直近3年以内 に受け取られた退職金でお預け入れいただけます！

ご家族
も
（2親等
まで ）
ご利用可能!

ご来店時「退職所得の源泉徴収票」
など、
退職日や退職金入金日を確認できる資料をご提示ください。
詳しくは裏面をご覧ください

！
1年間好金利の円定期！

退職金専用 スターワン円定期預金
円定期預金（1年もの）

店頭限定

預金保険対象

年利

0.5%

2016年11月1日現在

（税引後0.398%※）

■ 預入期間：1年

■ 預入金額：1,000万円以上

！
！
さらに上手な運用で少しでもふやしたい方には
『ミックスパック』

退職金専用 ミックスパックプラン1000

［優遇金利］円定期預金
（3ヵ月もの）特別金利

店頭限定

対象商品との組み合わせによって、
円定期預金の金利が7.0%（税引後5.577% ）に！
※

組み合わせ
対象商品＊

預け入れ金額
お申し込み

年利

7.0%

2016年11月1日現在

（税引後5.577%※）

■ 預入期間：3ヵ月 ■ 預入金額：1,000万円以上

組み合わせ対象商品は当行が指定した円定期預金＜仕組み預金＞、外貨定期預金、外貨定期預金＜仕組み預金＞、
投資信託から、お客さまの投資意向にあわせてお選びいただけます。組み合わせ対象商品の詳細は店頭、テレホン
バンク、
ホームページでご覧いただけます。
1,000万円以上（［優遇金利］円定期預金と組み合わせ対象商品のお取り引き金額が合計1,000万円以上。
そのうち
［優遇金利］円定期預金は100万円以上、
かつ組み合わせ対象商品と同額以下）
例［優遇金利］
円定期預金500万円、投資信託500万円
組み合わせ対象商品の金額は各商品の最低お取り引き金額以上となります。
店頭

［優遇金利］円定期預金
（3ヵ月もの）

50%以上

50%以下
特別金利 年利

組み合わせ対象商品

7.0%

（税引後5.577%＊）

金利は当初3ヵ月のみの適用となり、
その後は満期日の
スターワン円定期預金（3ヵ月もの）、
またはスターワン円
普通預金の店頭表示金利を適用します。
［優遇金利］
円定期預金
（3ヵ月もの）
を
100万円お預け入れの場合の利息計算例
（税引後）
100万円×5.577%×91/365日＝ 約13,904円

組み合わせ商品には元本割れのリスクや手数料等のご注意点があります
（例えば外貨特有の為替変動リスク、投資信託の販売手数料
（申込金額の
最大3.78%）
など。詳しくは裏面の「始める前に、
ぜひ知っておいていただきたい注意事項」
をご参照ください）
。お申し込みにあたっては契約締結前交
付書面等を必ずご確認いただき、商品内容を十分ご理解いただいたうえ、
ご自身の判断と責任でお申し込みください。
＊ 組み合わせ対象商品：
【円定期預金＜仕組み預金＞】円活 エンカツ＜仕組み預金＞外国為替レート参照型円定期預金、外国為替レート参
照型 オフセット定期預金＜仕組み預金＞円預入タイプ【外貨定期預金】スターワン外貨定期預金（1年もの）、スターエリート外貨定期預金
【外貨定期預金＜仕組み預金＞】右肩上がり外貨定期 満期日繰上特約付外貨定期預金＜仕組み預金＞、外国為替レート参照型 オフセット
定期預金＜仕組み預金＞外貨預入タイプ、外国為替レート参照型 ジャンプアップ外貨定期預金＜仕組み預金＞【投資信託】店頭・テレホ
ンバンクで現在募集している商品（ただし、MHAM株式インデックスファンド、購入時手数料無料ファンドを除く）
商品の詳しい内容については店頭またはホームページにご用意している商品説明書（契約締結前交付書面等）をご覧ください。

●上記商品は原則中途解約できません。
※税引後金利は税率20.315%（国税15.315%、地方税5%）で計算しています。なお国税のうち0.315%分は復興
特別所得税の導入によるものです。税引後金利は表示の簡略化のため小数点以下第四位切り捨てにて表示し
ておりますので、実際の年利とは異なる場合があります。

RET.161101.TB

退職金運用プランをお取り引きいただいた
お客さまのご家族＊（2親等まで）もご利用可能！

祖父

祖母

退職者ご本人さまのご家族（2親等まで）
をご紹介いただくと、
ご紹
介いただいたご家族の方にもオモテ面記載の優遇商品をご利用可
能です。詳しくは店頭行員までお問い合わせください。
※ご紹介を受けられたご家族
（2親等まで）
の方は

母

父

兄弟
姉妹

二親等とは？

本人または配偶者から数えて二世を隔てた関係にある人の
ことです。一親等にあたるのは本人および配偶者の両親と子供。二親等はもう
一つ家系図を進めたところにいる人達、
つまり祖父母、
兄弟姉妹、
孫です。

祖父

祖母

父

本人

配偶者

子

配偶者

孫

祖父

祖母

母

配偶者
配偶者

「退職金運用プランご家族ご紹介カード」
をご持参の上、
ご来店ください。

祖父

祖母

兄弟
姉妹

一親等

配偶者

二親等

＊ 渋谷区や世田谷区が発行する
「パートナーシップ証明書」や「パートナーシップ宣誓書受領証」
などの公的証明書をご提示いただくことにより、
お取り引きいただく
お客さまの「ご家族」
として、
「 同性パートナー」の方も対象になり、家族優遇をお受けいただけます
（渋谷支店ファイナンシャル・ラウンジ、新宿西口支店ファイナン
シャル・ラウンジ限定）。

始める前に、ぜひ知っておいていただきたい注意事項
【退職金専用 スターワン円定期預金について】●本預金は預金保険の対象です。●本預金のお取り引きは退職者ご本人さまおよびご紹介いただいたご家族さま
（2親
等まで）
に限ります。退職金お受け取り日から3年以内に申し込みされた方が対象となります
（「退職所得の源泉徴収票」
など、退職日や退職金入金日を確認できる資料
のご提示をお願いします）
。●本預金は1,000万円からのお預け入れとなります。●本預金の特別金利は初回預け入れの満期日まで適用されます。●満期日のお取り扱
いは自動継続方式となります
（元利自動継続もしくは元金自動継続）
。 元利自動継続は、
本商品の元本に利息を加えて同一期間のスターワン円定期預金を自動的に継
続作成します。
この時の金利は、満期日のスターワン円定期預金の店頭表示金利を適用します。元金自動継続は、利息はスターワン口座の円普通預金へ入金し、本商
品と同一の元本・期間のスターワン円定期預金を自動的に継続作成します。
この時の金利は、満期日のスターワン円定期預金の店頭表示金利を適用します。＜自動継
続から満期受取への変更について＞満期日の取り扱いを
「自動継続」
から
「満期受取」へ変更することができます。
この変更のお申し込みは、店頭・テレホンバンクでは満
期日の前営業日、
インターネットでは前日までに当行所定の方法によりお受けします。満期受取は元利金をスターワン円普通預金へ入金いたします。入金後は円普通預
金の店頭表示金利が適用されます。●スターワン口座をお持ちでない方は、
ご本人さまが確認できる書類
（運転免許証等）
とご印鑑をお持ちください。すでにスターワン口
座をお持ちの方は、
キャッシュカードとお届け印
［印鑑のお届けがない場合はご本人さまが確認できる書類
（運転免許証等）
］
をお持ちください。
【ミックスパック プラン1000の条件について】●
［優遇金利］
円定期預金金額は、
組み合わせ対象商品と同額以下となります。●組み合わせ対象商品は、
当行が指定
した円定期預金＜仕組み預金＞、外貨定期預金、外貨定期預金＜仕組み預金＞、投資信託です。詳しくは店頭、
テレホンバンク、
ホームページでご確認いただけます。
●組み合わせ対象商品の金額は、各商品の最低お取り引き金額以上となります。●投資信託の場合、購入時手数料もお取り引き金額に含まれます。●組み合わせ
対象商品を中途解約された場合、
［優遇金利］
円定期預金も中途解約となります。●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。
【退職金専用 ミックスパックプラン1000
［優遇金利］
円定期預金について】●本預金は預金保険の対象です。●本預金は100万円からのお預け入れとなります。
●本預金の特別金利は初回預け入れの満期日まで適用されます。●本預金は原則中途解約できません。●満期日前に解約する場合は、預け入れ期間に応じた利率か
ら当行所定の利率を差し引いた利率を適用します。
その結果、預け入れ期間によっては、無利息となることがあります。●本預金は元金自動継続、
および満期受取のお
取り扱いとなります。元金自動継続の場合、
スターワン円定期預金
（3ヵ月もの）
が自動的に継続作成され、満期日のスターワン円定期預金
（3ヵ月もの）
の店頭表示金利
が適用されます。利息はスターワン口座の円普通預金へ入金されます。
なお満期受取の場合、満期日にスターワン円普通預金に預け入れされ、
スターワン円普通預金の
店頭表示金利が適用されます。●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商品説明書をご覧ください。
【外貨預金について】●外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、
お受け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
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通貨単位
あたり1円）
がかかります
（お預け入れおよびお引き出しの際は、
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通貨単位あたり2円）
がかかるため、
お受け取りの外貨の円換算額が当初の外貨預金
作成時の払込円貨額を下回る
（円ベースで元本割れとなる）
リスクがあります。
インターネットでのお取り引きの場合、店頭・テレホンバンクでのお取り引きでかかる為替手
数料の半額となります。●外貨預金は、
預金保険の対象ではありません。
【円定期預金＜仕組み預金＞、外貨定期預金＜仕組み預金＞について】●商品によって、当行の判断により、満期日が繰上げとなるものや、満期金をお客さまにとって
不利な為替レートで外貨
（相対通貨）
に交換のうえお受け取りとなる可能性があるものがあります。●満期金が外貨
（相対通貨）
となった場合は、外貨特有のリスク
（為替
手数料や為替変動に起因する元本割れリスク）
が発生します。●中途解約は原則できません。当行がやむを得ないものと認め満期前解約に応じる場合、元本割れが生
じる可能性があります。●市場の環境等によっては大きく元本割れする可能性もあります。必ず余裕資金でお預け入れください。●満期後は、元金または元利金を特約
条件に従って償還元本と同通貨の普通預金に入金となり、当該通貨の普通預金店頭表示金利が適用されます。●預入通貨が円の場合は預金保険の対象です。
ただ
し、本預金の利息等の一部は預金保険の対象外となります。詳しくは各商品の商品説明書をご確認ください。●預入通貨が円で、元金または元利金の満期時受取
通貨が相対通貨
（外貨）
となった場合、預金保険の対象外となります。●預入通貨が外貨の場合は預金保険の対象外です。適用金利は市場金利により変更されます。
また、市場動向によっては取り扱いを中止する場合もあります。●お申し込みの際には、商品説明書
（契約締結前交付書面等）
を必ずご確認いただき、商品内容を十分
にご理解のうえ、
自己の判断と責任においてお申し込みください。●商品説明書は店頭やインターネットにご用意しております。
【投資信託について】●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、組み入れ有価証券等の値動きにより変動するため、
お受け
取り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、
この他に為替の変動により基準価額が変動するため、
お受け取り金額が投資元本
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
資者保護基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・運用は委託会社が行います。●投資信託は、
ご購入時等に各種手数
料がかかります。例：購入時手数料
［お申し込み金額の最大3.78%
（税込）
］
、信託報酬
［総資産総額に対し最大年率2.16%
（税込）
程度］
、信託財産留保額
（換金時の
基準価額の最大1.0%）
。詳細は各商品の目論見書でご確認ください。●投資信託をご購入の際は、店頭またはインターネット投資信託サービス画面上にご用意してい
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。

株式会社東京スター銀行

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 一般社団法人金融先物取引業協会

詳しくは店頭または下記にお問い合わせください。
（携帯電話からもご利用いただけます。）
口座をお持ちでないお客さま

口座をお持ちのお客さま

0120-82-1189 0120-81-8689
平日 9：00～21：00

土・日・祝 9：00～17：00

平日 8：00～22：00

土・日 8：00～19：00

［2016年11月1日現在］

