့ ၅၄၆၃ွ ယနး့ ၅၃၁၃ွ ယနး့ ၅၁၃ွွ ယနး့ ၅၀ှ၃ွ ယနး့ 

ှ၅ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ဿ၁ လမ်ပညးံ်ခငး့ ှ၀၂ှ၅ွ ယနး့ ှ၀၂၆ွွ ယနး့ ှ၀ှ၆၁ွ ယနး့ ှဿ၆၃၆ွ ယနး့ ှဿ၃၆ွွ ယနး့ ှဿ၁၄၁ွ ယနး့ 

ဿ၁ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ၀ွ လမ်ပညးံ်ခငး့ ှ၅ွဿ၁ွ ယနး့ ှ၅ှဿွွ ယနး့ ှ၄၂၆ဿွ ယနး့ ှ၄ဿ၆ဿွ ယနး့ ှ၃၆ဿွွ ယနး့ ှ၃၃၀ဿွ ယနး့ 

၀ွ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ၀၃ လမ်ပညးံ်ခငး့ ဿဿ၂၀ွွ ယနး့ ဿဿ၃၂ွွ ယနး့ ဿှ၆၆ွွ ယနး့ ဿှ၃ှ၂ွ ယနး့ ဿှှ၂ွွ ယနး့ ဿွ၄၆ွွ ယနး့ 

၀၃ လအထကး ဿ၄ွ၀၃ွ ယနး့ ဿ၄ှ၅ွွ ယနး့ ဿ၃၀၅၅ွ ယနး့ ဿ၂၆၀၅ွ ယနး့ ဿ၂၀၅ွွ ယနး့ ဿ၁၆၁၅ွ ယနး့ 
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厚生年金保険被保険者の受給金額                   ်မနးမာဘာသာ  
外国籍の方が、日本国内に住所を有しなくなった後に脱退一時金を請求することができます。 
脱退一時金は厚生年金保険の保険料を 6 か月以上支払い、年金等の受給権が発生していない方が
対象になります。 
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したとき（日本国内に住所を有しなくなった日）から    
2 年以内に請求してください。 

受給金額 

脱退一時金は、被保険者期間に応じて、以下のとおり計算されます。この給付は、課税の対象と
なります。（2 ページ目参照） 

♢ 計算式         

脱退一時金額＝平均標準報酬額***×支給率*
（*厚生年金保険の被保険者期間に応じた支給率は次の表のとおりです。） 

 

厚年被保険者期間 
月数 

最終月が平

成21年9月
から平成22
年 8 月の場

合の率 

最終月が平

成22年9月
から平成23
年 8 月の場

合の率 

最終月が平

成 23 年 9
月から平成

24年8月の

場合の率 

最終月が平

成24年9月
から平成26
年 8 月の場

合の率 

最終月が平

成26年9月
から平成27
年 8 月の場

合の率 

最終月が平

成27年9月
から平成28
年 8 月の場

合の率 

最終月が平

成28年9月
から平成29
年 8 月の場

合の率 

最終月が平

成29年9月
から平成30
年 8 月の場

合の率 
6 月以上 12 月未満 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

12 月以上 18 月未満 0.9 0.9 1 1 1 1 1.1 1.1 
18 月以上 24 月未満 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 
24 月以上 30 月未満 1.8 1.9 1.9 2 2.1 2.1 2.1 2.2 
30 月以上 36 月未満 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 
36 月以上 2.8 2.8 2.9 3 3.1 3.1 3.2 3.3 

 
【参考】 平成 17年 4月以降の厚生年金保険の被保険者期間がある方の計算式について 
脱退一時金額＝平均標準報酬額*** 

×支給率{(保険料率****×1／2)×被保険者期間月数に応じた数**}  

**被保険者期間月数に応じた数に
ついては次のとおりです。 

 
 

厚年被保険者期間月数 支給率計算に用いる数 
6 月以上 12 月未満 6 
12 月以上 18 月未満 12 
18 月以上 24 月未満 18 
24 月以上 30 月未満 24 
30 月以上 36 月未満 30 

36 月以上 36 
***平均標準報酬額 

♢ 厚生年金保険被保険者期間の全部が平成 15 年 4 月以後の方 

平均標準報酬額 ＝  

♢ 厚生年金保険被保険者期間の全部又は一部が平成 15 年 3 月以前の方 

平均標準報酬額 ＝ 

****保険料率 

最終月が 1月～8月の場合、前々年 10月時点の保険料率になります。 
最終月が 9月～12月の場合、前年 10月時点の保険料率になります。 

被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計 

全被保険者期間の月数 

全被保険者期間の月数 

平成 15年 3月以前の被保険者期間の
各月の標準報酬月額×1.3 

+ 
平成 15 年 4 月以後の被保険者期間の  
各月の標準報酬月額標準賞与額の合計 
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်မနးမာဘာသာ 
လူမႈဖူလုဵေရ့ပငးစငးအာမခဵဝငးေရာကးထာ့သူ၏ လကးခဵရ႐ြိမညးံေငျပမာဏ 

ႏိုငးငဵ်ခာ့သာ့်ဖစးေသာသူက ဂ္ပနးႏုိငးငဵအတျငး့တျငး ေနရပးလိပးစာပုိငးဆိုငး်ခငး့မ႐ြိသညးံေနာကးပုိငး့တျငး ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတး ေပ့ေခ္ေငျကုိ ေတာငး့ဆိုႏုိငးပါသညး၈ ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျသညး 

လူမႈဖူလဵုေရ့ပငးစငးအာမခဵ၏ အာမခဵေၾက့ကိုု ၃ လ အထကး ေပ့ေဆာငး်ပီ့ ပငးစငး စသညးတိုု႔၏ ရ႐ြိခဵစာ့ချငးံမ႐ြိေသာသူမ္ာ့ကို ရညးရျယးသတးမြတးပါသညး၈  

ေနာကးဆုဵ့ အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငးအာမခဵဝငးေရာကးထာ့သူ၏ ခဵစာ့ချငးံအရညးအခ္ငး့သတးမြတးခ္ကးကုနးဆဵု့သညးံအခါ (ဂ္ပနးႏိုငးငဵအတျငး့ ေနရပးလိပးစာပုိငးဆိုငး်ခငး့မ႐ြိေတာံသညးံေန႔) မြစ၊ ဿ ႏြစးတာကာလအတျငး့ 

ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုုပါ၈  

လကးခဵရ႐ြိမညးံေငျပမာဏ 

ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျသညး အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သညးံကာလအပုိငး့အ်ခာ့ေပၚတျငးမူတညး၊ ေအာကးပါအတိုငး့ တျကးခ္ကးပါသညး၈ ဤေပ့ေခ္မႈသညး 

အချနးစညး့ၾကပးေကာကးခဵ်ခငး့ေပၚတျငး ရညးမြနး့သတးမြတး်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ( စာမ္ကးႏြာ ၄ ကို ကို့ကာ့ရနး) 

 
တျကးခ္ကးသညးံပုဵစဵ 

ႏႈတးထျကးပငးစငးပုုဒး်ပတးေပ့ေခ္ေငျ = ပ္မး့မြ္စဵေပ့ေခ္ေငျ *** X ေပ့ေခ္သညးံႏႈနး့*  

( * လူမႈဖူလဵုေရ့ပငးစငးအာမခဵဝငးေရာကးထာ့သူ၏ အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သညးံကာလေပၚတျငးမူတညးတျကးခ္ကးေပ့ေခ္သညးံႏႈနး့သညး ေအာကးေဖား်ပပါ ဇယာ့အတိုငး့်ဖစးပါသညး၈) 

လူမႈဖူလဵုေရ့အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သူ၏အာမ

ခဵ 

ဝငးေရာကးထာ့သညးံ ကာလအပုုိငး့အ်ခာ့႐ြိ 

လအေရအတျကး 

ေနာကးဆုဵ့လ၇ ဿွွ၆ခုႏြစး 

စကးတငးဘာမြစတငး်ပီ့ဿွှွခုႏြစးၾသဂုုတး

လ်ဖစးေသာအေ်ခအေနတျငးရ႐ြိ 

မညး ံႏႈနး့ထာ့ 

ေနာကးဆုဵ့လ၇ ဿွှွခုႏြစး 

စကးတငးဘာမြစတငး်ပီ့ဿွှှခုႏြစး 

ၾသဂုုတးလ ်ဖစးေသာအေ်ခအေနတျငးရ႐ြိ 

မညး ံႏႈနး့ထာ့ 

ေနာကးဆုဵ့လ၇ဿွှှခုႏြစးစကးတငးဘာမြ 

စတငး်ပီ့ဿွှဿခုႏြစး ၾသဂုုတးလ 

်ဖစးေသာအေ်ခအေနတျငးရ႐ြိ 

မညးံ ႏႈနး့ထာ့ 

ေနာကးဆုဵ့လ၇ဿွှဿခုႏြစးစကးတငးဘာမြ 

စတငး်ပီ့ဿွှ၁ ခုႏြစး ၾသဂုုတးလ 

်ဖစးေသာအေ်ခအေနတျငးရ႐ြိ 

မညးံ ႏႈနး့ထာ့ 

၃လအထကး႐ြိ်ပီ့ှဿလမ်ပညးံ်ခငး့ ွ.၂ ွ.၂ ွ.၂ ွ.၂ 

ှဿလအထကး႐ြိ်ပီ့ှ၅လမ်ပညးံ်ခငး့ ွ.၆ ွ.၆ ှ ှ 

ှ၅လအထကး႐ြိ်ပီ့ဿ၁လမ်ပညးံ်ခငး့ ှ.၁ ှ.၁ ှ.၁ ှ.၂ 

ဿ၁လအထကး႐ြိ်ပီ့၀ွလမ်ပညးံ်ခငး့ ှ.၅ ှ.၆ ှ.၆ ဿ 

၀ွလအထကး႐ြိ်ပီ့၀၃လမ်ပညးံ်ခငး့ ဿ.၀ ဿ.၁ ဿ.၁ ဿ.၂ 

၀၃ လအထကး ဿ.၅ ဿ.၅ ဿ.၆ ၀ 

 

လူမႈဖူလဵုေရ့အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သူ၏အာမခဵ 

ဝငးေရာကးထာ့သညးံ ကာလအပုုိငး့အ်ခာ့႐ြိ 

လအေရအတျကး 

ေနာကးဆုဵ့လ၇ ဿွှ၁ခုႏြစး စကးတငးဘာမြ 

စတငး်ပီ့ဿွှ၂ ခုႏြစး ၾသဂုုတးလ 

်ဖစးေသာအေ်ခအေနတျငးရ႐ြိ  

မညး ံႏႈနး့ထာ့ 

ေနာကးဆုဵ့လ၇ ဿွှ၂ခုႏြစး စကးတငးဘာမြ 

စတငး်ပီ့ ဿွှ၃ ခုႏြစး ၾသဂုုတးလ 

်ဖစးေသာအေ်ခအေနတျငးရ႐ြိ 

မညး ံႏႈနး့ထာ့ 

ေနာကးဆုဵ့လ၇ ဿွှ၃ခုႏြစး စကးတငးဘာမြ 

စတငး်ပီ့ ဿွှ၄ ခုႏြစး ၾသဂုုတးလ 

်ဖစးေသာအေ်ခအေနတျငးရ႐ြိ 

မညးံ ႏႈနး့ထာ့ 

ေနာကးဆုဵ့လ၇ ဿွှ၄ခုႏြစး စကးတငးဘာမြ 

စတငး်ပီ့ ဿွှ၅ ခုႏြစး ၾသဂုုတးလ 

်ဖစးေသာအေ်ခအေနတျငးရ႐ြိ မညးံ 

ႏႈနး့ထာ့ 

၃လအထကး႐ြိ်ပီ့ှဿလမ်ပညးံ်ခငး့ ွ.၂ ွ.၂ ွ.၂ ွ.၂ 

ှဿလအထကး႐ြိ်ပီ့ှ၅လမ်ပညးံ်ခငး့ ှ ှ ှ.ှ ှ.ှ 

ှ၅လအထကး႐ြိ်ပီ့ဿ၁လမ်ပညးံ်ခငး့ ှ.၂ ှ.၃ ှ.၃ ှ.၃ 

ဿ၁လအထကး႐ြိ်ပီ့၀ွလမ်ပညးံ်ခငး့ ဿ.ှ ဿ.ှ ဿ.ှ ဿ.ဿ 

၀ွလအထကး႐ြိ်ပီ့၀၃လမ်ပညးံ်ခငး့ ဿ.၃ ဿ.၃ ဿ.၄ ဿ.၄ 

၀၃ လအထကး ၀.ှ ၀.ှ ၀.ဿ ၀.၀ 
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 (ကုိ့ကာ့ရနး) ဿွွ၂ ခုႏြစး ဧ်ပီလေနာကးပိုငး့တျငး လူမႈဖူလဵုေရ့ပငးစငးအာမခဵဝငးေရာကးထာ့သူ၏ အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သညးံ ကာလအပုုိငး့အ်ခာ့ 

႐ြိေသာသူအတျကး တျကးခ္ကးသညးံပုဵစဵႏြငးံပတးသကး၊        

 

ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတး

ေပ့ေခ္ေငျ 

 

= 

 

ပ္မး့မြ္စဵေပ့ေခ္ေငျပမ

ာဏ*** 

 

X 

 

ေပ့ေခ္သညးံႏႈနး့ 

 

အာမခဵေၾက့ေငျအခ္ိဳ့အစာ့**** X ှ/ဿ X အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သူ၏ အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သညးံ  

ကာလအပုုိငး့အ်ခာ့လအေရအတျကး အေ်ခခဵတျကးခ္ကးထာ့ေသာ အေရအတျကး** 

 

 

 

 **အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သူ၏အာမခဵ 

ဝငးေရာကးထာ့သညးံကာလအပုိငး့အ်ခာ့ 

လအေရအတျကးတျငးအေ်ခခဵတျကးခ္ကးထာ့ေသာ

အေရအတျကးႏြငးံပတးသကး်ပီ့ေအာကးပါအတုိငး့်ဖ

စးပါသညး၈ 

 

 

 

***ပ္မး့မြ္စဵေပ့ေခ္ေငျပမာဏ 

 လူမႈဖူလုဵေရ့အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သညးံကာလအပုုိငး့အ်ခာ့အာ့လုဵ့သညး ဿွွ၀ ခုႏြစး ဧ်ပီလေနာကးပုိငး့တျငး ႐ြိေသာသူ 

 

ပ္မး့မြ္စဵေပ့ေခ္ေငျမာ= 

 လူမႈဖူလဵုေရ့အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သညးံလအသီ့သီ့၏စဵေပ့ေခ္ေငျတျကးခ္ကးသညးံလပမာဏႏြငးံ 

စဵဆုေၾက့ေငျေပ့အပးသညးံပမာဏစုစုေပါငး့ 

 အာမခဵဝငးေရာကးထာ့ေသာ လအေရအတျကးစုစုေပါငး့ 

လူမႈဖူလဵုေရ့ပငးစငးအာမခဵဝငးေရာကးထာ့သညးံ ကာလအပုုိငး့အ်ခာ့႐ြိ လအေရအတျကးအာ့လုဵ့ သို႔မဟုုတး တစးစိတးတစးပုုိငး့ သညး  ဿွွ၀ ခုႏြစး 

မတးလပုိငး့မတုိငးခငးတျငးရြိေသာသူ 

 

 

****အာမခဵေၾက့ေငျႏႈနး့ထာ့ 

ေနာကးဆုဵ့လသညး ဇနးနဝါရီလမြ ၾသဂုတးလအတျငး့်ဖစးပါက အာမခဵေၾက့ေငျႏႈနး့ထာ့သညး ယခငးႏြစးမ္ာ့၏ ေအာကးတုိဘာလတျငး ေပ့ေခ္ခံဲရေသာ 

အာမခဵေၾက့ႏႈနး့ထာ့အတုိငး့်ဖစးပါမညး၈ 

လူမႈဖူလဵုေရ့အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သညးံကာလအပုိငး့အ်ခာ့လအေရအတျကး ေပ့ေခ္သညးံႏႈနး့တျကးခ္ကးရာတျငး 

အသုဵ့်ပဳသညးံ လအေရအတျကး 

၃ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ှဿ လမ်ပညးံ်ခငး့ ၃ 

ှဿ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ှ၅ လမ်ပညးံ်ခငး့ ှဿ 

ှ၅ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ဿ၁ လမ်ပညးံ်ခငး့ ှ၅ 

ဿ၁ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ၀ွ လမ်ပညးံ်ခငး့ ဿ၁ 

၀ွ လအထကး႐ြိ်ပီ့ ၀၃ လမ်ပညးံ်ခငး့ ၀ွ 

၀၃ လအထကး ၀၃ 

 

 

ပ္မးမွ်းစံေပးေခ်းေငြ = 

ဿွွ၀ ခုႏြစး၊ မတးလမတုိငးခငးတျငး ｖလူမႈဖူလုဵေရ့အာမခဵ 

ဝငးေရာကးထာ့သည့္ကာလအပုိင္း့အ်ခာ့႐ြိေသာလအသီ့

သီ့၏ စဵေပ့ေခ္ေငျတျက္ခ်က္ေသာ လပမာဏ X ှ.၀ 

+ 

ဿွွ၀ ခုႏြစး၊ ဧ်ပီလေနာကးပိုငး့တျငး အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သညးံ 

ကာလအပုိင္းအျခား႐ြိလအသီ့သီ့၏စဵေပ့ေခ္ေငျတြက္ခ်က္ေသာ 

လပမာဏႏြငးံစဵဆုေၾက့ေငျ ေပ့အပးသညးံပမာဏ စုစုေပါငး့ 

အာမခဵဝငးေရာကးထာ့ေသာ လအေရအတျကးစုစုေပါငး့ 
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်မနးမာဘာသာ 

ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျကုိ ဂ္ပနးႏုိငးငဵမြအ်ခာ့ေသာႏုိငးငဵမ္ာ့သို႔ ေပ့ပုုိ႕သညးံအခါတျငးအသုဵ့်ပဳေသာ ေငျေၾက့မ္ာ့သညး ေအာကးေဖား်ပပါအတုိငး့်ဖစးပါသညး၈  

脱退一時金を日本国外へ送金する際に使用する通貨は次のとおりです。 

*  ဂ္ပနးႏုိငးငဵရြိဘဏးမ္ာ့တျငးသာ ေငျေပ့ေခ္မႈမ္ာ့ကုိ ေဆာငးရျကးႏုိငးပါသညး၈ 

      日本の金融機関でのみお受け取りいただけます。 

** ်မနးမာႏုိငးငဵသုိ႔ ေငျလႊဲေပ့ပုုိ႕ႏုိးငးေသာ ဘဏးမ္ာ့သညး ေအာကးေဖား်ပပါဘဏးမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈ ( ဿွှ၄ ခုႏြစး ဇနးနဝါရီလ လကးရြိအခ္ိနး) 

ミャンマーの送金可能な銀行は以下の 3 行です。（2017.1 現在） 

Myanma Foreign Trade Bank  

Myanma Investment and Commercial Bank   

Co-Operative Bank Ltd.  

ၾသစေၾတ့လ္ オーストラリア ေဒၚလာ (ၾသစေၾတ့လ္) オーストラリア・ドル 
ၾသစၾတီ့ယာ့ オーストリア ယူရို ユーロ 
ဘယးလးဂ္ီယမး ベルギー ယူရို ユーロ 
ကေနဒါ カナダ ေဒၚလာ (ကေနဒါ) カナダ・ドル 
က္ဴ့ဘာ့ キューバ ယူရို ユーロ 
ဆိုကးပရပးစး キプロス ယူရို ユーロ 
ဒိနး့မတး デンマーク Krone (ဒိနး့မတးႏိုငးငဵသုဵ့ေငျ) デンマーク・クローネ 
အကးစတို့နီ့ယာ့ エストニア ယူရို ユーロ 
ဖငးလနး フィンランド ယူရို ユーロ 
်ပငးသစး フランス ယူရို ユーロ 
ဂ္ာမနီ ドイツ ယူရို ユーロ 
ဂရိ ギリシャ ယူရို ユーロ 
အီရနး イラン (ဂ္ပနးယနး့)* 日本円 
အုိငးယာလနး アイルランド ယူရို ユーロ 
အီတလီ イタリア ယူရို ユーロ 
လတးဗီယာ ラトビア ယူရို ユーロ 
လစးသူေယ့နီ့ယာ့ リトアニア ယူရို ユーロ 
လူဇငးဘတး ルクセンブルク ယူရို ユーロ 
ေမားးလးတာ マルタ ယူရို ユーロ 
မိုနာကုိ モナコ公国 ယူရို ユーロ 
်မနးမာ ミャンマー ဂ္ပနးယနး့** 日本円 
နယးသာလနး オランダ ယူရို ユーロ 
နယူ့ဇီလနး ニュージーランド ေဒၚလာ (နယူ့ဇီလနး) ニュージーランド・ドル 
ေ်မာကးကိုရီ့ယာ့ 朝鮮民主主義人民共和国 (ဂ္ပနးယနး့)* 日本円 
ေနားေဝ ノルウェー Krone(ေနားေဝႏုိငးငဵသုဵ့ေငျ) ノルウェー・クローネ 
ေပၚတူဂီ ポルトガル ယူရို ユーロ 
စငးကာပူ シンガポール ေဒၚလာ (စငးကာပူ) シンガポール・ドル 
ဆလုိဗကးကီ့ယာ့ スロバキア ယူရို ユーロ 
ဆလုိေဗ့နီ့ယာ့ スロベニア ယူရို ユーロ 
စပိနး スペイン ယူရို ユーロ 
ဆူဒနး スーダン ေပါငး(အဂၤလနး) イギリス・ポンド 
ဆျီဒငး スウェーデン Krona (ဆျီဒငးႏုိငးငဵသုဵ့ေငျ) スウェーデン・クローネ 
ဆျစးဇာလနး スイス ဖရနး႔ (ဆျစးဇာလနး) スイス・フラン 
အဂၤလနးႏိုငးငဵ イギリス ေပါငး (အဂၤလနး) イギリス・ポンド 
အ်ခာ့ႏုိးငးငဵမ္ာ့ 上記以外の国 ေဒၚလာ(အေမရိကနး) アメリカ・ドル 
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(ဂ္ပနးႏိုငးငဵပငးစငးအဖျဲ႕အစညး့မြ်ဖညးံသျငး့ရနးအကျကး) 
（日本年金機構 記入欄） 

加入制度 チェック 1 チェック 2 チェック 3 チェック 4 
 
 

（送金先国）（課税△/非 0）（本人請求△/他 2）（日独非対象者△ 
/対象者 01） 

日本年金機構 決定印 日本年金機構 受付印 
  

(入力回付年月日） 

Myanma Investment and Commercial Bank   
Co-Operative Bank Ltd.   

 

 ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုလႊာ 
( အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငး / လူမႈဖူလဵုေရ့ပငးစငးအာမခဵ) 
 
脱退一時金請求書（国民年金／厚生年金保険） 

  

受付番号 

 ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျကို ေပ့ေခ္သညးံအေ်ခအေနတျငး ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျတျကးခ္ကးသညးံ အေ်ခခဵကာလ အပုိငး့အ်ခာ့သညး ပငးစငးစနစးတျငး စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးေသာ 
ကာလအပုိငး့အ်ခာ့၉မူ ကုနးဆဵု့မညး်ဖစးပါသညး၈ ႏႈတးထျကးပငးစငးပုုဒး်ပတး ေပ့ေခ္ေငျေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုလႊာ၏ စာမ္ကးႏြာ နဵပါတး ၁ တျငးေဖား်ပထာ့ေသာ သတိ်ပဳရနးအခ္ကးမ္ာ့ကို 
ေသခ္ာစျာဖတးရႈေလံလာ်ပီ့ အနာဂတးကာလတျငး ပငးစငးေငျလကးခဵရယူမႈကို ဆငး်ခငးစဥး့စာ့်ပီ့ေနာကး ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတး ေပ့ေခ္ေငျ လကးခဵရယူရနးဆႏၵ႐ိြေသာအေ်ခအေနတျငး 
ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုလႊာ၏ နဵပါတး ဿ အကျကးတျငး လကးမြတးထို့ပါ၈ အာမခဵဝငးေရာကးထာ့သညးံအခ္ိနးကာလအပုိငး့အ်ခာ့က ကာလရြညးၾကာခံဲေသာသူ်ဖစး်ပီ့ ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုလႊာ၏ နဵပါတး ဿ 
အကျကးတျငး လကးမြတးမထို့ထာ့ပါက 

ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုရနးစိတးဆႏၵ႐ိြမ႐ိြအတညး်ပဳစစးေဆ့ႏိုငးရနးအတျကး စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကို ်ပနးလညးေပ့အပး်ခငး့မ္ာ့႐ိြပါသညး၈ 
※ 脱退一時金を支給した場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は年金加入期間ではなくなります。脱退一時金請求書の 2 ページ目の注意書きをよくご覧いただき、将来的

な年金受給を考慮したうえでなお脱退一時金の受給を希望される場合、必ず「2」欄に署名してください。被保険者期間が長期にわたる方で「2」欄に署名がなされていない場

合、請求の意思の確認のために書類をお返しする場合があります。 
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1. နေ့ကုိ     ႏြစး     လ     ရကး 
記入日    年     月     日 

 

2. ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆုိသူကယကဵရြငး၏လကးမြတး 

請求者本人の署名（サイン） 

3. ႏုိငးငဵ်ခာ့ဘာသာ အ်မဲတမး့ေနထုိ 
ငးချငး႐ိံြမ႐ိြ (ချငးံ်ပဳခ္ကးရေသာေန႔)႐ြိ၇ မ႐ြိ 
永住許可の有無（許可日） 
အဘယ်သူမျှမ/ဟုတ်က့ဲ 

ချငးံ်ပဳခ္ကးရေသာေန:   

4.  ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆုိသူအမညး၇ ေမျ့သကၠရာဇးႏြငးံ ေနရပးလိပးစာ  （請求者氏名、生年月日及び住所） 

အမညး  
氏 名 

  
 
 

ေမျ့သကၠရာဇး 
生年月日 

    ႏြစး  
年 

  
လ 
月 

  
ရကး 
日 

ႏိုငးငဵသာ့  
国籍 

ဂ္ပနးႏိုငးငဵမြ ထျကးချာ်ပီ့ 
ေနာကးပုိငး့ 
ေနထိုငးေသာလိပးစာ 
離日後の住所 

 

 

 ပြည် 

5.  ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျ ေငျလႊဲရနးဘဏးအေကာငးံ （脱退一時金振込先口座） 

ဂ္ပနးႏုိငးငဵပငးစငးအဖျဲ႕ 
အစညး့မြ်ဖညးံသျငး့ရနး 
日本年金機構記入欄 

1 3 銀行コード     支店コード    預金種別 1 

ဘဏးအမညး  
銀行名 

 

ဘဏးချအဲမညး 
支店名 

 

ဘဏးချတဲညးရြိသညးံလိပးစာ 
支店の所在地 

 

 ပြည် 

ဘဏးအေကာငးံနဵပါတး 
口座番号  

 ဘဏး၏ေထာကးခဵခ္ကးအမြတးအသာ့ 

銀行の証明印 

ေလြ္ာကးထာ့သူ၏ 
အေကာငးံအမညး  
請求者本人の口座名義 

English  

カタカナ（日本国内の金融機関を指定した際のみ記載） 

6.  ပငးစငးစာအုပးတျငးေရ့သျငး့ထာ့ေသာအေၾကာငး့အရာ （年金手帳の記載事項） 

အေ်ခခဵပငးစငးနဵပါတး 

基礎年金番号 
    ―       

ပငးစငးစနစးအသီ့သီ့၏ကုဒးနဵပါတး   

各制度の記号番号 
    ―       

厚年 船員 国年 

国共 地共 

 

私学 

 

ဂ္ပနးႏုိငးငဵပငးစငးအဖျဲ႕အစညး့မြ်ဖညးံသျငး့ရနး 

 
（日本年金機構記入欄） 
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ငါတ့ုိသည်သင်တ့ုိ၏ ထောက်ပ့ံ စာရွက်စာတမ်းများလုိအပ်ပါတယ် 
ပူ့တျေဲလြ္ာကးထာ့ရမညးံစာရျကးစာတမး့ ( ① မြ ④အထိေဖား်ပထာ့ေသာ စာရျကးစာတမး့ စသညးတို႔ကို ပူ့တျတဲငး်ပ်ခငး့ မ႐ိြပါက ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုလႊာကုိ 
်ပနးလညးေပ့အပးမညး်ဖစးေသာေၾကာငးံ ပူ့တျတဲငး်ပရမညးံစာရျကး စာတမး့မ္ာ့ က္နးရစး်ခငး့မ႐ိြေစရနး ေမတၱာရပးခဵအပးပါသညး၈).  
添付書類 （①～④の書類等が添付されていない場合は、請求書をお返しすることになりますので添付もれのないようお願いします。） 

① ပတးစပုိ႔ (ႏုိငးငဵကူ့လကးမြတး) မိတၱဴ၇ (အမညး၇ ေမျ့သကၠရာဇး၇ ႏုိငးငဵသာ့၇လကးမြတး၇ ေနထိုငးချငးံအရညးအခ္ငး့ သတးမြတးခ္ကးတို႔ကို စစးေဆ့အတညး်ပဳႏုိငးေသာ စာမ္ကးႏြာ)   
パスポート（旅券）の写し（氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ） 

② ပတးစပုိ႔ (ႏုိငးငဵကူ့လကးမြတး) မိတၱဴ၇ (ေနာကးဆုဵ့ ဂ္ပနးႏုိငးငဵမြထျကးချာခံဲေသာ ခုႏြစး၇ လ၇ ရကးတို႔ကို စစးေဆ့အတညး်ပဳႏုိငးေသာ စာမ္ကးႏြာ)  
パスポート（旅券）の写し（最後に日本を出国した年月日が確認できるページ） 

 ◎ မိမိႏုိငးငဵသို႔ မ်ပနးခငးတျငး ဂ္ပနးႏုိငးငဵတျငး့မြေန်ပီ့ ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုလႊာကို ေပ့အပးခံဲပါက ② ကိုေပ့အပးတငး်ပမညးံအစာ့ ဂ္ပနးႏုိငးငဵ မြအ်ခာ့ႏုိငးငဵသို႔ ေရျ႕ေ်ပာငး့ေနထိုငးရနး 
အစီအစဥး႐ြိေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့သညးေနထိုငးချငးံလကးမြတး ၏ မိတၱဴ၇ ေနထိုငးချငးံလကးမြတးကို ပယးဖ္ကးထာ့ေသာလကးမြတး၇ ်မိဳ႕၇ ်မိဳ႕နယး၇ ရပးကျကး၇ ေက့္ရျာမ္ာ့တျငး 
ဂ္ပနးႏုိငးငဵမြထျကးချာမညး်ဖစးေၾကာငး့ တငး်ပခဲံသညးကို စစးေဆ့ အတညး်ပဳႏုိငးသညံးစာရျကးးစာတမး့မ္ာ့ကို ပူ့တျတဲငး်ပ်ပီ့ ေနထိုငးချငးံလကးမြတးတျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ 
ေ်ပာငး့ေရႊ႕ေနထိုငးမညးံ (ေ်ပာငး့ေရႊ႕ေနထိုငးရနးစီစဥးေသာ) ေန ႔ေနာကးပုိငး့တျငး ဂ္ပနးႏုိငးငဵပငးစငးအဖျဲ႔အစညး့သို႔ ေပ့အပးတငး်ပပါ၈  
◎ なお、帰国前に日本国内から請求書を提出される場合には、上記②の代わりに日本国外に転出予定である旨が記載された住民票の写しや住民票の除票等、市

区町村に転出届を提出したことを確認できる書類を添付し、住民票の転出（予定）日以降に日本年金機構に提出してください。 
③ ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုလႊာ၏ (ဘဏးအေကာငးံနဵပါတးေထာကးခဵခ္ကးအမြတးအသာ့) ပါေသာအကျကးတျငး ဘဏး၏ေထာကးခဵခ္ကးကို ရယူရနး သုိ႔မဟုတး (ဘဏးအမညး)၇ 

(ဘဏးချဲအမညး)၇ (ဘဏးချတဲညးရြိရာလိပးစာ)၇ (ဘဏးအေကာငးံနဵပါတး) ႏြငးံ (ေလြ္ာကးထာ့ ေတာငး့ဆိုသညးံကာယကဵရြငး၏ဘဏးအေကာငးံအမညးစာရငး့ ) ်ဖစးေၾကာငး့ 
စစးေဆ့အတညး်ပဳႏုိငးေသာ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကို ပူ့တျတဲငး်ပပါ၈ (ဘဏးမြထုတးေပ့ေသာ ေထာကးခဵခ္ကး စသညး) ထို႔်ပငး ဂ္ပနးႏုိငးငဵအတျငး့႐ိြေသာ ဘဏးမ္ာ့တျငး 
လကးခဵလုပးေဆာငးေပ့သညးံ အခါတျငး ဘဏးအေကာငးံအမညးစာရငး့ကို ခတခန်ဖငးံ စာရငး့သျငး့ရနး လိုအပးပါသညး၈  

※ယူ့ေခ္ာံဘဏး၉မူ ႏႈတးထျကးပငးစငး ပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျကို လကးခဵရယူႏုိငး်ခငး့မ႐ိြပါ၈ 
       

請求書の「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受けるか、「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認で

きる書類を添付してください（銀行が発行した証明書等）。なお、日本国内の金融機関で受ける場合は、口座名義がカタカナで登録されていることが必要です。 
※ゆうちょ銀行では脱退一時金を受け取ることができません。 

④ အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငးစာအုပး၇ အေ်ခခဵပငးစငးနဵပါတးမ္ာ့ကို အတညး်ပဳစစးေဆ့ႏုိငးေသာ အ်ခာ့ေသာ စာရျကးစာတမး့.   
国民年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類 
 

်ပညးသူ႔ပငးစငးစနစး (လူမႈဖူလဵုေရ့ပငးစငးအာမခဵ၇ အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငး၇ သေဘၤာသာ့အာမခဵ၇ အ်ပနးအလြနးအက္ိဳ့တူ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသညးံအဖျဲ႕အစညး့) တို႔တျငး 
စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးထာ့ေသာ အခ္ိနးကာလအပုုိငး့အ်ခာ့ကို ်ဖညးံသျငး့ပါ၈ 
公的年金制度（厚生年金保険、国民年金、船員保険、共済組合）に加入していた期間を記入してください。 
ကိုယးေရ့အခ္ကးအလကး (်ပညးသူ႕ပငးစငးစနစးစာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးခံဲေသာ်ဖစးစဥးအေၾကာငး့အရာ) အတတးႏုိငးဆဵု့ တိက္ေသခ္ာစျာ်ဖငးံ အေသ့စိတး်ဖညးံစျကးပါ၈ 
履歴（公的年金制度加入経過） ※できるだけくわしく、正確に記入してください。 

(ှ)လုပးငနး့အမညး (သေဘၤာပုုိငးရြငးအမညး) 

ပါ႐ိြေသာ အမညးစာရငး့ ႏြငးံသေဘၤာသား 

အ်ဖစးလုပးကိုငးခံဲ သညးံသေဘၤာ၏အမညး 

 

(ဿ)လုပးငနး့အမညး (သေဘၤာပုုိငးရြငး)၏ေနထိုငးရာ 

လိပးစာ သုုိ႔မဟုတး အမ္ိဳ့သာ့ 

ပငးစငးတျငးစာရငး့သျငး့ ဝငးေရာကးခ္ိနး၉ 

ေနထိုငးေသာ လိပးစာ 

(၀)အလုပးလုပးခဲံသညးံ အခ္ိနးကာလ 

အပုိငး့အ်ခာ့ သို႔မဟုတး အမ္ိဳ့သာ့ 

ပငးစငးတျငး စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးထာ့သညးံ 

ကာလအပုိငး့အ်ခာ့  

(၁) စာရငး့သျငး့ 

ဝငးေရာကးထာ့ေသာ 

ပငးစငးစနစးအမ္ိဳ့အစာ့ 

 

(1) 事業所（船舶所有者）の名称及

び船員であったときはその船舶名 
(2) 事業所（船舶所有者）の所在地ま

たは国民年金加入時の住所 
(3) 勤務期間または国民年金の加

入期間 

(4) 加入していた年金制度の種別 

 
  ႏြစး 年/ လ 月/ ရကး 日 

မြ   から 

 

အထိ  まで 

1. အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငး  国民年金 
2. လူမႈဖူလဵုေရ့ပငးစငးအာမခဵ 
 厚生年金保険 
3. သေဘၤာသာ့အာမခဵ 船員保険 
4. အ်ပနးအလြနးအက္ိဳ့တူပူ့ေပါငး့ 
ေဆာငးရျကးသညးံ အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ 共済組合 

  ႏြစး 年/ လ 月/ ရကး 日 

မြ  から 

 

အထိ  まで 

1. အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငး  国民年金 
2. လူမႈဖူလဵုေရ့ပငးစငးအာမခဵ 
 厚生年金保険 
3. သေဘၤာသာ့အာမခဵ 船員保険 
4. အ်ပနးအလြနးအက္ိဳ့တူပူ့ေပါငး့ 
ေဆာငးရျကးသညးံ အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ 共済組合 

  ႏြစး 年/ လ 月/ ရကး 日 

မြ  から 

 

အထိ  まで 

1. အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငး  国民年金 
2. လူမႈဖူလဵုေရ့ပငးစငးအာမခဵ 
 厚生年金保険 
3. သေဘၤာသာ့အာမခဵ 船員保険 
4. အ်ပနးအလြနးအက္ိဳ့တူပူ့ေပါငး့ 
ေဆာငးရျကးသညးံ အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ 共済組合 

  ႏြစး 年/ လ 月/ ရကး 日 

မြ  から 

 

အထိ  まで 

1. အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငး  国民年金 
2. လူမႈဖူလဵုေရ့ပငးစငးအာမခဵ 
 厚生年金保険 
3. သေဘၤာသာ့အာမခဵ 船員保険 
4. အ်ပနးအလြနးအက္ိဳ့တူပူ့ေပါငး့ 
ေဆာငးရျကးသညးံ အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ 共済組合 

 (သတိ်ပဳရနး) အမ္ိဳ့သာ့ပငးစငးတျငး စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးခံဲေသာ အခ္ိနးကာလတျငးေနထိုငးခံဲသညးံ လိပးစာကိုသာ ်ဖညးံသျငး့ပါ၈ 
（注）国民年金に加入していた期間は、住んでいた住所のみを記入してください。 
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်မနးမာဘာသာ 

ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆုိလႊာေရ့်ဖညးံရာတျငး သတိ်ပဳရနး 
ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုလႊာတျငးေဖား်ပထာ့ေသာ အမြတးစဥး ှ မြ ၃ အထိ နဵပါတးစဥးအာ့လဵု့ကို မ်ဖစးမေနေရ့သျငး့ပါ၈ 
အခ္ကးအလကး်ပညးံစဵုစျာေရ့်ဖညးံထာ့်ခငး့မ႐ိြပါ ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုလႊာကိုု ေလြ္ာကးထာ့သူထဵ ်ပနးလညး 
ေပ့အပးမညး်ဖစးပါသညး၈ 
① “ 4. ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုသူအမညး၇ ေမျ့သကၠရာဇး၇ ေနရပးလိပးစာ” ႏြငးံ “5. ႏႈတးထျကးပငးစငးပုတး်ပတးေပ့ေခ္ေငျ 

ေငျလႊေဲပ့ပိုု႕ႏိုုငးရနး ဘဏးအေကာငးံအမညး” သညး အဂၤလိပးအကၡရာအၾကီ့်ဖငးံ ေရ့သျငး့ရနး ေမတၱာရပးခဵပါသညး၈   

② “ 6. ပငးစငးစာအုပးတျငး်ဖညးံသျငး့ေဖား်ပထာ့ေသာအေၾကာငး့အရာမ္ာ့” တျငးပါ႐ိြေသာ အေ်ခခဵပငးစငးနဵပါတး အကျကးတျငး 
ပငးစငးစာအုပး၉်ဖညးံသျငး့ထာ့ေသာ အေ်ခခဵပငးစငးနဵပါတး၇ ပငးစငးစနစးအသီ့သီ့၏ ကုဒးနဵပါတးမ္ာ့ ေရ့်ဖညးံရနး အကျကး၉ 
ယခုအခ္ိနးအထိ စာရငး့သျငး့ဝငးေရာကးထာ့ခဲံေသာ ပငးစငးစနစး၏ ပငးစငးစာအုပးတျငးေဖား်ပပါ႐ိြေသာကုဒးနဵပါတးကို ကူ့ယူ 
်ဖညးံသျငး့ပါ၈. 

③ “ ဂ္ပနးႏိုငးငဵပငးစငးအဖျဲ႕အစညး့မြ်ဖညးံသျငး့ရမညးံအကျကး” တျငး တစးစဵုတစးရာေရ့်ဖညးံ်ခငး့မ်ပဳပါႏြငးံ၈ 

④ “ ပငးစငးစာအုပးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာ အေ်ခခဵပငးစငးနဵပါတးႏြငးံ ကုဒးနဵပါတး” သညး ေနာကးပိုငး့ရကးမ္ာ့တျငး 
သငးေမ့်မနး့စဵုစမး့သညးံအခါ၉ အသဵု့်ပဳရမညး်ဖစးေသာေၾကာငးံ ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုလႊာကို ေပ့အပးတငး်ပသညးံအခါတျငး 
နဵပါတးကို မ်ဖစးမေနကူ့ယူမြတးသာ့ထာ့ပါ၈  

⑤ အေ်ခခဵပငးစငးနဵပါတးကို နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈမ႐ိြေသာအေ်ခအေနတျငး စာမ္ကးႏြာ ှ၁ တျငးပါ႐ိြေသာ 
ကိုယးေရ့အခ္ကးအလကး်ဖညးံသျငး့ရနးအကျကးကို ်ဖညးံသျငး့ပါ၈.   

記入上の注意 

請求書の 1～6 については必ず記入してください。 
記入のない場合は請求書をお返しする場合があります。 
①「4. 請求者氏名、生年月日及び住所」及び「5. 脱退一時金振込先口座」は、アルファベット大文字で記入漏れ

のないようお願いします。 
②「6. 年金手帳の記載事項」の基礎年金番号欄には年金手帳に記載されている基礎年金番号、各制度の記号番号

欄には今まで加入したことのある年金制度の年金手帳の記号番号を転記してください。 
③「日本年金機構記入欄」は、記入しないでください。 
④「年金手帳の基礎年金番号及び年金手帳の記号番号」は、後日あなたが照会するときに使用しますので、請求

書を提出するときは必ず番号を控えておいてください。 
⑤ 基礎年金番号がわからない場合は、14ページの履歴欄を記入してください。 

                                     (ဿွှ၄ ခုႏြစး၇ ဧ်ပီလ) 
 

ညြပးယူ်ဖတးေတာကး်ပီ့ ေလြ္ာကးထာ့ေတာငး့ဆိုလႊာေပ့ပို႕သညးံအခါတျငး စာအိတး၉ကပး်ပီ့ အသဵု့်ပဳပါ၈ 
切り取って請求書送付時の封筒に貼って使用してください。 
(ဂ္ပနး်ပညးတျငး့မြ ေပ့ပုုိ႕သညးံ အေ်ခအေနတျငးလညး့ ေပ့ပို႕ရမညးံလိပးစာသညး အတူတူပငး်ဖစးပါသညး၈) 
（日本国内から送付する場合も送付先は同じです。） 

 
 

 

 

AIR MAIL 
 

Japan Pension Service 

3-5-24, Takaido-nishi, Suginami-Ku,  

Tokyo 168-8505     JAPAN 

〒168-8505  東京都杉並区高井戸西 3丁目 5番 24号 

日本年金機構  （外国業務グループ）  

 

TEL. +81 - 3 - 6700 - 1165 

(ဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္တယ္လီဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈ) 
 


