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News Release 
2006 年 3 月 30 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 4 月 3 日よ

り、福岡出張所において、外貨預金、投資信託、個人年金保険等の運用商品の取扱を開始いたします。 

 

2005 年 10 月 3 日にオープンした福岡出張所では、個人のお客さまへは預金連動型住宅ローン「スタ

ーワン住宅ローン」、複数のお借り入れを 1つにまとめることができる無担保ローン「BANK BEST」、法人

のお客さまへは、ご融資額が最大で 1,000 万円の無担保融資｢Ｑマネーアルファ｣など、ローン商品に注

力したサービスを提供してきました。このたび、九州エリアのお客さまの強いニーズにお応えして、外貨

預金、投資信託、生命保険（年金・終身）の運用商品の取扱を開始いたします。また、取扱開始にともな

い、口座開設および円定期、一部振込業務の取次を開始します。 

 

今回の販売商品拡大により、発売以降、大変好評いただいている円定期｢右肩上がり円定期｣も、4 月

度募集分より（受付期間：2006 年 3 月 27 日から 2006 年 4 月 21 日まで）店頭にてお申込みいただける

ようになります。 

 

福岡出張所では、住宅ローンの無料個別相談会やテレビ電話によるご相談も承っております。運用

商品の取扱開始に伴い、投資やライフ・プランニングに関するご相談の予約も受付中です。今後も、相

談業務に特化した出張所としてお客さまへのサービスを強化してまいります。 

 

【右肩上がり円定期の主な特長】 

｢右肩上がり円定期｣は預入れより当初 3 年間は年利 1.35%(税引後 1.08%)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 1.45%(税引後 1.16%)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 1.75%(税引後 1.40%)でお預かりいたします。さらに、今回は、募集期間中、預入日

から定期預金設定開始日（設定日）までの間にも、年利 1.35%の利息が付きます。 

 
特長 1 預入れ時点の好金利が満期まで 1 回または 2回上がります。 

定期の満期が 6年、または 10 年に決定される以前に、必ず 1回金利が上がります。10 年お持ちいただくことが

決定した際には、さらにもう 1 回金利が上がります。10 年満期となった場合の年平均利回りは年利 1.54%！6 年

満期となった場合の年平均利回りは年利 1.40%となります。 

※1 年を 365 日とした日割りで計算した場合です。日数により実際の受取額とは異なる場合があります。 

※本商品は最長で10年定期ですが、預入期間中の金利動向によっては当行の判断により6年で終了する可能

性もあります。 

 

特長 2 利息の受取は 3 ヵ月ごと、または 1 年ごとのいずれかを預入れ時点に、お客さまご自身で選択

いただけます。 
3 ヵ月ごとまたは 1年ごとに、利息をお小遣い感覚で受け取ることができます。 

 

特長 3 店頭はもちろん、電話、インターネットでも取引が可能です。 
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。 

 

 

 

 

 
福福岡岡出出張張所所でで運運用用商商品品取取扱扱開開始始にによよるる九九州州エエリリアアのの強強化化  

～～取取扱扱商商品品のの増増加加にに伴伴いい、、支支店店化化もも視視野野にに入入れれたたビビジジネネスス展展開開をを開開始始～～ 
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【シミュレーション】 

 

 

＊ 福岡出張所では現金のお取扱をしていないため、お客さまにはスターワン口座を開設していただき、

開設された口座に振り込みをお願いいたします。郵便局の ATM をご利用いただければ、手数料無

料でお振込みいただけます。 

 

■ 福岡出張所 概要 ■ 

名称 東京スター銀行 本店営業部福岡出張所 

所在地 〒810-0001 福岡市中央区天神 1-9-17 ダヴィンチ福岡天神 12F 

営業時間 平日： 9：00～17：00 （土日祝は休み） 

取扱業務  個人のお客さま向け商品： 
 ｢スターワン住宅ローン｣   
 おまとめローン「BANK BEST」（消費性ローン） 
 円定期預金 
 外貨預金 
 投資信託 
 生命保険（年金・終身） 
 

 個人事業主・中小企業のお客さま向け商品： 
 「Q マネーアルファ」 
 「スピードカード BO」（スモールビジネスローン） 

 

※現金のお取扱はいたしません。 

※上記「BANKBEST」「Q マネーアルファ」「スピードカード BO」の申込に関しては、従来どおり東京スター銀行

各本支店、当行ホームページ、郵送にて受付いたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【条件】当初3年間は年利1.35%、次の3年は年利1.45%、次の4年間は年利1.75%、
　　　　預入れ元本500万円の場合

1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後

年利1.45%
(税引後1.16％）

500万円 年利1.35%
(税引後1.08％）(税引後1.08％）

年利1.75%
(税引後1.40％）

預入日（4/6)

年利1.35%

6年後が満期の場合
受取利息額合計（税引後）

336,000円

受取利息：毎年54,000円
3年間の合計：162,000円

受取利息：毎年58,000円
3年間の合計：174,000円

受取利息：毎年70,000円
4年間の合計：280,000円

10年後が満期の場合

受取利息額合計（税引後）

616,000円

設定日の20日前にお預け
いただいた場合、3,698円
の利息が付与。
*設定日に、利息は円普通
預金に振り替えられ、定期
預金の元本には組み入れ
られません。

設定日
(4/26)



 

3/3 

 
 

「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 

H18.3.27現在 

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（出張所を除く）、テレホンバンク、東京スターダイレクト 

お申込期間（募集期間） 募集時には毎回募集期間を発表いたします。募集の締め切りについては、当行が指定する日を預金の設定日とし
て、各々設定日から起算して原則 3営業日前まで申込みの受付を毎営業日行います。 

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。）     
                       （募集最終日は 15：00 まで受付） 

   東京スターダイレクト：  0：00～24：00（募集最終日は 19：00 まで受付） 

預入期間 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え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 
東京スターダイレクト：100 万円以上 1円単位 

適用金利 募集時には設定日の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繰上げ満期日まで適用します。
適用金利は、預入れ当初から 3年間、4年目以降繰上げ満期日（6年目）まで、繰上げ満期日（6年目）以降
10 年後までの三段階に分かれて決定されます。店頭またはテレホンバンクへお問い合わせください。 

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 3 ヶ月毎または 1年毎の利払い 

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 

 満期応答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、預入日から 6 年後応当日に満期日が繰り上がります。満期日選択権を行
使しないことを当行が決定した場合は、預入日から 10 年後応当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

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 
※違約金は市場環境によってその都度異なります。また、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。 

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。 

特約付定期円預かり口 1.お申込日から設定日までは預かり口として当行所定の金利を適用し、設定日にはその利息のみスターワン
円普通預金口座に振替えられます。 
2.預かり口は、お申込から期日（設定日）までの期間の中途解約はできません。 
 また、中途解約に例外的に応じる場合、上記「中途解約」同様の取扱いになり、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。 

制限事項 1.預金通帳および預金証書は発行いたしません。 
2.お取引内容はスターワン口座取引明細書にてご確認ください。 
3.この預金ではマル優はご利用いただけません。 

その他 募集期間中であっても、市場環境等の急変により募集を中止する場合がございます。この場合には、当行所
定の金利を適用して計算した利息を付利したうえ、預かり金をお返しさせていただきます。 


