News Release
2015 年 9 月 10 日

梅田支店ファイナンシャル・ラウンジオープン記念

期間限定！年利 0.5％※円定期キャンペーン実施
※

税引き前年利。預入期間：1 年もの

株式会社東京スター銀行（東京都港区、代表執行役頭取 CEO 入江 優、以下「当行」）は、9
月 14 日（月）に開設予定の「梅田支店ファイナンシャル・ラウンジ」オープンを記念して、期間限定
キャンペーンを実施いたします。
約 6 年ぶりの新規出店となる梅田支店ファイナンシャル・ラウンジは、平日・土曜日も午後 5 時
まで営業いたします。プライバシーに配慮した個別の「コーチングブース」を 9 つ設け、円や外貨の
預金商品はもちろん、保険の見直し相談や投資信託などの資産運用についてゆったりとしたスペ
ースでご相談いただけます。個人のお客さま向けローン商品においても、関西地域での取り扱い
が前年対比 2 割増と利用が拡大しているリバースモーゲージを、大阪支店（心斎橋）に次ぎ、梅田
支店でも取り扱いを開始いたします。また、法人のお客さま向け商品としては、中堅・中小企業の
お客さま向け融資を積極的に展開いたします。
なお、今回の梅田支店ファイナンシャル・ラウンジ開設を記念し、関西地域 3 店舗（梅田支店・大
阪支店・神戸支店）の店頭限定で、年利 0.5％の特別金利円定期預金（1 年もの）や、ローン商品
のご契約で 20,000 円のキャッシュプレゼントなど、各種キャンペーンを実施いたします。
■梅田支店ファイナンシャル・ラウンジオープン記念：「特別金利円定期預金」概要■
キャンペーン名

特別金利円定期預金（1 年もの）

キャンペーン期間

2015 年 9 月 14 日（月）～12 月 30 日（水）

金利

年利 0.5％（税引き後 0.398％）

預入期間

1 年もの

最低預入金額

500 万円

お申し込み

対象店舗（梅田支店・大阪支店・神戸支店）店頭限定

対象のお客さま

対象店舗のスターワン口座をお持ちの方

※梅田支店ファイナンシャル・ラウンジのオープン記念キャンペーン詳細については、次頁をご参照ください。
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1

期間限定のチャンス！キャンペーンを多数ご用意!!
キャンペーン期間

2015年 9月 14日（月）～12月 30日（水）

特別金利円定期預金（1年もの）

1年もの/3年もの

キャンペーン

1年もの

2

最低預入金額 500万円

お申し込み 対象店舗店頭限定

もご用意

対象者 対象店舗のスターワン口座を保有の方

特別金利外貨定期預金（1ヵ月もの）
米ドル 1ヵ月もの

12％

豪ドル 1ヵ月もの

年利

1ヵ月

（税引後0.239%＊）

（税引後0.398% ）
＊

預入通貨

お申し込み 対象店舗店頭限定

米ドル、豪ドル

15％

年利

（税引後9.562%＊）
預入期間

% 0.3％
年利

年利
預入期間

最低預入金額
300万円以上の場合

（税引後11.952%＊）

最低預入金額 100万円

対象者 対象店舗のスターワン口座を保有の方

10,000米ドルお預け入れの場合の利息計算例
（税引後）
10,000米ドル × 9.562% × 30/365日 ＝ 約78米ドル

●円からのお預け入れのみで、外貨からのお預け入れはできません。
●本預金は為替変動等による元本割れの可能性があります。

キャンペーン
対象商品
対象者

3

ローン商品ご契約で

20,000円 キャッシュプレゼント

新型リバースモーゲージ
「充実人生」、
「スター不動産担保ローン」
下記期間中に対象店舗店頭（梅田、大阪支店のみ）
でお申し込み、
ご融資を受けられた方

お申し込み期間

2015年9月14日から2015年12月30日まで

ご融資実行期間

2016年3月31日まで

●2016年5月を目処に円普通預金口座へ20,000円をご入金します。●「『充実人生』
ご紹介キャッシュバックプレゼントキャンペーン」
との併用は出来ません。

キャンペーン
対象商品
対象者

4

対象商品ご契約で

ご好評の 今治タオル プレゼント

その他も
キャンペーン実施中！
詳しくは店頭またはお電話で

円預金（定期/仕組み）、外貨預金（普通/定期/仕組み）、
おまとめローン、
投資信託、新型リバースモーゲージ
「充実人生」、
スター不動産担保ローン
対象店舗店頭で上記商品をご契約・お申し込みされた方（お一人さま一回限り）

●今治タオルは先着3,000名様限定となります。終了後は、別のプレゼントとなりますのでご了承ください。●預金商品、
投資信託の場合は、1回1商品につき10万円以上のお取り引き。
ローン商品は梅田、大阪支店のみお取り扱い。
＊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
表示の簡素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。

TB_Umedacp_150910

始める前に、
ぜひ知っておいていただきたい事項
【梅田支店、大阪支店、神戸支店限定 円定期預金（預入期間：1年もの/3年もの）
についてのご注意】
●ご利用いただける方は、梅田支店、大阪支店、神戸支店のスターワン口座を保有される、国内居住の個人のお客さまです。●本預金のお取り扱いは当該店
舗のみとなります。●対象期間は2015年9月14日から2015年12月30日15時までです。●本預金は預金保険の対象です。●金利は市場動向等により変更
する場合があります。
なお、
お預け入れ時に適用された金利は満期まで変わりません。●本預金全部の満期前における解約は当行が承諾した場合にのみでき
るものとします。満期前に解約する場合は、特別金利ではなく預け入れ期間に応じた利率から当行所定の利率（0.02％）
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。●満期日の取り扱いは、
自動
継続方式（元利自動継続、元金自動継続）
および満期受取方式のいずれかのお取り扱いとなります。元利自動継続の場合は、利息を元本に加えて本商品と同
一の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
続の場合は、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。
また、利息はスターワン口座の円普通預金へ入金します。満期受取の場合は、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。●利息のお支払いは、複利計算で満期日に一括してお支払いします。●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。●スターワン円定期預金、
スターワン円普通預金について、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。
【梅田支店、大阪支店、神戸支店限定 外貨定期預金（１ヵ月もの）
についてのご注意】
●ご利用いただける方は、梅田支店、大阪支店、神戸支店のスターワン口座を保有される、国内居住の個人のお客さまです。●本預金のお取り扱いは当該店
舗のみとなります。●対象期間は2015年9月14日から2015年12月30日15時までです。●外貨預金は預金保険の対象外です。●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。本外貨預金を購入する場合1米ドル1豪ドルあたり1円の為替手数料がかかります。●外貨を円にする際（引き出し時）
に為替手数料（例
えば1米ドルあたり1円）がかかります
（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TTBレート＜引き出し時＞を適用します）。
したがっ
て、為替相場の変動がない場合でも、為替手数料（例えば1米ドルあたり1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。●満期日以降は、
自動継続をお選びの場合には満期時点の1ヵ月ものスターワン外貨定期預
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、同一通貨のスターワン外貨普通預金に預け入れされます。●詳しくは店頭、
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。
【新型リバースモーゲージ
「充実人生」2万円キャッシュプレゼントについてのご注意】
●基本条件をクリアする方で、所定期間中に
「梅田支店」
「大阪支店」
でお申し込みかつ融資実行された方が対象です。●2015年9月14日から2015年12月
30日までにお申し込み、2016年3月31日までに融資実行が条件となります。●配偶者への引き継ぎ案件は対象外です
（夫が死亡、妻が引き継ぐ場合など）。
●キャッシュプレゼントはお1人さま1回限りとなります。●対象のお客さまには2016年5月を目処に円普通預金口座へ20,000円をご入金します。●キャッ
シュプレゼント時点で口座解約されている場合は対象外となります。●すでに
「充実人生」
をご利用の方は対象外です。
※「「充実人生」
ご紹介キャッシュバックプレゼントキャンペーン」
との併用は出来ません。
【「スター不動産担保ローン」2万円キャッシュプレゼントについてのご注意】
●基本条件をクリアする方で、所定期間中に
「梅田支店」
「大阪支店」
でお申し込みかつ融資実行された方が対象です。●2015年9月14日から2015年12月
30日までにお申し込み、2016年3月31日までに融資実行が条件となります。●キャッシュプレゼントはお1人さま1回限りとなります。●対象のお客さまには
2016年5月を目処に円普通預金口座へ20,000円をご入金します。●キャッシュプレゼント時点で口座解約されている場合は対象外となります。
【今治タオルプレゼントについてのご注意】
●「梅田支店」
「大阪支店」
「神戸支店」
の店頭限定キャンペーンとなります。●キャンペーン期間中に対象店舗で取り扱っている預金商品のお預け入れ、投資
信託のご購入、
ローン商品のお申し込みが条件となります。●預金商品のお預け入れ、投資信託のご購入金額は、1回1商品につき10万円以上が条件となり
ます。●プレゼントは、期間中、
お1人さま1回限りとなります。●今治タオルは先着3,000名様限定となります。終了後、別のプレゼントとなりますが、
プレゼント
の在庫がなくなり次第終了となります。●プレゼントの賞品は変更になる可能性があります。
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

梅田支店ファイナンシャル・ラウンジ
平日・土曜日

休

業

日

▼

営業時間
店頭・ATM

▼

大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル2F
9：00～17：00

日曜日・祝日・12/31～1/3

※平日15：00以降および土曜日は相談業務のみ。
土曜日が祝日の場合、上記の時間で営業。
※地下街からお越しの方は、地下１Fから１Fへエスカレーターでお上がりのうえ、
１Fの低層階用エレベーターより２Fへお越しください。

くわしくは下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
（携帯・PHSからもご利用いただけます。）

口座をお持ちのお客さまは

口座をお持ちでないお客さまは

平日 8:00～22:00／土・日 8:00～19:00

平日 9:00～21:00／土・日・祝日 9:00～17:00

0120-81-8689 0120-82-1189

一般社団法人金融先物取引業協会
（2015年9月14日）

