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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、2007年12月10日（月）、

「浦和支店ファイナンシャル・ラウンジ」を出店いたします。 

 

東京スター銀行は、2001 年の開業以来、ゆったりとした個別のスペースで気軽にお金の相談ができる店

舗「ファイナンシャル・ラウンジ」の展開を続けてきました。2004 年からは、大阪、名古屋、仙台、福岡へも新

規出店しており、併せて既存支店のリニューアルも積極的に行っています。本年 10 月にリニューアルオープ

ンした吉祥寺支店に続き、このたびオープンする浦和支店ファイナンシャル・ラウンジも、従来の浦和支店か

ら、当行 24 店舗目のファイナンシャル・ラウンジとして生まれ変わるものです。 

 

新しくなった浦和支店では、平日は午後 7 時まで、土曜も午後 5 時まで営業いたします。明るく広い店内

は、気軽にお客さまに足を運んでいただきやすいスペースとなっています。今回のオープンに合わせて、浦

和支店ファイナンシャル・ラウンジ限定で、特別優遇金利特典やプレゼントをご用意しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オープニングセレモニー 

12 月 10 日（月）の浦和支店ファイナンシャル・ラウンジオープン当日には、当行役員が出席するオープニングセレ

モニーを開催いたします。朝早い時間で恐縮ですが、報道関係者のみなさまのお越しをお待ちしております。 

（※詳細については、3 ページ以降をご参照ください。） 

実施日時： 2007 年 12 月 10 日（月）午前 8：30 より、浦和支店ファイナンシャル・ラウンジ店頭にて 

 

浦和支店ファイナンシャル・ラウンジ概要 

オープン日 2007 年 12 月 10 日（月） 

所在地 埼玉県さいたま市浦和区仲町 1-4-12 

ATM（自行カード） 預け入れ / 引き出し ともに 24時間  (1月1日～3日は9:00～17:00) 

営業時間 
月～金 9:00～19:00 ／ 土 10:00～17:00 

（日曜、祝日および年末年始は休業、平日 15:00 以降及び土曜は相談業務のみ）

 

浦和支店ファイナンシャル・ラウンジの特長 

 
浦浦和和支支店店フファァイイナナンンシシャャルル・・ララウウンンジジオオーーププンン  

＜＜22000077 年年 1122 月月 1100 日日（（月月））88：：3300～～  オオーーププニニンンググセセレレモモニニーー開開催催＞＞  

～～オオーーププンンにに合合わわせせ、、特特別別優優遇遇金金利利特特典典ななどどオオーーププンン記記念念ププロロモモーーシショョンンもも展展開開～～ 

コーチング 
 
金融のスペシャリストであるファイナンシャル・コーチが、

通常の銀行業務はもちろん、お客さまのお金に対する不

安を解消するため、一緒に資産運用について考え、長期

にわたるパートナーとしてサポートしていきます。 

コーチング・ブース
 

ダイニングキッチンのようにリラックスしたスペースがコーチン

グを提供する場所となります。金融・経済に関するさまざまな

情報が掲載されたロールスクリーンを備えた東京スター銀行

オリジナルのスタイルです。

セミナーエリア 

 

年金やローン、資産形成についてなど、

さまざまなテーマで無料セミナーを随時

開催します。口座の有無に関わらずどな

たでもご参加いただけます。 

ATM：ゼロバンキング 
 

東京スター銀行のキャッシュカードをお持ちの方なら 24 時間ご利用いただけま

す。また、全国の提携金融機関（都市銀行、信託銀行、地方銀行、信用金庫、

信用組合、労働金庫、JA 等）のキャッシュカードでも引出し手数料が無料で

す。 （※引出し手数料無料の時間帯：平日 8:45～18:00、土曜日 9:00～14:00）
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「浦和支店ファイナンシャル・ラウンジ」オープン記念店頭限定キャンペーン概要 

キャンペーン期間：2007 年 12 月 10 日～2008 年 2 月 29 日午後 3 時まで（浦和支店店頭限定） 

特典1 円定期預金 1 年もの 年利 1％（税引後 0.8％）

対象：100 万円以上の新規円資金でお始めのお客さま 

※新規円預金とは、2007 年 12 月 10 日以降に当行にお持ちいただく円資金を指します。 

 

特典2 円定期預金 3 ヶ月もの 年利 8％（税引後 6.4％）  

対象：100 万円以上の新規資金で外貨定期預金または投資信託と同時にお始めのお客さま 
※新規預金とは、2007 年 12 月 10 日以降に当行にお持ちいただく資金（円、外貨）を指します。また本特典は円定期預金と投資

信託または外貨定期預金の合算で 100 万円相当額以上からとなり、ご利用金額のうち 50％以上を外貨定期預金または投資信

託の購入に充てていただきます。（同時にお申込みいただきます。） 

 

特典3 外貨定期預金 1 ヶ月もの 年利 20％（税引後 16％）

対象：100 万円以上の円資金でお始めのお客さま 

取扱通貨：米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル 
※特典 1 の円定期預金 3 ヶ月ものとの組み合わせの場合は 50 万円以上から適用されます。 

※本預金への預入は円資金からのみとなります。他行から送金された外貨資金ではお始めいただけません。 

 

特典4 当行宛外貨送金で 4,000 円のキャッシュプレゼント

対象：ご本人名義で 1 回 10,000 通貨単位以上を他行から当行宛外貨送金いただいたお客さま 

取扱通貨：米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル 
※特典 3 の年利 20％外貨定期預金 1 ヶ月ものは対象となりません。 

 

 
「浦和支店ファイナンシャル・ラウンジ」オープン記念プロモーション概要 

 

■「スタークリスマス」 

浦和支店の外壁に、オープン日より 12 月25 日までの間、クリスマスデコレーションの装飾をします。ラウンジ内

にクリスマスツリーを飾ってお客さまをお迎えし、華やかさを演出。また、浦和駅周辺でオレンジ色のサンタ帽をか

ぶったスタッフが東京スター銀行オリジナルの「星のカレンダー」を配布する予定です。（12 月 10 日、11 日の 2 日

間） 
尚、12 月 10 日の浦和支店オープン当日には、代表執行役頭取CEO タッド・バッジ他、東京スター銀行の役員

が浦和駅前商店街のみなさまへご挨拶まわりをいたします。

 

■浦和支店限定プレゼントキャンペーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浦和支店のオープン週は毎日先着100名様に、

地元の和菓子をプレゼント。 
 

浦和支店で新規に口座開設のうえ 

100 万円以上のお預入で先着 300 名様に、

■東京スター銀行（http://www.tokyostarbank.co.jp/） 

2001 年 6 月創業。ファイナンシャル・フリーダム（＝お金の心配からの解放）を企業理念に、お客さまが金融に関するあらゆる

問題を気軽に相談することができる店舗（ファイナンシャル・ラウンジ）を展開しています。従来のようなコンサルティングサービ

スとは異なり、一方的に銀行側がご説明するのではなく、目標達成へ向けてお客さまとチームを組み、資産に関する解決を見

出していく手法を取っております。法人部門も、ノンリコースローンや事業の証券化など、新しい金融手法で中堅中小企業の

お客さまを支援しています。 

 

オープン記念として、12 月 10 日（月）から 12 月 15 日

（土）までの間、浦和支店にご来店の方毎日先着 100

名様に、松月堂の紅白「招きうさぎ」（2 個 1 セット）をプ

レゼント。 

※お一人様 1 セット限りとさせていただきます。 

※品物がなくなり次第終了とさせていただきます。 

 

地元の洋菓子店のクーポン券 1,000 円分プレゼント 
 
浦和支店にて口座開設の上100万円以上お預入いただい

た方先着 300 名様に、「シュークルダール」のクーポン券

（1,000 円分）をプレゼントします。 

※お一人様 1 枚限りとさせていただきます。 

※クーポン券がなくなり次第終了とさせていただきます。 

http://www.tokyostarbank.co.jp/
http://www.tokyostarbank.co.jp/


 

＜浦和支店ファイナンシャル・ラウンジ オープニングセレモニー概要＞ 

 

■名称：  東京スター銀行 浦和支店ファイナンシャル・ラウンジ オープニングセレモニー 

■日時：  2007 年 12 月 10 日（月） 午前 8：30～9：00 

■会場：  東京スター銀行 浦和支店ファイナンシャル・ラウンジ 

 （住所：埼玉県さいたま市浦和区仲町 1-4-12） 

■受付：  午前 8：15～（開場予定） 

■出席者： 東京スター銀行 代表執行役頭取 CEO タッド・バッジ 

    代表執行役 CAO 入江 優 

    執行役リテールブランチ＆セールス デイビッド・ストック 

    浦和支店長 会田 充 

 
 

■会場へのアクセス方法：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-+東京スター銀行 浦和支店ファイナンシャル・ラウンジ 

住所：  埼玉県さいたま市浦和区仲町1-4-12 

アクセス： JR京浜東北線 浦和駅西口 旧中山道商店街 

※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。 

※会場内は禁煙となっております。予めご了承ください。 
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＜浦和支店ファイナンシャル・ラウンジ オープン記念特別優遇金利キャンペーン詳細＞ 

※キャンペーン商品のお取引には新型総合口座「スターワン口座」が必要になります。 
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浦和支店ファイナンシャル・ラウンジ限定 

特典1 円定期預金 1 年もの 年利 1％（税引後 0.8％） 

対象：100 万円以上の新規円資金でお始めのお客さま 

 
＊満期日以後は自動継続をお選びの場合には満期時点の円定期 1 年ものの店頭表示金利が適用されます。自動継続をお

選びでない場合は、円普通預金に預入されます。＊2007 年 11 月 15 日現在の店頭表示金利は「1 年定期：0.25％（税引後

0.20％）」「普通預金：0.10％（税引後 0.08％）」となっております。＊ 新の金利は店頭もしくは当行ホームページでご確認くだ

さい。 

 

円定期預金は中途解約できません。当行がやむをえないと認め中途解約に応じる場合は、年利0.002%（税引後0.0016%）の中

途解約金利を適用します。 

 

新規円資金とは 2007 年 12 月 10 日以降に当行にお持ちいただく円資金を指します。 

 

●本定期はマル優はご利用になれません。●円定期預金は預金保険制度の対象です。定期性預金等については、一金融

機関ごと預金者様一人あたり元本 1,000 万円までとその利息等の合計額が預金保険で保護される預金等の額となり、定期性

預金等で 1,000 万円を超える金額はその対象外となります。●預入時に確定した利率は満期日まで適用されます。●本商品

のご利用は、日本国居住者で、原則満 20 歳以上の個人のお客さまを対象とさせていただきます。●お取引には新型総合口

座「スターワン口座」の開設が必要となります(口座開設はご本人名義に限ります)。すでに当行スターワン口座をお持ちのお

客さまは新規円資金のほか、キャッシュカードとお届出印が必要となります。●詳しくは店頭または当行ホームページにご用

意している説明書をご覧ください。 

 

2007 年 11 月 15 日現在 

キャンペーン期間：2007 年 12 月 10 日〜2008 年 2 月 29 日午後 3 時まで 

 

 

 

特典2 円定期預金 3 ヶ月もの 年利 8％（税引後 6.4％）  

 対象：100 万円以上の新規資金で外貨定期預金または投資信託と同時にお始めのお客さま 
 ※上記の金利は当初 3 ヵ月のみの適用となります。 

 

 
お受取利息の計算例  
100 万円をお預入れいただいた場合、3 ヵ月で得られるお利息（税引後）は 
100 万円×6.4%×（3/12 ヵ月）＝「16,000 円」となります。  

 
 

 

 

＊上記はあくまでも目安であり、日数計算の関係などで実際の計算と異なる場合があります。＊満期日以後は自動継続をお

選びの場合には満期時点の円定期 3 ヵ月ものの店頭表示金利が適用されます。自動継続をお選びでない場合は、円普通預

金に預入されます。＊2007 年 11 月 15 日現在の店頭表示金利は「3 ヵ月定期：0.15％（税引後 0.12％）」「普通預金：0.10％（税

引後 0.08％）」となっております。＊ 新の金利は店頭もしくは当行ホームページでご確認ください。 

 

2007 年 11 月 15 日現在 

キャンペーン期間：2007 年 12 月 10 日〜2008 年 2 月 29 日午後 3 時まで 

 

円定期預金は中途解約できません。当行がやむをえないと認め中途解約に応じる場合は、年利0.002%（税引後0.0016%）の中

途解約金利を適用します。 

新規資金とは、2007 年 12 月 10 日以降に当行にお持ちいただく資金（円、外貨）を指します。また本プランは円定期と投資信

託または外貨定期預金の合算で 100 万円相当額以上からとなり、ご利用金額のうち 50％以上を外貨定期預金または投資信

託のご購入に充てていただきます（同時にお申込いただきます）。 
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【ご注意ください】 

●円定期 3 ヵ月ものの組み合わせ対象となるのは、「年利 20%外貨定期預金 1 ヵ月もの」、「外貨送金キャッシュプレゼント」に

て他行から送金された外貨資金を定期にしたもの、スターワン外貨定期預金、スターエリート外貨定期預金、外貨定期預金エ

コのチカラ（仕組み預金）、投資信託（こむぎ畑、公社債投信、MMF を除く株式投信）です。●投資信託との組み合わせをご希

望の場合は手数料込みの金額が対象となります。外貨定期預金との組み合わせの場合、他行から送金された外貨資金は、

作成時の仲値で換算した金額が対象となります。当行で円資金から作る外貨定期預金で、スターワン外貨定期預金と年利

20%外貨定期預金の場合は当行の定める預入時の為替手数料込みの金額が対象になります。●商品の組み合わせによって、

低預入額が変わります。●年利 20%外貨定期預金 1 ヵ月もののお取引金額は、この円定期 3 ヵ月ものと組み合わせの場合

は 50 万円以上、スターエリート外貨定期預金のお取引金額は、10,000 米ドル・10,000 ユーロ・10,000 豪ドル以上、外貨定期預

金エコのチカラ（仕組み預金）のお取引金額は10,000米ドル・10,000豪ドル以上になります。●外貨預金の取引可能時間は平

日の 9:00‐19:00 となります。投資信託の取引可能時間は平日の 9:00‐15：00 となります。●本商品のご利用は、日本国居住

者で、原則満 20 歳以上の個人のお客さまを対象とさせていただきます。●お取引には新型総合口座「スターワン口座」の開

設が必要となります（口座開設はご本人名義に限ります）。すでに当行スターワン口座をお持ちのお客さまは新規資金のほか、

キャッシュカードとお届出印が必要となります。●詳しくは店頭または当行ホームページにご用意している説明書（契約締結前

書面等）をご覧ください}。 

 

【外貨定期預金についてのご注意】 

預入時の対顧客電信売相場（TTS）と、引出時の対顧客電信買相場（ＴＴＢ）には、通常の場合1通貨につき１円の為替手数料

が含まれています［スターエリートとエコのチカラ（仕組み預金）は預入時の為替手数料は無料です。 

 

＊外貨定期預金には為替変動のリスクがあります。満期時の払戻し金額は、外国為替相場の変動により、円換算でお預入

時の資金元本を下回る場合があります。また、為替相場変動が無い場合も為替手数料の差だけお引出し時の円資金元本が、

お預け入れ時の円資金元本を下回る場合もあります。＊外貨定期預金エコのチカラ（仕組み預金）、スターエリート外貨定期

預金、スターワン外貨定期預金のリスクなどの詳細については、12 月 10 日より当行ホームページ、または店頭にてご用意い

たします商品パンフレット及び商品説明書にてご確認いただけます。＊外貨預金は、預金保険の対象ではありません。＊外

貨現金、外貨建て小切手はお取り扱いしておりません。＊詳しくは店頭または当行ホームページにご用意している各商品の

説明書（契約締結前書面等）をご覧ください。 

 

【投資信託についてのご注意】 

＊投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。例：申込手数料〔申し込み代金の 大 3.675%（税込み）〕＋信託報酬

〔総資産額に対し 大年率 1.995％（税込み）〕＋信託財産留保額（換金時の基準価額の 大 0.5%）。詳細は各商品の目論見

書でご確認ください。 

 

＊投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変

動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変

動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が

負担することとなります。＊投資信託は預金保険の対象ではありません。＊当行が取り扱う投資信託は、投資者保護金制度

は適用されません。＊当行は投資信託の販売会社です。＊投資信託の設定・運用は、運用会社が行います。＊投資信託を

ご購入の際は、店頭にご用意している目論見書を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 

 

2007 年 11 月 15 日現在 

東京スター銀行 登録金融機関：関東財務局長（登金）第 579 号  加入協会：日本証券業協会 

 

 

商品について、ぜひ知っておいていただきたい注意事項 
 

【スターワン外貨定期預金について】 

 

●本預金には為替変動のリスクがあります。満期時の受取額は、外国為替相場の変動により、円換算で預入時の資金元本

を下回る場合があります。また預入時の対顧客電信売相場（ＴＴＳ）と、引出時の対顧客電信買相場（ＴＴＢ）には、通常の場合

1 通貨につき１円の為替手数料が含まれています。したがって、為替相場変動が無い場合も換算相場の差だけお引出し時の

円資金元本が、お預け入れ時の円資金元本を下回る場合もあります。●中途解約はできません。 

 

【スターエリート外貨定期預金について】 

 

●本預金には為替変動のリスクがあります。満期時の受取額は、外国為替相場の変動により、円換算で預入時の資金元本

を下回る場合があります。また預入時の為替手数料は無料ですが、引出時の対顧客電信買相場（ＴＴＢ）には、通常の場合 1

通貨につき 1 円の為替手数料が含まれています。したがって、為替相場変動が無い場合も換算相場の差だけお引出し時の

円資金元本が、お預け入れ時の円資金元本を下回る場合もあります。●5 年ものはお預け入れから 1 年、10 年ものは 2 年を 

 

 



 

 

経過した後は、一部解約、中途解約が可能となります。ただし解約をした場合は、お預け入れいただいた期間に当行所定の

解約金利 0.10％（税引前 2007 年 12 月 1 日現在）を適用させていただきます。 

 

【上限金利付コモディティ連動型 外貨定期預金＜仕組み預金＞エコのチカラについて】 

 

●中途解約はできません。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※の発生する可能性が非常に高

く、結果として大きく豪ドル・米ドル元本を割り込む可能性が高くなります。中途解約の必要のない余裕資金でお始めください。

※違約金の見込みについては、説明書（契約締結前書面等）でご確認ください。説明書は店頭またはホームページでもご確

認いただけます。●本預金の金利は預金設定日及び判定日の対象コモディティの価格により決定します。対象コモディティの

価格は、天候、国内外の政治・経済・金融、金利・為替、対象コモディティの取引量等様々な要因によって大きく変動します。

対象コモディティの市場での取引停止など市場の混乱によっても対象コモディティの価格は下落することがあります。過去の

対象コモディティの実績は将来の価格の動向を示すものではありません。また、当初設定したコモディティ指数の算出根拠と

なるコモディティが何らかの理由により存続しない、取引が不可能となる等の特殊事情が発生した場合、本預金への影響を十

分勘案のうえ、当行が選定する異なるコモディティ等をもってこれに代えるものとします。又、この場合当行所定の計算により

判定日についても当初とは異なる可能性があります。●本預金には為替変動のリスクがあります。満期時の受取額は、外国

為替相場の変動により、円換算で預入時の資金元本を下回る場合があります。また預入時の為替手数料は無料ですが、引

出時の対顧客電信買相場（ＴＴＢ）には、通常の場合 1 通貨につき１円の為替手数料が含まれています。したがって、為替相

場変動が無い場合も換算相場の差だけお引出し時の円資金元本が、お預け入れ時の円資金元本を下回る場合もあります。 
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特典3 外貨定期預金 1 ヶ月もの 年利 20％（税引後 16％）

対象：100 万円以上の円資金でお始めのお客さま 

取扱通貨：米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル 

※円定期預金 3 ヵ月ものとの組み合わせの場合は 50 万円以上から 

※上記の金利は当初 1 ヵ月のみの適用となります。 
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お受取利息の計算例（米ドルの場合） 

10,000 米ドルをお預入れいただいた場合、1 ヵ月で得られるお利息（税引後）は 

10,000 米ドル×16%×（1/12 ヵ月）＝「133.33 ドル」となります。 
 

 

＊上記はあくまでも目安であり、日数計算の関係などで実際の計算と異なる場合があります。＊満期日以後は自動継続をお

選びの場合には満期時点の 1 ヵ月外貨定期ものの店頭表示金利が適用されます。自動継続をお選びでない場合は、外貨普

通預金に預入されます。＊2007 年 11 月 15 日現在の米ドルの店頭表示金利は「1 ヵ月定期：3.00％（税引後 2.40％）」「普通預

金：3.00％（税引後 2.40％）」となっております。＊全通貨の 新の金利は、店頭もしくは当行ホームページでご確認ください。 

 

●外貨定期預金には為替変動のリスクがあります。満期時の払戻し金額は、外国為替相場の変動により、円換算でお預入

時の資金元本を下回る場合があります。●預入時の対顧客電信売相場（ＴＴＳ）と、引出時の対顧客電信買相場（ＴＴＢ）には、

通常の場合 1 通貨につき１円の為替手数料が含まれています。したがって、為替相場変動が無い場合も換算相場の差だけ

お引出し時の円資金元本が、お預け入れ時の円資金元本を下回る場合もあります。●左記金利と店頭表示金利は、金利環

境の変化等により今後変更されることがあります。●外貨定期預金は中途解約できません。 

 

本預金への預入は円資金からのみとなります。他行から送金された外貨資金ではお始めいただけません。 

 

●特別優遇金利は初回預入れ期間のみ適用となります。●満期日以後は、自動継続をお選びの場合には、店頭表示金利が

適用されます。自動継続をお選びで無い場合は、同一通貨の外貨普通預金に預入されます。●預入時に確定した利率は満

期日まで適用されます。●円から外貨の場合で、500 万円以上の取引における為替レートは、市場相場を参考に当行が取引

の都度決定するレートを適用します。●外貨現金、外貨建て小切手はお取り扱いしておりません。●外貨預金は、預金保険

の対象ではありません。●外貨預金取引可能時間は、平日 9:00‐19:00 になります（一部店舗を除く）。●本商品のご利用は、

日本国居住者で、原則満 20 歳以上の個人のお客さまを対象とさせていただきます。●お取引には新型総合口座「スターワン

口座」の開設が必要となります（口座開設はご本人名義に限ります）。すでに当行スターワン口座をお持ちのお客さまは円資

金のほか、キャッシュカードとお届出印が必要となります。●詳しくは店頭または当行ホームページにご用意している説明書

（契約締結前書面等）をご覧ください。 
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特典4 当行宛外貨送金で 4,000 円のキャッシュプレゼント

対象：ご本人名義で 1 回 10,000 通貨単位以上を他行から当行宛外貨送金いただいたお客さま 

取扱通貨：米ドル、ユーロ、豪ドル、ニュージーランドドル 

※特典 3 の年利 20％外貨定期預金 1 ヶ月ものは対象となりません。 

 
 

他金融機関から外貨送金により同一通貨建て当行外貨普通預金口座に新たにお預入れいただくと、ご本人名義による一回

あたり 10,000 通貨単位以上のお預入れにつき 4,000 円をプレゼントします。  

 

【ご注意ください】ご送金いただいた外貨のお預入れは、今回のキャンペーン商品の中では、「円定期預金 3 ヵ月もの年利

8％」の、円定期との組み合わせ外貨定期のみ対象とさせていただきます。「年利 20%外貨定期預金 1 ヵ月もの」は、円資金で

のみお始めいただけます。 

 

●1 回あたりの金額が 10,000 通貨単位以上であれば、その都度キャッシュプレゼントの対象になります。複数回を合計して

10,000 通貨単位の場合はキャッシュプレゼントの対象にはなりません。●送金元名義と当行口座の名義が同一の場合に限り

ます。●キャッシュプレゼントの 4,000 円はスターワン円普通預金口座に入金になります。●お取扱通貨は、米ドル、ユーロ、

豪ドル、ニュージーランドドルになります。 
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