
 

News Release 
2008 年 5 月 26 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、本日から 8 月 29

日（金）の期間限定で、外貨定期預金 1 ヵ月ものの『王様金利キャンペーン』を実施いたしますのでお知

らせいたします。 

 

2008 年 2 月以降、円高基調が続いていることから、当行でもお客さまから外貨預金に関する多くの

お問い合わせを頂戴し、残高も大幅に増加しました。そこで、さらに少しでも多くのお客さまに外貨預金

を始めていただくきっかけをご提供すべく、優遇金利キャンペーンを実施することとなりました。 

 

【外貨定期預金 1 ヵ月もの 『王様金利キャンペーン』概要】 

 キャンペーン期間：5 月 26 日（月）午前 9 時から 8 月 29 日（金）午後 3 時まで。  

 対象：50 万円以上の円資金からお始めのお客さま。 

 取扱い：店頭またはテレホンバンキング 

 金利： 

 豪ドル・ニュージーランドドル 年利 20％（税引後 16％） 

 ユーロ               年利 15％（税引後 12％） 

 米ドル               年利 10％（税引後 8％） 

 

 
今回の『王様金利キャンペーン』の満期日以降※、お客さまの将来設計やリスク許容度に合わせ、預

入した通貨のまま円に換えることなく、同一通貨の『スターエリート外貨定期預金（5 年・10 年もの）』へ

の預け替えや、豪ドルであれば収益の一部を環境関連事業に寄付する豪ドル建て外貨定期『エコのチ

カラ』（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＞）に預け替えすることで、継続して

長期的な運用を行うことも可能です。 

 
※満期日以降は、自動継続をお選びの場合には、1 ヵ月もの外貨定期預金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には、同一通貨の外貨普通預金に預入されます。 

 

なお、本キャンペーン詳細につきましては、添付資料ご参照ください。 

 

■外貨定期預金には、為替相場の変動により、お受取り金額が円ベースで元本割れとなるリスクがあります。 

 

 
外外貨貨定定期期預預金金 11 ヵヵ月月もものの  好好金金利利キキャャンンペペーーンン            

55 月月 2266 日日かからら 88 月月 2299 日日のの期期間間限限定定発発売売！！      
～～豪豪・・ニニュューージジーーラランンドドドドルル 2200％％（（税税引引後後 1166％％））、、ユユーーロロ 1155％％（（税税引引後後 1122％％））、、米米ドドルル 1100％％（（税税引引後後 88％％））にに！！～～  

http://www.tokyostarbank.co.jp/starone/products/fx/deposit.php
http://www.tokyostarbank.co.jp/starone/products/fx/eco.php
http://www.tokyostarbank.co.jp/starone/products/fx/eco.php


●「豪ドル王」「NZドル王」「米ドル王」「ユーロ王」の金利は当初1ヵ月のみの適用となります。●満期日以後は、自動
継続をお選びの場合には満期時点の１ヵ月もの外貨定期預金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、同一通貨の外貨普通預金に預入されます。●たとえば、10,000米ドルをお預入れの場合、1ヵ月で得ら
れる利息（税引後）は、10,000米ドル×8％×1/12ヵ月＝「約66米ドル」となります。
＊利息は1年を365日とする日割りで計算されますので、日数により実際の受取額と異なる場合があります。＊2008年5月26
日現在の店頭表示金利は「１ヵ月もの定期預金：［米ドル］1.05%（税引後0.84％）、［ユーロ］2.7%（税引後2.16％）、［豪ドル］
3.0%（税引後2.4％）、［ニュージーランドドル］3.8%（税引後3.04％）」、「普通預金（1,000通貨単位以上）： ［米ドル］
0.7%（税引後0.56％）、［ユーロ］2.1%（税引後1.68％）、［豪ドル］2.4%（税引後1.92％）、［ニュージーランドドル］3.0%
（税引後2.4％）」となっております。＊各通貨の最新の金利は、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。●本商品をご利用いただける方は、
スターワン口座を保有される、国内居住の、原則満20歳以上かつ満期時年齢が満85歳未満の個人のお客さまです。
●詳しくは店頭にご用意している説明書（契約締結前交付書面等）をご覧ください。      （2008年5月26日現在）

■外貨定期預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受取りの外貨元利金を円換算
すると、当初の外貨預金作成時の払込み円貨額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。
■円を外貨にする際（預入時）および外貨を円にする際（引出時）に、それぞれ手数料（例えば、１米ドルあたり
1円、1ユーロあたり１円）がかかります（お預入れおよびお引出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当行
所定のＴＴＳレート（預入時）、ＴＴＢレート（引出時）をそれぞれ適用します）。したがって、為替相場の変動がない
場合でも、往復の為替手数料（例えば、1米ドルあたり2円、1ユーロあたり2円）がかかるため、お受取りの外貨
の円換算額が当初の外貨預金作成時の払込み円貨額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。
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2008年5月26日（月）9：00～8月29日（金）15：00
キャンペーン期間

王 様 金 利
キャンペーン

円からのお預入れ限定・今だけのチャンス！

預入金額：50万円以上

お申込み：店頭・テレホンバンク

王様金利キャンペーン_A4表面



王様金利キャンペーン_A4裏面            

お問い合わせは店頭またはお電話で

口座を
お持ちの
お客さま

0120-81-8689口座を
お持ちでない
お客さま

0120-82-1189
携帯・PHSからもご利用いただけます。 携帯・PHSからのご利用は
［平  日 9：00～21：00／土・日・祝日 9：00～17：00］ ［平  日 8：00～22：00／土・日 8：00～19：00］

03-5352-8689

ドル王でふやす、ユーロ王でたくわえる。

外貨預金ならではの好金利が、5月26日（月）～
8月29日（金）の期間限定で王様金利にアップ
グレード！  今がチャンスです。

期間限定、
外貨預金ならではの好金利

外貨での運用を始めやすい50万円からスタート
できます。1ヵ月ものなので、これから外貨を
始める方にぴったりです。

お預入れは、50万円から
はじめられます

通貨は、豪ドル・ニュージーランドドル・米ドル・
ユーロの4種類からえらべます。お好きな通貨
をお選びください。

4つの通貨から
えらべます

満期後も、円に比べ相対的に金利が高い外貨商品
をお選びいただけます。円資産だけを持つことに
よる資産の目減りを防ぎたい方に。

満期後も
外貨のままで運用できます

期間限定

その1 その2

その3 その4

通貨も
えらべる

王 様 金 利 キャンペーン

ご参考

豪ドル・
ニュージーランドル・
米ドル・ユーロの
為替レートの推移
（円／１通貨単位）

（出典：ブルームバーグ） 
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平成 20 年 5 月 26 日から平成 20 年 8 月 29 日のキャンペーン期間中にお申込みいただく
お客さま専用                  （取扱期限：平成 20 年 8 月 29 日）

優遇金利外貨定期預金 契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面） 

（この書面は、法令等の規定に基づく契約締結前交付書面兼外貨預金等書面です。） 

（この書面は商品説明書を兼ねております。） 

本預金ご契約の検討に当たっては、この書面を十分にお読みください。

・ 「スターワン外貨定期預金」は、外貨預金（外国通貨建ての預金）のうち、あら
かじめ預金の期間を定め、原則としてその期間中は払戻しの要求に応じないこと
を条件としている預金です。 

・ 外貨定期預金には、為替相場の変動により、お受取り金額が円ベースで元本割れ
となるリスクがあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・ 外貨定期預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受取
りの外貨元利金を円換算すると、当初の外貨預金作成時の払込み円貨額を下回る
（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。 

・ 円を外貨にする際（預入時）および外貨を円にする際（引出時）に、それぞれ手
数料（例えば、１米ドルあたり１円、１ユーロあたり１円）がかかります（お預
入れおよびお引出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のＴＴＳ
レート（預入時）、ＴＴＢレート（引出時）をそれぞれ適用します）。      
したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料（例えば、１米
ドルあたり２円、１ユーロあたり２円）がかかるため、お受取りの外貨の円換算
額が当初の外貨預金作成時の払込み円貨額を下回る（円ベースで元本割れとなる）
リスクがあります。 

 

〔商号・住所〕 株式会社東京スター銀行 東京都港区赤坂一丁目 6 番 16 号 

〔商品の概要〕 

             

商品名 優遇金利外貨定期預金 
商品概要 外国通貨建ての、期間の定めのある預金です。 
預金保険 外貨定期預金は預金保険の対象外です。 
ご利用いただける方 スターワン口座を保有される国内居住の原則満20歳以上かつ満期時年齢が満85歳未

満の個人のお客さま 
受付チャネル 店頭、テレホンバンク 
お取扱期間 平成 20 年 5 月 26 日（月）から平成 20 年 8 月 29 日（金）午後 3 時まで。 
預入期間 
満期日の取扱 

1 ヵ月 
自動継続方式（元利自動継続、元本のみ自動継続）および満期受取方式のお取扱いと
なります。 
・ 元利自動継続  ：利息を元本に加えて本預金と同一の期間の外貨定期預金を自動

的に継続作成します。その場合、同一期間（1 ヵ月）の外貨定期
預金として満期日の店頭表示金利が適用されます。 

・ 元本のみ自動継続：本預金と同一の元本・期間の外貨定期預金を自動的に継続作成
します。また、利息はあらかじめ指定された同一通貨普通預金
へ入金いたします。その場合、元本は、同一期間（１ヵ月）の
外貨定期預金として満期日の店頭表示金利が適用されます。 

・ 満期受取    ：元利金をあらかじめ指定された同一通貨普通預金に入金いたし
ます。その場合、満期日の外貨普通預金の店頭表示金利が適用
されます。 



 

             

預入れ 
（１） 預入れ方法 
 
（２） 低預入れ額 
（３） 預入れ単位 
（４） 預入れ通貨 

 
スターワン円普通預金口座からのお振替となります。 

※円資金からのお預入れのみとなります。 
50 万円 
1 円単位で預入れが可能 
米ドル・ユーロ・オーストラリアドル・ニュージーランドドル 

払戻し方法 満期日の取扱いにおいて、満期受取を選択されている場合は、満期日に一括して同一
通貨外貨普通預金に払戻しされます。自動継続方式を選択されている場合には、払戻
しを希望される満期日の前営業日までに、満期受取方式へ変更していただく必要があ
ります。 
＊外貨普通預金からのお引出しは、円普通預金へのお振替、トラベラーズチェックで
のお引出し、外貨でのご送金のいずれかをお選びいただけます。外貨現金でのお引出
しはできません。 

利息 
（１） 適用利率 
 
 
 
 
（２） 利払方法 
（３） 計算方法 
（４） 税金 

 
米ドル       ：年利 10.00％ （税引後 8.00％） 
ユーロ              ：年利 15.00％ （税引後 12.00％） 
オーストラリアドル ：年利 20.00％ （税引後 16.00％） 
ニュージーランドドル：年利 20.00％ （税引後 16.00％） 
お預入れ時の金利を満期日まで適用します。 
満期日に一括してお支払いいたします。 
1 補助通貨を付利単利とし、1 年を 365 日とした日割・単利計算となります。 
利子所得は源泉分離課税 20％（国税 15％、地方税 5％）として課税されます。 
お利息はマル優の対象外です。 

手数料および為替相
場 

お預入れ・お引出し方法により手数料が異なるため、手数料等の金額や上限額または
計算方法をあらかじめお示しすることはできません。 
くわしくは後記※「外貨預金のお預入れとお引出しに関わる手数料および適用相場」
をご覧ください。 

受付時間 
（１）定期預金への預入 
（２）定期預金満期時の

お取扱いの変更 

 
店頭・テレホンバンク：平日 9:00～19:00  
店頭・テレホンバンク：平日 9:00～19:00 満期日の前営業日までお受けします。 
詳しくは、店頭またはテレホンバンクにお問い合わせください。 
＊満期日当日は受付できませんのでご注意ください。 

付加できる特約事項 特にございません。 
中途解約について 原則不可 

当行がやむをえないと認め満期日前に解約する場合は、金利は付されません。 
その他参考となる事
項 

・ 為替差益への課税は、雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。
ただし、年収 2,000 万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得・退
職所得以外の所得が年間 20 万円以下の場合は申告不要です。為替差損は、他の
黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。 

・ 為替予約の受付はいたしておりません。 
当行が対象事業者と
なっている認定投資
者保護団体 

ございません。 

〔お問い合わせ先〕 店頭または下記までお問い合わせください。 
・ 口座をお持ちでないお客さま 

0120-82-1189（平日 9:00～21:00 土・日・祝日 9:00～17:00）
・ 既に口座をお持ちのお客さま 

0120-81-8689 (平日 8:00～22:00 土･日 8:00～19:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

※〔外貨預金のお預入れとお引出しに関わる手数料および適用相場〕 

 お預入れ・お引出し方法 手数料・金利等 

円普通預金からのお振替 為替手数料（1 米ドルあたり 1 円、1 ユーロあたり 1 円、1 オーストラリアド
ルあたり 1 円、1 ニュージーランドドルあたり 1円）を含んだ為替相場である
当行所定のＴＴＳレート（お客さまが円から外貨に換えるレート）を適用し
ます。ただし、500 万円以上の取引における換算相場は市場相場を参考に当行
が取引の都度決定する相場を適用します。 

同一通貨の外貨普通預金からの
お振替 

手数料はかかりません。 

外貨Ｔ/Ｃでのお預入れ 手数料はかかりません。 

お
預
入
れ 

到着した外貨送金でのお預入れ 被仕向け送金手数料は無料です。ただし、経由銀行から手数料請求があった
場合は、他行手数料を引かせていただいた金額で口座へ入金させていただく
場合がございます。 

外貨普通預金から円普通預金へ
のお振替 

為替手数料（1 米ドルあたり 1 円、1 ユーロあたり 1 円、1 オーストラリアド
ルあたり 1 円、1 ニュージーランドドルあたり 1円）を含んだ為替相場である
当行所定のＴＴＢレート（お客さまが外貨から円に換えるレート）を適用し
ます。ただし、5 万通貨単位以上の取引における換算相場は市場相場を参考に
当行が取引の都度決定する相場を適用します。 

外貨Ｔ/Ｃでのお引出し Ｔ/Ｃ発行手数料は 1米ドル、1 ユーロ、1オーストラリアドルにつき 1 円 

お
引
出
し 外貨でのご送金にご使用 

① 海外の銀行向けのご送金 
② 国内の銀行向けのご送金 

 
① 送金手数料 6,000 円がかかります。 
② 送金手数料 4,000 円がかかります。 
別途手数料などがかかる場合があります。 

・ 上記手数料には消費税等はかかりません。 
・ Ｔ/Ｃとは、トラベラーズチェックのことを指します。 
・ Ｔ/Ｃのお取扱いについては制限があります。詳しくは店頭･テレホンバンクへお問い合わせください。 
・ 当行の判断で為替手数料を変更する場合がありますので、お取引きの都度ご確認ください。 
 

平成 20.5.26 現在 
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