外貨普通預金 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。）

この書面には、外貨普通預金取引を行っていただく上でのリスクや注意点が記載
されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご
確認ください。
・外貨普通預金は、外国通貨建ての期間の定めのない預金です。
・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、お受取の外貨
を円換算すると、当初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（預入時）および外貨を円にする際（引出時）は為替手数料（例
えば、１米ドルあたり１円、１ユーロあたり１円５０銭、１豪ドルあたり２円
５０銭、１ニュージーランドドルあたり２円５５銭、１英ポンドあたり４円、
１スイスフランあたり９０銭）がかかります（お預入れおよびお引出しの際は、
手数料分を含んだ為替相場である当行所定のＴＴＳレート（預入時）
、ＴＴＢレー
ト（引出時）をそれぞれ適用します）
。
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（例えば、
１米ドルあたり２円、１ユーロあたり３円、１豪ドルあたり５円、１ニュージー
ランドドルあたり５円１０銭、１英ポンドあたり８円、１スイスフランあたり
１円８０銭）がかかるため、お受取の外貨の円貨換算額が当初外貨預金作成時の
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、お受取の外
貨を円換算すると、当初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。
〔商号・住所〕 株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１－２
〔商品の概要〕
商品名

外貨普通預金

商品概要

外国通貨建ての、期間の定めのない預金です。

預金保険

外貨預金は預金保険の対象外です。

販売対象

法人および個人のお客さま

預入期間

期間の定めはありません。

預入
（１） 預入方法

随時お預入れいただけます。

（２） 最低預入金額

１通貨単位

（３） 預入単位

１補助通貨単位まで預入可能。

（４） 預入通貨

米ドル、ユーロ、英ポンド、スイスフラン、豪ドル、ニュージーランドドル、カ
ナダドル、ノルウェークローネ、スウェーデンクローネ、デンマーククローネ、
香港ドル、シンガポールドル
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ただし、ＡＴＭ、インターネットバンキングでのお預入れは、米ドル、ユーロ、
豪ドルのみのお取扱いとなります。
（居住者の個人のみ）
（５）ＡＴＭ取引に
おける制限等

①１取引あたりの金額制限
１取引あたり５百万円以下とさせていただきます。
②１日あたりの金額制限
円普通預金口座からの振替入金の場合、各通貨ごとに１日あたり１０万米ドル
相当額未満とさせていただきます。

（６）インターネット

通貨ごとに１日・１取引あたり１０万米ドル相当額未満とさせていただきます。

バンキング取引
における制限等
払戻
（１）払戻方法

随時払い戻します。
ただし、ＡＴＭ、インターネットバンキングでの払い戻しは、米ドル、ユーロ、
豪ドルのみのお取扱いとなります。
（居住者の個人のみ）

（２）ＡＴＭ取引に
おける制限等

①１取引あたりの金額制限
１取引あたり５百万円以下とさせていただきます。
②１日あたりの金額制限
円普通預金口座への振替入金の場合、各通貨ごとに１日あたり１０万米ドル相
当額未満とさせていただきます。

（３）インターネット

通貨ごとに１日・１取引あたり１０万米ドル相当額未満とさせていただきます。

バンキング取引
における制限等
利息
（１） 適用利率

変動金利。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 利 率 を 適 用 し ま す 。（ 利 率 は 当 行 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.chibabank.co.jp/kinri/kinri.html）でもご確認いただけます。）

（２） 利払方法

元加日（毎年２月と８月の各第３月曜日）にお支払いいたします。

（３） 計算方法

毎日の最終残高について付利単位を１補助通貨単位とした 1 年を３６５日とする
日割計算。

税金について

・ お利息については、お客さまが内国法人の場合も居住者である個人の場合も平
成２５年１月１日から平成４９年１２月３１日までの２５年間のお受取に際
し、２０.３１５％（所得税および復興特別所得税１５.３１５％、住民税５％）
の税金が源泉徴収され、内国法人のお客さまについては総合課税、居住者であ
る個人のお客さまについては源泉分離課税となります。
・ お利息はマル優の対象外です。
・ 為替差益への課税
（法人のお客さま）総合課税。
（個人のお客さま）為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象
となります。ただし、年収２,０００万円以下の給与所得者の方で、為替差益
を含めた給与所得および退職所得以外の申告すべき所得の合計額が年間２０
万円以下の場合等については､原則として､所得税に関わる申告は不要です。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
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できません。
・ 非居住者の場合は取扱が異なりますのでご注意ください。
・ 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ますようお願
い申し上げます。
手数料および

お預入れ、お引出し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の金額や

適用相場

上限額または計算方法をあらかじめお示しすることはできません。
詳しくは後記「外貨預金のお預入れとお引出しに関わる手数料および適用相場」
をご覧ください。

付加できる特約事項

ございません。

お問い合わせ先

店頭または下記までお問い合わせください。
ちばぎんテレフォンバンキングセンター
（通話料無料）

0120-86-7889

※携帯・ＰＨＳからもご利用いただけます。

フリーダイヤルをご利用いただけない場合

043-300-3270

（通話料はお客さまのご負担となります）
電話による受付時間

9：00～21：00（月～金

ただし銀行の休業日を除く）

当行が契約している指 一般社団法人全国銀行協会
定紛争解決機関

連絡先 全国銀行協会相談室

（金融ＡＤＲ機関）

電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772
※お取引についてのトラブル等は、上記ＡＤＲ機関における苦情処理・紛争解決
の枠組みの利用が可能です。金融ＡＤＲ制度とは、金融分野における裁判外紛
争解決制度のことで、訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする当事
者のため、行政庁が指定・監督する中立・公正な紛争解決機関（金融ＡＤＲ機
関）が関与して、その迅速・簡便・柔軟な解決を図る制度のことです。

対象事業者となってい なし
る認定投資者保護団体
その他参考となる

・ １０万米ドル相当額以上の取引の場合、適用する為替相場は公表相場ではな

事項

く、お取引時点の市場実勢に応じて個別に値決めした相場を適用します。
・ 本預金のお取引は、
「外貨普通預金規定」ならびに「ＡＴＭ外貨預金振替サー
ビス規定」
「ちばぎんマイアクセスご利用規定」に基づいてお取扱いしますの
で、各規定をご確認ください。
・ 本書面の各条項は、金融情勢やその他の状況の変化、またはその他相当の事由
があると認められる場合には、変更する場合があります。

〔外貨預金のお預入れとお引出しに関わる手数料および適用相場〕
お預入れ・お引出し方法

お
預

円の現金でのお預入れ

入

円預金からのお振替

れ
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手数料・金利等
円を外貨にする際（預入時）には、手数料を含んだ為替相場であるＴＴＳレートを適用。
ＴＴＳレートには為替手数料（１米ドルあたり１円、１ユーロあたり１円５０銭、１英ポ
ンドあたり４円、１スイスフランあたり９０銭、１豪ドルあたり２円５０銭、１ニュージ
ーランドドルあたり２円５５銭、１カナダドルあたり１円６０銭、１ノルウェークローネ
あたり３０銭、１スウェーデンクローネあたり４０銭、１デンマーククローネあたり３０
銭、１香港ドルあたり４３銭、１シンガポールドルあたり８３銭）が含まれています。
ただし、ＡＴＭで円貨普通預金から振替で預入する場合には、１米ドルあたり８０銭、１
ユーロあたり１円２０銭、１豪ドルあたり２円となります。また、インターネットバンキ
ングで円貨普通預金から振替で預入する場合には、１米ドルあたり５０銭、１ユーロあた
り７５銭、１豪ドルあたり１円２５銭となります。
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外貨現金でのお預入れ

外貨Ｔ／Ｃでのお預入れ

外貨預金からのお振替

到着した外貨送金での
お預入れ

円の現金でのお引出し
円預金へのお振替

お
引
出
し
外貨現金でのお引出し

外貨Ｔ／Ｃでのお引出し

（スーパー外貨通帳扱いの場合）
（居住者の個人のみ）
１米ドルあたり
１円５０銭（最低手数料１，５００円）
１ユーロあたり
２円５０銭（最低手数料１，５００円）
（スーパー外貨通帳扱い以外の場合）
１米ドルあたり
２円００銭（最低手数料１，５００円）
１ユーロあたり
２円５０銭（最低手数料１，５００円）
（スーパー外貨通帳扱いの場合）
（居住者の個人のみ）
通貨ごとに定める当行所定の利率で計算したメール期間金利（最低手数料１，５００円）
（スーパー外貨通帳扱い以外の場合）
外貨取扱手数料（お預入れになるＴ／Ｃ金額の１／２０％、最低手数料１，５００円）
＋通貨ごとに定める当行所定の利率で計算したメール期間金利
ご本人名義の口座間での同一通貨のお振替については、手数料がかかりません。また、異
なるご名義の口座間での同一通貨のお振替についても、お引出し口座およびご入金口座が
同一取引店である場合に限り、手数料がかかりません。
※ただし、
「個人名義と法人名義（個人事業主を含む）の口座間でのお振替」または「お引
出し口座およびご入金口座のお通帳を店頭窓口に持参されない場合」については、送金
扱いとなり、お預入れの際に、下記「到着した外貨送金でのお預入れ」欄記載の手数料
がかかります（また、送金に際して別途手数料がかかります）
。
（個人のお客さま）
手数料はかかりません。
（法人および個人事業主のお客さま）
外貨取扱手数料（お預入れになる外貨送金金額の１／２０％、最低手数料１，５００円）
外貨を円にする際（引出時）には、手数料を含んだ為替相場であるＴＴＢレートを適用。
ＴＴＢレートには為替手数料（１米ドルあたり１円、１ユーロあたり１円５０銭、１英ポ
ンドあたり４円、１スイスフランあたり９０銭、１豪ドルあたり２円５０銭、１ニュージ
ーランドドルあたり２円５５銭、１カナダドルあたり１円６０銭、１ノルウェークローネ
あたり３０銭、１スウェーデンクローネあたり４０銭、１デンマーククローネあたり３０
銭、１香港ドルあたり４３銭、１シンガポールドルあたり８３銭）が含まれています。
ただし、ＡＴＭで円貨普通預金へ振替する場合には、１米ドルあたり８０銭、１ユーロあ
たり１円２０銭、１豪ドルあたり２円となります。また、インターネットバンキングで円
貨普通預金へ振替する場合には、１米ドルあたり５０銭、１ユーロあたり７５銭、１豪ド
ルあたり１円２５銭となります。
（スーパー外貨通帳扱いの場合）
（居住者の個人のみ）
１米ドルあたり
１円５０銭（最低手数料１，５００円）
１ユーロあたり
２円５０銭（最低手数料１，５００円）
（スーパー外貨通帳扱い以外の場合）
１米ドルあたり
２円００銭（最低手数料１，５００円）
１ユーロあたり
２円５０銭（最低手数料１，５００円）
お取扱いしておりません。

ご本人名義の口座間での同一通貨のお振替については、手数料がかかりません。また、異
なるご名義の口座間での同一通貨のお振替についても、お引出し口座およびご入金口座が
同一取引店である場合に限り、手数料がかかりません。
外貨預金へのお振替
※ただし、
「個人名義と法人名義（個人事業主を含む）の口座間でのお振替」または「お引
出し口座およびご入金口座のお通帳を店頭窓口に持参されない場合」については、送金
扱いとなり、下記「外貨でのご送金にご使用」欄記載の手数料がかかります（また、送
金でのお預入れに際して別途所定の手数料がかかります）。
（スーパー外貨通帳扱いの場合）
（居住者の個人のみ）
①送金手数料（最大４，５００円）がかかります。
②送金手数料（最大２，５００円）がかかります。
※支払銀行手数料を依頼人負担とする場合には、コルレスチャージ（２，５００円）が
外貨でのご送金にご使用
別途かかります。
①海外の銀行へのご送金
（スーパー外貨通帳扱い以外の場合）
②国内の銀行向けのご送金
外貨取扱手数料（ご送金金額の１／２０％、最低手数料１，５００円）
このほかに①、②に応じて別途、送金手数料などがかかります。
※支払銀行手数料を依頼人負担とする場合には、コルレスチャージ（２，５００円）が
別途かかります。
・上記手数料には消費税等はかかりません。
・Ｔ／Ｃとは、トラベラーズチェックのことをさします。
・外貨現金での入出金や外貨Ｔ／Ｃでの入金は、米ドル、ユーロのみのお取扱いとさせていただきます。また、店舗によって
はお取扱いできない場合がありますので、事前にご相談ください。
・米ドルの被仕向送金を英ポンドの外貨預金に入金する場合などのように、ご預金の通貨と異なる外貨との取引にかかる手数
料は、上記のものとは異なります。

（２０１４年７月１４日現在）
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