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News Release 
 

2006 年 8 月 1 日 

 

 

 

 

 

 

株式会社東京スター銀行（東京都港区：代表執行役頭取 CEO タッド・バッジ）は、2006 年 7 月 10

日にオープンした、資産運用やローンなど相談業務に特化したラウンジ形式の店舗「名古屋支店フ

ァイナンシャル・ラウンジ」（名古屋市東区武平町 5－1 名古屋栄ビル）の来店者数が、開店わずか

3 週間で 2,192 名となりましたことを発表いたします。また口座開設数も既に当月目標値の 145％、

預金獲得残高は当月目標値の 167％を達成いたしました。（いずれも 2006 年 7 月 31 日現在） 

 

さらに、これまで「通常の銀行営業時間」ではなかった「平日の午後 3 時」以降および土日のご利

用が、全ご来店者様の約 50％に達しました。東京スター銀行では、お仕事帰りや、お買い物のつい

でに銀行で気軽に相談するといった、お客さまのライフスタイルに合わせて銀行を使うことができる

点を支持いただき、オープン当月の好業績を収めることができたのではと考えます。 

 
東京スター銀行では、東海エリアのお客さまへの感謝の気持ちと、よりお客さまのお役に立てる

銀行となれますようにとの願いを込めて、2006 年 8 月 4 日より 8 月 31 日午後 3 時まで、名古屋支

店店頭限定の「七夕キャンペーン」を実施いたします。 

 

特長 1 

キャンペーンのシンボルとして、キャンペーン終了まで、一宮市にご提供いただいた「一宮市七夕

祭り」の七夕飾りを、6 メートルの竹に飾り店頭に設置いたします。(キャンペーン期間中でも悪天候

等により掲出を中止する場合もございます。) 

 

特長 2 

七夕キャンペーンではお客さまの願い事を短冊にご記入の上、アンケートにお答えいただきまし

た先着 500 名様に風鈴をその場で進呈いたします（いただきました短冊は店頭備え付けのミニ笹飾

りに飾らせていただきます）。 
※風鈴プレゼントはおひとり様一点限り。無くなり次第終了とさせていただきます。 

 

特長 3 

短冊、アンケートにご記入いただき、さらに店頭で金利が上がる円定期「右肩上がり円定期」(満

期繰上特約付円定期)をお申込いただたお客さまの中から抽選で 10 組 20 名様に 9 月に名古屋ド

ームで開催される「中日ドラゴンズ VS 阪神タイガース」観戦ペアチケットをプレゼントいたします。 
 

■名古屋支店「ファイナンシャル・ラウンジ」概要 

名称 東京スター銀行 名古屋支店 

所在地 
〒461－0008 

愛知県名古屋市東区武平町 5－1 名古屋栄ビル 1F 

営業時間 

月～金 ／9：00～19：00 

土・日／11：00～17：00（平日 15：00 以降および土日は相談業務のみ） 

※祝日・12/31～1/3 は休み 

主な取扱い業務 預金・為替・貸付業務、およびその他付随業務（法人取引含む） 

 
 
 
 
 
 

 
名名古古屋屋支支店店ににごご来来店店ののおお客客ささまま数数がが開開店店 33 週週間間でで 22,,119922 名名にに！！

～「平日午後 3 時」以降のご利用が約 50％！ライフスタイルに合わせた銀行利用が定着～ 



 

2/3 

 

参考資料： 
■「右肩上がり円定期（満期繰上特約付円定期）」（8 月 1 日現在） 

「右肩上がり円定期（満期繰上特約付円定期）」は 3 年タイプ、6 年タイプ、10 年タイプの計 3 タイ

プよりお客さまのマネープランに合わせてお選びいただけます。 

10 年タイプの場合、預入れより当初 3 年間は年利 1.6%(税引き後 1.28%)の好金利を適用、さらに 4

年目から 6 年目まで 3 年間は金利を上げ、年利 1.8%(税引き後 1.44%)といたします。特約により 6 年

満期とした場合は、6 年満期時点で終了となり、10 年までのお預かりとした場合は、2 回目の金利ア

ップを行い 10 年満期まで年利 2.0%(税引き後 1.6%)でお預かりいたします。金利上昇局面の今、預け

入れ時の高金利が 高 2 回満期までさらに金利が上がる点が好評をいただいております。 

*第 1 営業日に設定日の適用金利を発表します。預入時に確定した利率は満期日まで適用されます。 

 

※預入れは新規円資金 200 万円から（インターネットは 100 万円から）可能です。 

※本商品は、預金保険の対象商品です。満期日までお預入れいただいた場合は、元本と利息を保証します。 

※中途解約できません。当行が例外的に中途解約に応じる場合、利息は付されず違約金が発生し、お受取金額

が元本を下回る可能性が非常に高くなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10年タイプ
【6年満期繰上特約付10年定期】

6年タイプ
【4年満期繰上特約付6年定期】

3年タイプ
【2年満期繰上特約付3年定期】

当初1年間　年利

1.0％（税引後0.8％）

次の1年間　年利

1.1％（税引後0.88％）

次の1年間　年利

1.2％（税引後0.96％）

当初2年間　年利

1.1％（税引後0.88％）

当初3年間　年利

1.6％（税引後1.28％）

次の3年間　年利

1.8％（税引後1.44％）

次の4年間　年利

2.0％（税引後1.60％）

次の2年間　年利

1.3％（税引後1.04％）

次の2年間　年利

1.5％（税引後1.20％）
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「右肩上がり円定期預金」満期日繰上特約付円定期預金 商品説明書 
 

ご利用いただける方 スターワン口座をご利用の、国内居住の 20 歳以上の個人のお客さま 

受付チャネル 全支店、テレホンバンク、インターネット 

お申込期間    毎月の第 1 営業日から当月の 終営業日までお申込を受付ます。本預金の設定日は、お申込いただいた月の翌月第
３営業日となります。 

お取扱時間 店頭およびテレホンバンク：  9：00～19：00（但し店舗により営業時間が異なります。）     

                       （ 終営業日は 15：00 まで受付） 

   インターネット：  0：00～24：00（ 終営業日は 19：00 まで受付） 

預入期間 

 

3 年タイプ：  3 年（3 年または 2 年満期） 
本定期預金には、当行の判断により満期日を当初満期日（設定日の 3 年後応当日）から繰上満期日（設定

日の 2 年後応当日）に繰り上げることができる満期日繰上特約が付いています。 
６年タイプ：  6 年（6 年または 4 年満期） 

本定期預金には、当行の判断により満期日を当初満期日（設定日の 6 年後応当日）から繰上満期日（設定
日の 4 年後応当日）に繰り上げることができる満期日繰上特約が付いています。 

１０年タイプ：  10 年（10 年または 6 年満期） 
本定期預金には、当行の判断により満期日を当初満期日（設定日の10年後応当日）から繰上満期日（設定
日の 6 年後応当日）に繰り上げることができる満期日繰上特約が付いています。 

預入方法 設定日に預かり口からの振替とさせていただきます。 
預かり口への預入れはスターワン円普通預金からの振替とさせていただきます。 

預入金額 店頭およびテレホンバンク：200 万円以上 1 円単位 
インターネット：100 万円以上 1 円単位 

適用金利 毎月第 1 営業日に適用金利を発表します。当該適用金利は当初満期日または満期日選択権行使日まで適用します。
適用金利は、設定日から第 1 回金利上昇日（3 年タイプは 1 年後応当日、６年タイプは 2 年後応当日、10 年タイプは３
年後応当日）まで、第 1 回金利上昇日以降満期日選択権行使日まで、満期日選択権行使日以降当初満期日までの三
段階に分かれて決定されます。店頭もしくはテレホンバンクへお問い合わせいただくか、インターネットを参照ください。

利息計算方法 付利単位を 1 円として、1 年を 365 日とした日割計算 

利払方法 1 年毎の利払いのみ 

税金 お利息には、20％（国税 15％・地方税 5％）の税金がかかります。 

スターワン円普通預金口座に預入れされます。（継続の取扱いはありません。） 満期日の取扱 

 満期応当日が銀行休業日の場合、満期日は翌営業日となります。 

満期日繰上特約 満期日選択権行使日の原則 2 営業日前（満期日選択権行使判定日）に、当行がその判断により、満期日選択権を行使
することを決定した場合、3 年タイプは設定日から 2 年後応当日、6 年タイプは設定日から 4 年後応当日、10 年タイプは
設定日から 6 年後応当日、に満期日が繰り上がります。当行が満期日選択権を行使しないことを決定した場合、3 年・６
年・10 年タイプいずれも当初満期日が満期日になります。 
※満期日選択権行使判定日に、預入時と比べて市場金利が低下している場合には、満期日が繰上げ満期日となる可能性が高く、反

対に、市場金利が上昇している場合には、満期日が当初満期日となる可能性が高くなります。 

中途解約 中途解約はできません。 
当行がやむを得ないと認め例外的に満期前解約に応じる場合、すでに支払われている利息を元金から差し引いた金
額をスターワン円普通預金口座に入金します。その後、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までの本定期預金
の再構築額およびそれに伴う諸費用を当行所定の計算により算出し、その算出額を違約金として当行所定の手続を省
き自動的に引き落とします。 
この場合、結果として元本割れを生じる可能性が非常に高くなります。 
＜中途解約の計算＞ 

①当行は預入元本からすでに支払われている利息を差し引いた残額をいったん普通預金口座に入金いたします。 

②中途解約された場合には利息は付されません。 

③お客さまには中途解約に伴う違約金をご負担いただきます。 

したがって、お客さまの中途解約処理日におけるお受取金額は以下のようになります。 

中途解約処理日におけるお受取金額＝預入元本－すでに支払われている利息－違約金 

※中途解約のお手続きにはお時間をいただきますので、ご了承ください。 
【違約金計算例】 
違約金は、解約日から満期日までの残存期間や経済情勢（特に金利市場動向）によって大きく変動します。 
例えば、10 年タイプをお申込され、預入れ直後に解約をすると、約 3％程度の解約費用がかかります。1 年後に残り 9
年を残し解約をする場合、仮に市場金利が現在よりも 1％上昇していれば、金利上昇分として約 9％（1％×9 年）の解約
費用が加わると予想されます。 
よって、違約金が発生する可能性は非常に高く、結果として大きく元本を割り込む可能性が高いといえます。 

預金保険 預金保険の対象です。ただし、一金融機関ごとに預金者様一人あたり元本 1,000 万円までとその利息の合計額が、預
金保険で保護される額となります。 


