預前外積201909

この契約締結前交付書面は2019年9月16日現在のものです。

外貨積立サービス

利払い日・方法
（外貨普通預金）

前月分を翌月1日に付利します。

計算方法
（外貨普通預金）

毎日の最終残高について、付利単位を1補助通貨単位（例：米ドル＝0.01ドル）として、1年を365日とした日割・単利計算で付利します。

契約締結前交付書面（兼外貨預金等書面）

（この書面は、法令等の規定に基づく契約締結前交付書面兼外貨預金等書面です。）（この書面は、商品説明書を兼ねております。）

利
息

本サービスのご契約に当たっては、この書面を十分にお読みください。
●このサービスは、お申し込みいただいた条件により、「スターワン円普通預金」から引き落しを行
い、引落金額を当行所定のレートでお客さまに予めご指定いただいた通貨に換算した外貨額を当該通
貨に係る「スターワン外貨普通預金」へ預け入れるサービスです。
●この預金は自動振替型です。お客さまがご指定された振替日に円普通預金口座から自動的にお客さま
ご指定の外貨に振り替えを行い、当該外貨と同一通貨建て外貨普通預金口座に預け入れます。
●本サービスにより預け入れがなされる預金は外貨普通預金であり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い込み円貨額
を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。
●本サービスのお申し込み自体には手数料はかかりません。ただし、本サービスにより振り替えた外貨
を円にするとき（引き出し時）には為替手数料がかかります。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
い込み円貨額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。
●外貨積立サービスの購入レートは振替日の「適用レート」で当該通貨に振り替えます。
●本預金ご契約の最終判断は必ずお客さまご自身で行っていただきますようお願いいたします。
〔商号・住所〕

株式会社東京スター銀行

東京都港区赤坂二丁目3番5号

利息
（外貨普通預金）
税 為替差益等
金 （外貨普通預金）

利子所得は源泉分離課税20.315％（国税15.315％、地方税5％）として課税されます。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。本預金はマル優の対象外です。
為替差益は雑所得として、確定申告による総合課税の対象です。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所
得・退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損
益通算はできません。詳しくはお客さまご自身で公認会計士･税理士にご相談ください。

振替資金の取り扱い

本サービスによる振り替えのために必要な円資金は振替を行う日までにご本人名義のスターワン口座の円普通預金口座にご入金ください。
振替日の当行処理時点で、ご本人名義の円普通預金残高から資金を充当できなかった場合、当該振替日の振り替えは行いません。
また、本サービスによる振替資金の引落としが3回連続で行えなかった場合は、通知なく本サービスに係る契約を解除する場合があります。

適用レート
積立サービスの変更

振替日の当行所定の為替レート（TTMレート）を適用レートとし、適用レートにより円を指定通貨に交換し、外貨普通預金に振り替えます。
振替日、振替金額（円貨額）の変更が可能です。変更はお手続日の翌月の振替分からとなります。ご契約中の本サービスと同一通貨につき新
たに本サービスのお申し込みがなされた場合には、そのお申込内容への変更の申し込みがあったものとして取り扱います。なお、同日中に異な
る受付チャネルより同一通貨の本サービスのお申し込み（変更のお申し込みを含む。）が複数あった場合には、その先後にかかわらず、イン
ターネット、店頭、テレホンバンクの順に優先します。

積立サービスの解約
（振替の停止）

本サービスの解約（振替の停止）は、積立通貨ごとの解約となります。当行所定の書面を提出いただくことにより、お手続き日の翌月の解約とな
ります（お手続き当月分の振替はなされます。）。ただし、外貨の入金先である外貨普通預金口座を解約した場合には本サービスは自動的に解
除されます。なお一度解除したサービスの再開はできません。

付加できる特約事項

ありません。

当行が契約している
指定紛争解決機関

一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室

当行が対象事業者と
なっている認定投資
保護団体
お問い合わせ先

ありません。

〔商品の概要〕
商品名

外貨積立サービス

商品概要

外貨積立サービスとは、あらかじめお申し込みいただいた条件にてスターワン口座の 円普通預金口座から引き落しを行い、引落金額を当行所定
の外国為替相場で、当行所定の通貨のうち本サービスのお申し込み時に指定いただいた通貨に換算した 外貨額を、お申し込みいただいた当該
通貨のスターワン口座の外貨普通預金口座へ預け入れを行うサービスです。
預金保険制度の適用 預金保険の対象外です。
ご利用いただける方

国内在住の原則満20歳以上の個人のお客さま

受付チャネル

店頭、テレホンバンク、インターネット

取扱通貨

米ドル、豪ドル、ユーロ

預け入れ方法

預け入れ金額
預
振り替え単位
け
入 端数処理
れ 預け入れ期間
振替日

あらかじめお申し込みいただいた条件にて、お客さまご本人名義のスターワン口座の円普通預金口座から引き落しを行い、引落金額を当行所定
の外国為替相場で当行所定の通貨のうち本サービスのお申し込み時に指定いただいた通貨に換算した外貨額を、お申し込みいただいた当該通
貨の外貨普通預金口座へ預け入れるものとします。
お客さまは通貨種類ごとに１件までの外貨積立サービスを申し込むことができます。
円普通預金から引き落とした金額を適用レートで除した金額が当該外貨での預け入れ金額となります。
1回の支払い金額が１取引あたり1,000円以上～5,000,000円以下の範囲で設定が可能です。
外貨からの振り替えはできません。
1取引あたり1,000円単位

その他参考となる事項

（電話番号 0570-017109 または03-5252-3772）

店頭または下記までお問い合わせください。
●口座をお持ちでないお客さま0120-82-1189（平日9:00～21:00 土・日・祝日9:00～17:00）
●すでに口座をお持ちのお客さま0120-81-8689(平日8:00～22:00 土･日8:00～19:00)
●当行ホームページ上（http://www.tokyostarbank.co.jp/）に金利情報等、本預金に関する情報を掲載しております。
相場の急変時等、当行が必要と認める場合には事前告知なしに外貨取引を停止させていただくことがあります。

〔外貨預金に関わる手数料および適用相場〕
手数料

① お預け入れ
・円普通預金からのお振り替え
為替手数料がかかります。為替手数料の金額は※1をご参照ください。
・同一通貨の外貨定期預金からのお振り替え
為替手数料はかかりません。
・外貨送金
外貨送金の受け取り手数料は無料です。ただし、経由銀行から手数料請求があった場合は、他行手数料を差し引いた金額で口座へ
入金させていただく場合があります。
② お引き出し
・円普通預金へのお振り替え
為替手数料がかかります。為替手数料の金額は※1をご参照ください。
・同一通貨の外貨定期預金へのお振り替え
為替手数料はかかりません。
・外貨送金
1. 海外の銀行向けのご送金
送金手数料6,000円がかかります。
2. 国内の銀行向けのご送金
送金手数料4,000円がかかります。
* コルレス手数料（支払銀行手数料）を送金依頼人負担とする場合は、別途1,500円を頂きます。また、支払銀行および関係銀行
（経由銀行）によっては、請求される金額が、1,500円を超える場合があります。その場合は、後日超過分を追加で頂きます。

適用相場

①お預け入れ（円普通預金からのお振り替え）
・換算相場は当行が発表するTTSレート(お客さまが円から外貨に換えるレート）から為替手数料を差し引いた為替相場を適用します。
為替手数料の金額は※1をご参照ください。
②お引き出し（円普通預金へのお振り替え）
・為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のＴＴＢレート(お客さまが外貨から円に換えるレート)を適用します。為替手数料の金額は
※1をご参照ください。

外貨額は1補助通貨単位未満を切り捨てます。
本サービスにより入金された資金について、預け入れ期間の定めはありません。
毎月指定された日付に振り替えます。（指定可能な日付に関しては店頭にてご確認ください）

振替不能日

払
い
戻
し

〈「スターワン外貨普通預金」の残高が1,000通貨単位以上の場合〉
(1) 各ステージで累積ポイントが30ポイント以上となった場合、当該ステージにおいてポイントが1になった日からポイントが30ポイント以上に
なった日までの期間の各ステージでの金利により計算した利息を、30ポイント以上になった日の翌日にお支払いします。
(2) 「12」ステージ終了後の「優遇」ステージにおいては、1日から月末日までの期間の優遇金利により計算した利息を翌月1日にお支払い
します。ただし、「優遇」ステージにアップした月に関しては、「優遇」ステージにアップした日から月末日までの優遇金利により計算した
利息を翌月1日にお支払いします。
(3) 預金をお引き出しになった結果、当日最終残高が前日最終残高を下回った場合、当該ステージのポイントが1になった日
（「優遇」ステージの場合は前回利払日）からお引き出し日の前日までの期間の各ステージでの金利により計算した利息を、お引き出し日
の翌日にお支払いします。

土曜日・日曜日・振替日の午前11時が該当通貨の取引停止時間に該当する日、その他マーケット都合による休場日など当行が設定する日を指し
ます。
振替不能日の
振替日が振替不能日の場合は原則として、以下のとおり取り扱います。
取り扱い
・振替不能日の翌日（翌日が振替不能日の場合は、その直後の振替不能日でない日）に振り替えます。
・振替日が存在しない場合は該当日の翌日（翌日が振替不能日の場合はその直後の振替不能日でない日）に振り替えます。
払い戻し方法
随時払い戻します。
（外貨普通預金） 円普通預金および同一通貨の外貨定期預金へのお振り替え、または外貨送金によるお引き出しのいずれかをお選びいただけます。
*外貨現金およびトラベラーズチェックによるお引き出しはできません。また、為替予約の取り扱いはありません。

適用金利
変動金利です。マーケット環境等により見直しをすることがあります。毎日の店頭表示の金利を適用します。金利については店頭またはテレホンバ
（外貨普通預金） ンクにお問い合わせいただくか、当行ホームページをご参照ください。
「スターワン外貨普通預金」の残高が1,000通貨単位以上の場合、金利はお客さまの「ステージ」ごとに決定され、マーケット環境等により適宜変更
されます。
詳しくは店頭またはテレホンバンクにお問い合わせいただくか、当行ホームページをご参照ください。
【ステージの決定方法について】
本預金では、1,000通貨単位以上の残高がある場合に、自動的にポイント計算がなされ、30ポイント累積した翌日にステージが1段階上がります。
(1) ポイントの計算方法
1,000通貨単位以上の残高がある場合に、前日最終残高と当日最終残高を比較し、
① 残高に変化がなければ1ポイント付与します。
利
② 残高が増加していれば、その増加率に応じたポイントを付与します。なお、増加率は「当日残高÷前日残高」（小数点第3位以下切捨）に
息
より計算します。
(2) 「ステージ」
① 累積ポイントが30ポイント以上に達した場合、お客さまのステージが1段階上がります。ステージは「1」から「12」まで、および
「優遇」ステージの13段階があります。
② ステージが上がるごとにポイントはリセットされ、1となります。
③ ステージごとに適用金利が定められています。
④ 「12」ステージ終了後は「優遇」ステージとなり、所定の優遇金利を適用します。
*【ご注意】 残高が減少した場合
預金をお引き出しになった結果、当日最終残高が前日最終残高を下回った場合は、残高が1,000通貨単位を上回っていても、
ステージ「1」、ポイント「1」となります。また、残高減少の結果、残高が1,000通貨単位に満たなくなった場合はポイントは付与しません。

※1 為替手数料
米ドル
ユーロ
オーストラリアドル

店頭・テレホンバンク
1円
1円
1円

（片道）
インターネット
0円(無料)
0.5円
0.5円

・ 上記手数料には消費税等はかかりません。
・ 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、取り引きの都度ご確認ください。

1

2019年9月16日現在

預前外普201808

この契約締結前交付書面は2018年8月21日現在のものです。

2. 利払い日、方法

〈「スターワン外貨普通預金」の残高が1,000通貨単位（南アフリカランドは5,000ランド）以上の場合〉
(1) 各ステージで累積ポイントが30ポイント以上となった場合、当該ステージにおいてポイントが1になった日からポイントが30ポイント以上になっ
た日までの期間の各ステージでの金利により計算した利息を、30ポイント以上になった日の翌日にお支払いします。
(2) 「12」ステージ終了後の「優遇」ステージにおいては、1日から月末日までの期間の優遇金利により計算した利息を翌月1日にお支払いしま
す。ただし、「優遇」ステージにアップした月に関しては、「優遇」ステージにアップした日から月末日までの優遇金利により計算した利息を翌月1
日にお支払いします。
(3) 預金をお引き出しになった結果、当日最終残高が前日最終残高を下回った場合、当該ステージのポイントが1になった日（「優遇」ステージの
場合は前回利払日）からお引き出し日の前日までの期間の各ステージでの金利により計算した利息を、お引き出し日の翌日にお支払いします。

スターワン口座のお取り引きについて
スターワン口座は、外貨普通預金口座も併せて開設される口座です。口座開設にあたり、外貨預金のご利用意向にかかわらず、外貨普通
預金のリスク等をご理解いただく必要があるため、以下のスターワン外貨普通預金契約締結前交付書面を必ずご確認ください。

スターワン外貨普通預金

利
息

契約締結前交付書面（兼外貨預金等書面）

（この書面は、法令等の規定に基づく契約締結前交付書面兼外貨預金等書面です。）（この書面は、商品説明書を兼ねております。）
3. 計算方法

本預金ご契約に当たっては、この書面を十分にお読みください。
● 「スターワン外貨普通預金」とは、外貨預金（外国通貨建ての預金）のうち、期間に定めのない預金

税金

です。
● 各通貨の残高が外貨金額で1,000通貨単位以上（南アフリカランドは外貨金額で5,000通貨単位以上）
となる場合は、残高に応じて自動的にポイント計算し、段階的に上がるステージに応じた金利を適用
します。

付加できる特約事項

●本預金には、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い込み円貨額を下回る（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（預け入れ時）および外貨を円にする際（引き出し時）は為替手数料がかかります。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い込み円貨額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。
● 南アフリカなど新興国は、主要先進国と比較して、経済・政治・社会情勢等で不安定な面があることから、
当該国通貨のお取り引きでは為替相場が大きく変動し、損失を被る可能性があるほか、預金を引き出せ
なくなるなど、先進国通貨に比べて相対的に大きなリスクがありますのでご注意ください。
● 本預金ご契約の最終判断は必ずお客さまご自身で行っていただきますようお願いいたします。
〔商号・住所〕

株式会社東京スター銀行

その他留意事項
当行が契約している指
定紛争解決機関

お問い合わせ先

預金保険

預金保険の対象外です。
店頭、テレホンバンク、インターネット

預け入れ期間

期間の定めはありません。
スターワン口座の円普通預金および預け入れ通貨と同一通貨の外貨定期預金からのお振り替えもしくは外貨送金された資金により預け入れま
す。
*外貨現金およびトラベラーズチェックによるお預け入れはできません。また、為替予約の取り扱いはありません。

4.お取り引き回数
払い戻し方法

1.適用金利

利
息

預金通帳および預金証書は発行しません。お取り引き内容はスターワン口座取引明細書にてご確認ください。
一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
（電話番号 0570-017109 または03-5252-3772）

店頭または下記までお問い合わせください。
・ 口座をお持ちでないお客さま0120-82-1189（平日9:00～21:00 土・日・祝日9:00～17:00）
・ すでに口座をお持ちのお客さま0120-81-8689(平日8:00～22:00 土･日8:00～19:00)
・ 当行ホームページ上（http://www.tokyostarbank.co.jp/）に金利情報等、本預金に関する情報を掲載しております。

手数料

① お預け入れ
・円普通預金からのお振り替え
為替手数料がかかります。為替手数料の金額は※1をご参照ください。
・同一通貨の外貨定期預金からのお振り替え
為替手数料はかかりません。
・外貨送金
外貨送金の受け取り手数料は無料です。ただし、経由銀行から手数料請求があった場合は、他行手数料を差し引いた金額で口座へ入金させ
ていただく場合があります。
② お引き出し
・円普通預金へのお振り替え
為替手数料がかかります。為替手数料の金額は※1をご参照ください。
・同一通貨の外貨定期預金へのお振り替え
為替手数料はかかりません。
・外貨送金
1. 海外の銀行向けのご送金
送金手数料6,000円がかかります。
2. 国内の銀行向けのご送金
送金手数料4,000円がかかります。
* コルレス手数料（支払銀行手数料）を送金依頼人負担とする場合は、別途1,500円を頂きます。また、支払銀行および関係銀行（経由銀行）
によっては、請求される金額が、1,500円を超える場合があります。その場合は、後日超過分を追加で頂きます。

適用相場

①お預け入れ（円普通預金からのお振り替え）
・換算相場は当行が発表するＴＴＳ（お客さまが円から外貨に換えるレート）を適用します。為替手数料の金額は※1をご参照ください。
インターネット専用ＴＴＳレートは、市場相場を参考に当行が取り引きの都度決定します。
・500万円超のお取り引きは、店頭またはテレホンバンクのみの受け付けとなり、換算相場は市場相場を参考にお取り引きの都度、当行が決定
します。
②お引き出し（円普通預金へのお振り替え）
・為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のＴＴＢレート(お客さまが外貨から円に換えるレート)を適用します。為替手数料の金額は※1を
ご参照ください。
インターネット専用ＴＴＢレートは、市場相場を参考に当行がお取り引きの都度決定します。
・5万通貨単位超（南アフリカランドは50万通貨単位超）のお取り引きは、店頭またはテレホンバンクのみの受け付けとなり、換算相場は市場相
場を参考にお取り引きの都度、当行が決定します。

国内居住の原則満20歳以上の個人のお客さま

受付チャネル

預 2.最低預け入れ額
け ・預け入れ単位
入
れ 3.預け入れ通貨

ありません

〔外貨預金に関わる手数料および適用相場〕
外国通貨建ての、期間に定めのない預金です。

1.預け入れ方法

利子所得は源泉分離課税20.315％（国税15.315％、地方税5％）として課税されます。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。本預金はマル優の対象外です。
為替差益は雑所得として、確定申告による総合課税の対象です。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所
得・退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損
益通算はできません。詳しくはお客さまご自身で公認会計士･税理士にご相談ください。

東京都港区赤坂二丁目3番5号

スターワン外貨普通預金

商品概要
ご利用いただける方

毎日の最終残高について、付利単位を1補助通貨単位（例：米ドル＝0.01ドル）として、1年を365日とした日割・単利計算で付利し
ます。

対象事業者となっている ありません。
認定投資者保護団体

〔商品の概要〕
商品名

前月分を翌月1日に付利します。

外貨金額で1補助通貨単位。
米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、南アフリカランド
インターネットを利用しての外貨普通預金の1日のお取り引き回数は、円から外貨、外貨から円の合計で30回までです（外貨定期預金・外貨仕
組み預金のお取り引きは含みません）。
随時払い戻します。
円普通預金および同一通貨の外貨定期預金へのお振り替え、または外貨送金によるお引き出しのいずれかをお選びいただけます。
*外貨現金およびトラベラーズチェックによるお引き出しはできません。また、為替予約の取り扱いはありません。
変動金利です。
マーケット環境等により見直しをすることがあります。
毎日の店頭表示の金利を適用します。金利については店頭またはテレホンバンクにお問い合わせいただくか、当行ホームページをご参照くださ
い。
「スターワン外貨普通預金」の残高が1,000通貨単位（南アフリカランドは5,000ランド）以上の場合、金利はお客さまの「ステージ」ごとに決定さ
れ、マーケット環境等により適宜変更されます。
詳しくは店頭またはテレホンバンクにお問い合わせいただくか、当行ホームページをご参照ください。
【ステージの決定方法について】
本預金では、1,000通貨単位以上（南アフリカランドは5,000通貨単位以上）の残高がある場合に、自動的にポイント計算がなされ、30ポイント累
積した翌日にステージが1段階上がります。
(1) ポイントの計算方法
1,000通貨単位以上（南アフリカランドは5,000通貨単位以上）の残高がある場合に、前日最終残高と当日最終残高を比較し、
① 残高に変化がなければ1ポイント付与します。
② 残高が増加していれば、その増加率に応じたポイントを付与します。
なお、増加率は「当日残高÷前日残高」（小数点第3位以下切捨）により計算します。
(2) 「ステージ」
① 累積ポイントが30ポイント以上に達した場合、お客さまのステージが1段階上がります。ステージは「1」から「12」まで、および「優遇」ステージ
の13段階があります。
② ステージが上がるごとにポイントはリセットされ、1となります。
③ ステージごとに適用金利が定められています。
④ 「12」ステージ終了後は「優遇」ステージとなり、所定の優遇金利を適用します。
*【ご注意】残高が減少した場合
預金をお引き出しになった結果、当日最終残高が前日最終残高を下回った場合は、残高が1,000通貨単位（南アフリカランドは5,000通貨単位）
を上回っていても、ステージ「1」、ポイント「1」となります。また、残高減少の結果、残高が1,000通貨単位（南アフリカランドは5,000通貨単位）に
満たなくなった場合はポイントは付与しません。

※1 為替手数料
米ドル
ユーロ
オーストラリアドル
ニュージーランドドル
南アフリカランド

店頭・テレホンバンク
1円
1円
1円
1円
0.25円

（片道）
インターネット
0円（無料）
0.5円
0.5円
0.5円
0.12円

・ 上記手数料には消費税等はかかりません。

1

・ 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、取り引きの都度ご確認ください。

2018年8月21日現在

