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News Release 
2007 年 7 月 31 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、より有利な運用先をお

探しのお客さまのご要望にお応えして、『右肩上がり円定期＜仕組み預金＞』の商品改訂を行いました。8

月 1 日より、『右肩上がり円定期』の 5 年タイプの取扱を開始し、併せてキャッシュプレゼントキャンペーンも

展開します。 

 

【改訂内容】 

その 1 当初 2 年間の年利 1.5％を実現！ 東京スター銀行ならではの高金利を提供。 

最高で 2 回金利が上がるという仕組みで大変好評いただいております、『右肩上がり円定期＜仕組み預金

＞』に、5 年タイプ（4 年満期日繰上特約付 5 年円定期）を追加し、8 月 1 日より新たに取扱を開始します。よ

り高い金利を求められるお客さまのご要望にお応えし、当初 2 年間の年利 1.5％（税引後 1.2％）の金利を実

現しました。（※改訂後の商品詳細は別紙参照） 

 

＜シミュレーション＞  

5 年タイプに 300 万円お預けの場合。当初 2 年間は 1.5％、次の 2 年間は 1.55％、次の 1 年間は 1.6％で設定。 

（4 年で満期となる場合があります。） 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表記金利は、2007 年 8 月 1 日現在。最新の金利は店頭、テレホンバンク、

インターネットでご確認いただけます。 

※適用金利は毎月見直します。預入時に確定した利率は満期日まで適用

されます。 

※受け取り利息については、１年を 365 日とした日割り計算となります。日

数により、実際の受取額とは異なる場合があります。 

※『右肩上がり円定期＜仕組み預金＞』は預金保険の対象商品です。 

 

 

 

その 2 全ての取引チャネルで、100 万円からの預入が可能に。 

『右肩上がり円定期』では、よりお始めいただきやすいよう、お預入れ開始金額の見直しを行いました。これ

までのインターネット経由でのお取引に加え、8 月 1 日からは、店頭、テレホンバンクも含めた全てのお取引

チャネルにおいて、100 万円からのお預入れが可能となりました。（※改訂後の商品詳細は別紙参照） 

 

 
『『右右肩肩上上ががりり円円定定期期＜＜仕仕組組みみ預預金金＞＞』』55 年年タタイイププがが特特別別金金利利でで新新登登場場！！

～～当当初初 22 年年間間のの年年利利 11..55％％※※、、キキャャッッシシュュププレレゼゼンントトキキャャンンペペーーンン（（1100 年年タタイイププ対対象象））もも開開始始～～  
※※55 年年タタイイププ。。税税引引後後のの年年利利はは 11..22％％（（22000077 年年 88 月月 11 日日現現在在））

預入日 1 年後   2 年後 3 年後     4 年後 5 年後 

（税引後 1.2％） 

年利 1.5％
（税引後 1.24％）

年利 1.55％
（税引後 1.28％）

年利 1.6％

300 万円 

5 年満期の場合の利息合計 

184,800 円（税引後） 

4 年満期の場合の利息合計 146,400 円（税引後）

300 万円お預けの場合 
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【キャンペーン情報】 

キャッシュプレゼントキャンペーン開催（『右肩上がり円定期』10 年タイプ）） 

併せて、8 月 1 日よりサマーキャンペーンとして、キャッシュプレゼントキャンペーンを実施します。新規資金

で『右肩上がり円定期』の 10 年タイプ（6 年満期日繰上特約付 10 年円定期）をご成約いただいたお客さまに、

預入元本の 1.0％をキャッシュでプレゼントいたします。 

 

【キャッシュプレゼントキャンペーン概要】 

対象商品 『右肩上がり円定期』10 年タイプ ※3 年、5 年、6 年タイプは対象外 

期間 2007 年 8 月 1 日（水）～10 月 31 日（水）午後 3 時まで  
※インターネットの受付は午後７時まで 

プレゼント内容 預入元本の 1.00％をキャッシュでプレゼントいたします。 

その他条件等 ・1 取引あたりのプレゼント金額は最高 10 万円（預入金額 1,000 万円相当）までとなります。

期間中は何回でもご利用いただけます。 

 ・プレゼント金額は、お取引いただいた翌月末日までに、お客さまのスターワン円普通預金

口座に入金いたします。 

 ・本キャッシュプレゼントとお客さまのその他の一時所得を通算して 50 万円以上となる場合

は、確定申告が必要です。 

  
 

 

■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。 

 
 
 
 

※次ページ以降に、商品やキャンペーン情報等、詳細の資料がございます。ご参照ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



本預金には、当行の判断により、当初満期日を繰上満期日に繰り上げることができる
特約（満期日繰上特約）が付いています。●一般的に繰上判定日の市場金利が、判定日
以降の予定金利より低い場合、満期日が繰り上がる可能性が高くなります。この場合、
当初予定していた金利よりも低い金利での運用となる可能性が高くなります。

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、結果として大きく元本を割り込む可能性が高くなり
ます。また、解約日前に支払われた利息があった場合、解約時には当該利息分も差し引
かれます。※違約金は、解約日から満期日までの残存期間や経済情勢（特に金利市場動向）によって大きく変動します。例えば、2007
年7月18日の市場レートを基準として試算すると、５年タイプをお申し込みされ、設定日直後に中途解約した場合の違約金（再構築額およ
び諸費用）は、元本のおよそ2%程度と見込まれます。設定日から1年後に金利動向等の関連諸事情が設定日時点と同水準と仮定した状況
で中途解約した場合の違約金は、元本のおよそ1.5％程度と見込まれます。設定日から1年後に市場金利が1％上昇し、それ以外の関連諸
事情に変動がないと仮定した状況で中途解約した場合の違約金は、元本のおよそ5％程度と見込まれます。設定日から3年後に市場金利が
1％上昇し、それ以外の関連諸事情に変動がないと仮定した状況で中途解約した場合の違約金は、元本のおよそ2％程度と見込まれます。

●毎月第1営業日には設定日の適用金利を発表します（最新の適用金利は、店頭、お電話、
またはインターネットでご確認ください）。●本預金は、お申し込みいただいた月の翌月の

第3営業日が預金設定日となります。●預入時から預金設定日までは、預かり口として本預金の設定日の利率と同じ利率が適用されます。●預入
時に確定した利率は満期日まで適用されます。●市場環境の急変により、申込期間中であってもお取扱いを中止する場合がございます。●本定期
は、満期日に自動的に普通預金に振り替わります（満期日以降の利息は、普通預金利率により計算します）。●お取引には新型総合口座「スターワ
ン口座」の開設が必要になります（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、キャッシュカードと
お届出印が必要となります。●スターワン口座は預金通帳、預金証書の発行はいたしません。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。●本預金はマル優の対象ではありません。●店頭および当行ホームページに説明書をご用意しております。［2007年8月1日現在］

円定期預金は預金保険の対象です。

■満期日までに1回または2回、金利が上がります。

■1年ごとに利息を受け取れます。

■100万円から始められます。

5年タイプに300万円をお預けの場合

184,800円※
（税引後）

※146,400円（税引後）

5年満期の場合の利息合計

4年満期の場合
の 利 息 合 計

※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。

5年タイプ
4年満期繰上
特約付5年定期

次の
2年間

次の1年間
＊4年で満期となる
  場合があります。

%
年 利（      ）税引後

1.28%1.6
年 利（      ）税引後

1.24%

特別
金利

当初2年間

年 利

（税引後1.20%)

5年もの
新登場!
金利が上がる

円定期

＊表記金利は2007年8月1日現在。最新の金利は店頭、テレホンバンク、インターネットでご確認いただけます。
＊適用金利は毎月見直します。預入時に確定した利率は満期日まで適用されます。



お問い合わせは今すぐ！

口座をお持ち
のお客さまは

0120-82-1189携帯・PHS
からもOK!

0120-81-8689
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
携帯・PHSからは
03-5352-8689

3年・6年タイプもあります。

東京スター銀行の本支店または
テレホンバンク、※インターネット
バンキング※にて「右肩上がり
円定期」をお申し込みください。

スターワン口座開設申込
書類一式をご返送ください。

お電話またはインターネット
にて資料をお取り寄せください。

総合口座「スターワン口座」をご開設のうえ、「右肩上がり円定期」をお申し込みください。 お近くの東京スター銀行の本支店にご来店ください。ご来店
の場合

キャッシュカードをお届けしま
すので、資金をご入金ください。

ご郵送
の場合

口座をお持ちのお客様

まだ口座をお持ちでないお客様

0120-82-1189
www.tokyostarbank.co.jp

右肩上がり円定期に、5年もの新登場！
5年タイプ［4年満期繰上特約付5年定期］
300万円を預けた場合の受取利息

＊上記金利は2007年8月1日現在。適用金利は毎月見直します。預入時に確定した利率は満期日まで適用されます。＊上記の利息額は、1年を365日とする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。表示の受取額は税引後となります。

大好評！

10年タイプがチャンス！うれしいキャッシュプレゼント
［2007年8月1日から10月31日午後3時まで］
＊最終日、インターネットの受付は午後7時まで

＊1取引あたりのプレゼント金額は10万円までとなります。期間中は何回でもお取引い
ただけます。＊プレゼント金額は、お取引いただいた翌月末日までにお客さまのスター
ワン円普通預金口座に入金いたします。＊本キャッシュプレゼントとお客さまのその他の
一時所得を通算して50万円以上となる場合は、確定申告が必要です。

10年タイプ［6年満期繰上特約付10年定期］
300万円を預けた場合の受取利息

期間中に、新規資金※で右肩上がり円定期〈10年タイプ〉を
お始めいただくと、預入元本の1％分のキャッシュをプレ
ゼントいたします。

100万円預けると10,000円プレゼント
300万円預けると30,000円プレゼント
500万円預けると50,000円プレゼント

たとえば

利息
合計：436,800円

仮に6年で満期の場合でも（税引後）
利息
合計：244,800円

10年後が満期の場合（税引後）

3年後1 2 4 5 7 8 9預入日 6年後 10年後

受取利息（税引後）：

毎年38,400円
受取利息（税引後）：

毎年43,200円
受取利息（税引後）：

毎年48,000円

当初3年間

次の3年間
次の4年間

1.6%
年利 1.8%

年利 2.0%
年利

（税引後1.28%）

（税引後1.60%）
（税引後1.44%）

●満期日が6年に繰り上がること
  があります。

利息
合計：184,800円

仮に4年で満期の場合でも（税引後）
利息
合計：146,400円

5年後が満期の場合（税引後）

受取利息（税引後）：

毎年36,000円
受取利息（税引後）：

毎年37,200円
受取利息（税引後）：

年38,400円

2年後 4年後1 3預入日 5年後

1.5%
年利 1.55%

年利 1.6%
年利

（税引後1.24%）

（税引後1.20%）

当初2年間

次の2年間

次の1年間

（                ）税引後
1.28%

●満期日が4年に
  繰り上がること
  があります。

「右肩上がり円定期」は、満期日までに1回または2回、適用金利
が上がります。しかも、東京スター銀行ならではの高金利です。

預入期間中にさらに
金利が上がります。

2

グッド

グッド

グッド

ここが

ここが

ここが3

1

高金利ならではの利息を、おこづかい感覚で定期的にお受け
取りいただけます。

利息は1年ごとに受け取れます。

右肩上がり円定期は、預金保険の対象商品です。しかも、100万
円から始められます。

預金保険の対象です。

※新規資金とは、2007年8月1日以降に当行にお持ちいただく資金を指します。

※別途ご契約いただく必要があります。

1.0%（  　　）税引後
0.80%

当初1年間 年利

1.1%（  　　）税引後
0.88%

次の1年間 年利

1.2%（  　　）税引後
0.96%

次の1年間 年利2年満期繰上
特約付3年定期

3年
タイプ

1.1%（  　　）税引後
0.88%

当初2年間 年利

1.3%（  　　）税引後
1.04%

次の2年間 年利

1.5%（  　　）税引後
1.20%

次の2年間 年利4年満期繰上
特約付6年定期

6年
タイプ

＊表記金利は2007年8月1日現在。最新の
金利は店頭、テレホンバンク、インターネット
でご確認いただけます。
＊適用金利は毎月見直します。預入時に確定
した利率は満期日まで適用されます。

当初2年間

1.5%
年利

（税引後1.20%）

次の1年間

1.6%
年利

（税引後1.28%）

次の2年間

1.55%
年利

（税引後1.24%）

5年タイプ［4年満期繰上特約付5年定期］

当初2年間

1.5%
年利

（税引後1.20%）

次の1年間

1.6%
年利

（税引後1.28%）

次の2年間

1.55%
年利

（税引後1.24%）

5年タイプ［4年満期繰上特約付5年定期］

検 索右肩上がり円定期
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