
News Release

2007 年 6月 13 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、本日より、エコ関連商品の指

数に連動する外貨定期預金『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＞）を販

売開始いたします。

東京スター銀行では、CO2 削減につながるとして世界中から注目されているエコ関連商品に着目し、その中で

も将来有望な4つのエコ関連商品の指数を採用した預金商品を開発しました。お客さまにとっては、最低金利を確

保しながら、指数の実績によっては、最高で年利 10％（税引き前）というリターンが期待できる商品の提供が可能

となりました。当行では、企業としての社会的責任（CSR）を果たし、環境問題の解決に貢献する観点から、本預金

残高の 0.1％に相当する額を年に 1回「社団法人日本環境教育フォーラム」（理事長 岡島 成行）に寄付いたしま

す。

【本商品の主な特長】

特長 1 CO2 削減に有望な 4 つの商品を指数として採用。
温暖化対策がクローズアップされる中、注目を集める CO2 削減に貢献する 4 つの商品（とうもろこし、砂糖、ニッケル、ア

ルミニウム）の指数を採用します。

とうもろこし 砂糖 ニッケル アルミニウム
石油の代替エネルギー「バイオエ

タノール」の原料。石油燃料よりも

CO2排出量が少ないとして注目さ

れています。

砂糖の原料となるサトウキビも、と

うもろこしと同様「バイオエタノー

ル」の原料として利用されます。

「燃料電池」に使用されるほか、ハ

イブリッドカー（電気など石油燃料

以外のエネルギーも利用する車）

のバッテリー原料としても利用。

自動車のボディーなどに利用され

ます。車体が軽量化されるので燃

費が向上し、CO2 の排出量を削減

できるとされています。

■金利の計算方法
外貨定期預金『エコのチカラ』は、4 つの商品指数の 3 年後の変動率の平均値で金利が決まります。

【預入時の設定：米ドル建てで預入期間 3 年、上限金利 10.0%、下限金利 1.00% の場合】※金利は税引き前

収収益益のの一一部部をを環環境境関関連連事事業業にに寄寄付付すするる外外貨貨定定期期『『エエココののチチカカララ』』をを新新発発売売

～～CCOO22 削削減減にに有有望望ななエエココ関関連連商商品品指指数数でで運運用用。。最最高高でで外外貨貨年年利利 1100％％ののリリタターーンン～～
※※表表示示金金利利はは 22000077 年年 66 月月 1133 日日時時点点（（税税引引きき前前））



特長 2 収益の一部を、「社団法人日本環境教育フォーラム」に寄付します。

社団法人日本環境教育フォーラムは、環境教育の普及、自然学校の普及、途上国の環境教育支援を柱に、自然学校の

指導者育成、親子自然教室、インドネシア等での環境教育プロジェクトなど、国内外でさまざまな活動を展開する団体で

す。（詳しくは、「社団法人日本環境教育フォーラム http://www.jeef.or.jp」にてご覧いただけます。）

特長 3 最高で年利 10％の 3 年満期外貨定期預金（米ドル・豪ドル）。

米ドル 1.0％、豪ドル 3.0％の最低金利も確保。
3年間の金利は4つの構成指数のパフォーマンスに連動し、最高で米ドル、豪ドル共に年利10％のリターンが期待できま

す。また、採用する 4 つの商品指数の運用実績に関わらず、米ドルは年利 1.0％、豪ドルは年利 3.0％の金利をお支払い

いたします。

※表示金利は、2007 年 6 月 13 日時点の適用金利（税引き前）となります。

※米ドル・豪ドル預入金を円に戻す場合には、為替相場の変動により元本割れが生じるリスク（為替変動リスク）があります。

※本商品は、中途解約できません。万一中途解約をされた場合はお受け取り金額が元本を下回る可能性が非常に高くなりま

す。

特長 4 預入時（円→外貨）の為替手数料は無料です。
預入は 10,000 通貨単位（米ドル、豪ドル）以上から可能です。円貨から外貨へ預入れの場合は、為替手数料が無料にな

ります。

※外貨を円にする場合は当行所定の TTB を適用します。TTB には１通貨単位あたり 1 円の為替手数料が含まれています。

■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。

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


平成 19 年 6月 13 日現在

商品説明書

商品名 第 1 回募集、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

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 歳以上且つ、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 全支店、テレホンバンク

募集期間 2007 年 6 月 13 日 から 2007 年 7 月 26 日まで

取扱通貨 米ドル 豪ドル

預入方法

預り口への預入れは、円もしくは米ドルスターワン普通預金からの

振替とさせていただきます。設定日に預り口から振替させていただ

きます。

預り口への預入れは、円もしくは豪ドルスターワン普通預金からの

振替とさせていただきます。設定日に預り口から振替させていただ

きます。

預入金額 10,000 米ドル以上 1 補助通貨単位（1 セント） 10,000 豪ドル以上 1 補助通貨単位（1 セント）

上限・下限金利
上限金利 年率 10.0％（税引前）
下限金利 年率 1.0％（税引前）

上限金利 年率 10.0％（税引前）
下限金利 年率 3.0％（税引前）

預入期間 3 年

金利の計算方法

適用金利は判定日(※３)まで確定しません。
金利決定の仕組み

本預金はデリバティブを内包した預金です。本預金の条件設定には、組成コストが含まれています。金利は各コモディテ
ィ指数（※１）の変動を反映し、以下の計算により算出されます。(1) 4 つのコモディティ指数（※１）について、それぞれ設定日（※

２）から判定日（※３）までの変動率（※４）を測定します。(2) 各コモディティ指数の変動率を合計した数値を4で割ることにより、各コモディ

ティ指数の変動率の平均（平均変動率）を算出します。更に、平均変動率を 3 で割ることにより年率換算の平均変動率（年率平均変動

率）を算出します。(3) 年率平均変動率が上限金利、年率 10％（税引前）を上回る場合には、上限金利を金利とします。(4) 年率平均変

動率が下限金利、米ドルの場合は年率1％（税引前）、豪ドルの場合は年率3％（税引前）を下回る場合には、 下限金利を金利とします。

(5) 年率平均変動率が下限金利以上、上限金利未満の数値である場合、年率平均変動率を金利とします。したがって、満期日までお預

入いただいた場合、外貨建てでの預金額が元本割れすることはありません。金利の決定につきましては判定日（※３）以降に店頭かコー

ルセンターにご確認ください。

利息計算方法 付利単位を 1 補助通貨単位として、1 年を 365 日とした日割計算。

利払方法 満期日一括払い

コモディティ指数

（※１）

本預金の金利は 4 つのコモディティ指数に連動しており、各コモディティ指数は下記対象コモディティにより決定されます。各コモディティ

指数は、同指数（判定日）の対象コモディティの価格÷設定日の対象コモディティの価格 ｘ100 によって計算されます。

対象コモディティ とうもろこし（シカゴ商品取引所 とうもろこし 期近先物価格）

http://www.cbot.com/cbot/pub/page/0,3181,1213,00.html

砂糖（ニューヨーク商品取引所 砂糖 期近先物価格）

http://www.nybot.com/ →Sugar→Daily Market Report→Sugar 11→Future

アルミニウム（ロンドン金属取引所 アルミニウム・オフィシャル・キャッシュ・セトルメント・プライス）

http://www.lme.co.uk/aluminium.asp

ニッケル（ロンドン金属取引所 ニッケル・オフィシャル・キャッシュ・セトルメント・プライス）

http://www.lme.co.uk/nickel.asp

※上記各コモディティの過去の実績については、店頭またはテレホンバンクへお問い合わせください

コモディティ

に関するリスク

本預金の金利は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変動し、それらは予測不可能です。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態が発生した場合、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。

設定日（※２）

2007 年 7 月 31 日。 ただし、東京、ロンドン、ニューヨークまたはシドニーの銀行休業日の場合は、その翌営業日とします。

設定日のコモディティ価格の決定はシカゴ商品取引所、ニューヨーク商品取引所、ロンドン金属取引所のいずれかが休場の場合は、そ

れら全市場が営業する前取引所営業日とします。

判定日（※３）
2010年7月26日。 ただし、シカゴ商品取引所、ニューヨーク商品取引所、ロンドン金属取引所のいずれかが休場の場合は、それら全取

引所が営業する前取引所営業日とします。

各コモディティ指数が右表のとおり変動したときの
金利計算例（米ドルの場合）

金利は、設定日を指数の基準（１００）として、判定日にど
れだけ変動したかで決定します。指数（例）Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．
の上昇率（下落率）の判定日における増減幅の合計を４
で割った数値を、更に３で割った数値が年率金利（税引
前）となります。 この例の場合は年利３.３３％（税引前）
です。
１％≦ ５５＋３０＋(－１０)＋(－３５) ÷３ ≦１０％

４

100

設定日

Ｂ .130

Ａ .155

Ｃ .90

判定日までの途中は

指数の実績は金利に影響しません。

判定日

Ｄ .65
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変動率（※４） 判定日時点における、各コモディティ指数の設定日からの上昇率または下落率をパーセント（％）表示したものをいいます。

2010 年 8 月 2日を満期日とします。

ただし、東京・ロンドン・ニューヨークまたはシドニーの銀行休業日の場合、その翌営業日を満期日とします。
満期日の取扱い

満期日に預金元本および利息（税引後）が元本と同一通貨のスターワン普通預金口座に預入れされます。

自動継続の取扱いはありません。

為替リスク 満期日の払戻し金額は、外国為替相場の変動により、円換算でお預入れ時の資金元本を下回る場合があります。

換算相場

預入時の換算相場は当行が発表する TTS（電信売相場）から１米ドルにつき１円、もしくは１豪ドルにつき１円を差し引いた為替相場を適

用します。

引出時の換算相場は当行が発表する TTB を適用します。

※ただし、円から外貨にする場合で 500 万円以上の取引、外貨を円にする場合で 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。

為替手数料

預入時の為替手数料は無料です。

引出時の換算相場である TTB には、通常の場合１米ドルにつき１円、もしくは 1豪ドルにつき１円の為替手数料が含まれ
ています。したがって、為替相場の変動がない場合で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。
※ただし、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、お取引の都度ご確認ください。お預入れ外貨での送金による引出

し、また、トラベラーズチェック発行による引出しには所定の手数料がかかります。くわしくは店頭、またはテレホンバンクにお問い合わせ

ください。

中途解約の取扱

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中途解約に応じる場合、利息は付されません。また、中途解約に伴い発生するコストとして当行所

定の計算により算出した金額を、違約金としてご負担いただきます。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。
使う予定のない余裕資金での運用をご検討ください。

【中途解約時のお受取金額について】

① 中途解約に応じる場合、当行は預入元本を元本と同一通貨のスターワン普通預金口座に入金いたします。

② 同時に、預金元本が入金された口座から中途解約に伴う違約金を自動的に引き落とします。この際、お客さまに払戻請求書をご提

出頂くことはありません。

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 － 違約金
※なお、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。

違約金の計算方法

について

違約金は、本預金に内包されるデリバティブ取引の解約精算金により発生するものであり、解約日から満期日までの残
存期間や経済情勢（特に対象コモディティの市況及び金利市場動向）によって大きく変動します。

中途解約にともない発生する、本預金に内包されたデリバティブ取引の解約精算金として、中途解約日から満期日までの本預金の再構

築額、およびこれにともな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ます。再構築額および諸費用の算出にあた

っては、算出時点での対象コモディティの現状及び先物価格の下落、さらに金利の上昇などが違約金を高める要素となります。

ご参考と致しまして、2007 年 6 月 4日時点の経済情勢において、

（１）設定直後に中途解約すると、再構築額および諸費用として、元本の 3.00～8.00％（米ドル商品/豪ドル商品）の違約金が発生すること

が見込まれます。

（２） 設定日から 1年後に中途解約した場合、対象コモディティの市況、金利動向等の関連諸事情が預入時点と同水準と仮定した場合の

違約金は、元本のおよそ 3.10％（米ドル商品）・1.80％（豪ドル商品）程度と見込まれます。

（３） 設定日から1年後の4つのコモディティ価格の全てが10％下落し、それ以外の関連諸事情に変動が無いと仮定した場合は、元本の

およそ 5.10％（米ドル商品）・3.20％（豪ドル商品）程度の違約金が発生することが見込まれます。

（４）設定日から 1 年後の市場金利が 1％上昇し、それ以外の関連諸事情に変動が無いと仮定した場合は、元本のおよそ 4.90％（米ドル

商品）・3.70％（豪ドル商品）程度の違約金が発生することが見込まれます。

違約金の変化に関しては、時間の経過、対象コモディティ及び当該金利等の市場実勢によって大幅に異なる可能性があ
ることを予めご留意下さい。
なお、コモディティ価格及び市場金利以外のその他の関連諸事情が大きく変動した場合等で、違約金が上記以上の水準になる可能性も

あります。また、コモディティ価格が上記（３）よりも下落した場合、市場金利が上記（４）よりも上昇した場合には、違約金が上記以上とな

る可能性が高くなりますのでご留意下さい。

エコのチカラ

預り口

1.お預入日から設定日前日までは預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元本と同一通貨のスターワン普通

預金口座に振替えられます。

2.預り口としてお預りする期間も中途解約はできません。中途解約に例外的に応じる場合、上記「中途解約の取扱」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。

為替予約 為替予約の受付はいたしておりません。

マル優 適用外です。

預金保険 対象外です。

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

課税区分

お利息部分：分離課税 20％（国税 15％・地方税 5％）

為替差益 ：総合課税（雑所得として確定申告が必要。ただし、年収 2,000 万円以下の給与所得者の方で給与所得・退職所得以外の

所得が為替差益を含めて年間 20 万円未満の場合は不要）為替差損：雑所得から控除できます。
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その他
募集中であっても、市場環境等の急変によりお取扱いを中止する場合がございます。この場合、すでにお申込をされた預り金については

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、預り金をお返しさせていただきます。

本預金の預金残高に応じて当行は環境団体に一定割合の寄付を行います。尚、本預金と下記団体とは何ら関連はございません。また事情により下記

団体への寄付ができなくなった場合には、当行が選定する他の団体に寄付を行うこととします。

寄付金額
本預金の残高の年率 0.1％に相当する額を当行が寄付いたします。

※お客さまのご負担はございません。

寄付団体
名称 ：社団法人日本環境教育フォーラム

URL ：http://www.jeef.or.jp
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