
 

 

 

 

平成２８年７月１日 

株式会社 中国銀行 

 

「ちゅうぎん外貨預金キャンペーン」の実施について 

 

 当行では、平成２８年７月１日（金）より、外貨預金キャンペーンを実施します。 

 

１．名称 

  「ちゅうぎん外貨預金キャンペーン」 

 

２．取扱期間 

平成２８年７月１日（金）～平成２８年９月３０日（金） 

  

３．キャンペーン内容 

（３）インバン　為替優遇プラン

対象商品
インターネットバンキングで受付した

外貨預金

対象通貨 米ドルのみ

対象となる
お客さま

個人のお客さま

対象預入金額

　　【外貨普通預金】
　　　　   1ドル以上100,000ドル未満
　　【外貨定期預金】
　　　　100ドル以上100,000ドル未満

対象預入期間 当初１か月
　　初回満期到来時

　　継続手続き後６か月
３か月 ６か月 12か月

　　【外貨普通預金】
　　お預入れ期間の定めはございません
　　【外貨定期預金】
　　インターネットバンキングで取扱可能な
　　全期間

<適用金利>
基準金利　　＋　年３．０％
　             （税引後２．３９０％）

<適用金利>
基準金利　＋　年１．５％
              （税引後１．１９５％）

<適用金利>
基準金利　＋　年１．０％
                （税引後０．７９６％）

対象取引 日本円からの預入れに限定

注意事項

・外貨預金から日本円への払戻し時には、当行所
定の規定為替手数料がかかります。

預入時の為替手数料
５０銭　⇒　０円

日本円からの預入れに限定

個人および法人のお客さま

・優遇金利は初回満期日までとなります。

・中途解約された場合、優遇金利は適用されず、当行所定の
中途解約利率を適用します。

・当行の規定為替手数料がかかります。

・自動継続式の取扱いはありません。全て普通式のみの取扱
いとなり、満期時には窓口での手続きが必要となります。

・税引後金利は復興特別所得課税後の２０．３１５％の税率で
計算しています。なお、税引後の利率は目安であり、小数点
第四位は切り捨てて表記しております。

１百万円相当額以上

（１）窓口　１か月

窓口で受付した
オープン外貨定期預金

米ドルのみ

キャンペーン
内容

日本円からの預入れに限定

・優遇金利は初回満期日までとなります。

・中途解約された場合、優遇金利は適用されず、当行所定の中途解約利率を適用します。

・外貨預金から日本円への払戻し時には、当行所定の規定為替手数料がかかります。

・自動継続式の取扱いのみ

・税引後金利は復興特別所得課税後の２０．３１５％の税率で計算しています。なお、税引後
の利率は目安であり、小数点第四位は切り捨てて表記しております。

＜適用金利＞　年１１．０％
　　（税引後８．７６５％）

＜適用金利＞　年０．７％
        （税引後０．５５７％）

（２）窓口　３・６・１２か月

窓口で受付した
オープン外貨定期預金

米ドルのみ

個人のお客さま

2,000ドル以上450,000ドル未満

預入時の為替手数料
１円　⇒　０円

 
 

以   上 

 
 
 



10,000 米ドルをお預入れの場合、
10,000 米ドル×8.765％( 税引後 )×1/12
＝「約 73.04 米ドル」

受取利息の
計算例

10,000 米ドルをお預入れの場合、
10,000 米ドル×0.557％( 税引後 )×6/12
＝「約 27.85 米ドル」

募集期間：平成 28年 7月1日（金）～平成 28年9月30日（金）

対象商品 窓口で受付したオープン外貨定期預金

米ドルのみ

個人および法人のお客さま

1 百万円相当額以上

日本円からのお預入れに限定

か月 　か月

〈当初1か月〉
 適用金利　年 11.0％
　　　　　　　（税引後  年 8.765％）

窓口 1 か月

 適用金利　年 0.7％
　　　　　　　（税引後  年 0.557％）

対象通貨

対象となる
お客さま

対象預入金額

キャンペーン
内　容

対象預入期間

対象取引

注意事項

●優遇金利は初回満期日までとなります。 ●普通式でのお預入れとなりますので、満期
到来時には所定の手続きが必要となります。●中途解約された場合、優遇金利は適用さ
れず、当行所定の中途解約利率を適用します。 ●当行の規定為替手数料がかかります。
●税引後金利は復興特別所得課税後の 20.315%の税率で計算しています。なお、税
引後の利率は目安であり、小数点第四位は切り捨てて表記しております。

（国際・第94号・H28.7.1現在・H28.9.30期限）

ちゅうぎん外貨預金キャンペーンちゅうぎん外貨預金キャンペーン
窓口受付分

当初 1か月優遇キャンペーンにお預入れし、
初回満期到来時の元利金を上限

初回満期到来時
継続手続き後1 6



【ご注意事項】
●外貨預金は預金保険の対象ではありません。
●お預入れ時、払戻し時の円貨換算レートは異なります。
●マル優、特別マル優の適用は受けられません。
●投資した資産の減少を含むリスクは購入されたお客さまが負うことになるため、お取引きによって生じた損益は、お客さまに
　帰属します。
●外貨預金は、為替変動リスクがありますので、為替相場の変動により、円貨換算ベースで投資元本を割込むことがあります。
●外貨定期預金は原則として中途解約はできません。万一、当行がやむを得ないと認めて中途換金に応じる場合は違約金をいた
　だく場合があり、解約元利金から違約金を差引いた金額が、投資元本を割込むことがあります。
●外貨預金の窓口でのお取扱い時間は、米ドルは午前 10時以降、その他の通貨は午前 10時 30分以降で、いずれも午後３時
　までとなります。
●外貨預金について、詳しくは説明書（契約締結前交付書面等）をご覧ください。

※上記手数料は当行の規定手数料です。
　インターネット受付分および晴れの国支店受付分の米ドル預入時為替手数料を無料といたします。
※上記手数料には消費税等はかかりません。
※ニュージーランドドル、人民元については、外貨現金での払戻しはできません。

【外貨預金のお取引きに関する手数料】

《 外貨預金のお預入れと払戻しに関する手数料および適用相場 》

●外貨預金の手数料などは次の「外貨預金のお預入れと払戻しに関する手数料および適用相場」のとおりです。合計額は払戻し
　方法や通貨により手数料などが異なるため、あらかじめお示しすることはできません。手数料などの詳細は契約締結前交付書
　面をご覧ください。

お預入れ・払戻し方法 手数料・金利 など

円の現金でのお預入れ
円預金からのお預入れ

円の現金での払戻し
円預金へのお振替え

外貨現金でのお預入れ
外貨現金での払戻し

ご本人の外貨預金へのお振替え

外貨建てでのご送金に使用
 ①海外の銀行向けのご送金
 ②国内の銀行向けのご送金

為替手数料（たとえば、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人民元あたり４５銭）を含んだ
為替相場である当行所定の TTS レート（電信売相場）を適用

為替手数料（たとえば、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人民元あたり４５銭）を含んだ
為替相場である当行所定の TTBレート（電信買相場）を適用

通貨ごとに定める当行所定の料金で計算した手数料がかかります。
（たとえば、１米ドルあたり２円、１豪ドルあたり１２円（最大値））

ご本人間のお振替えは手数料がかかりません。（同一通貨間に限ります）

外貨受払手数料
（ご送金外貨額×0.05％×お引出し当日の TTS レート、最低手数料 1,500 円）
このほか ①、②などに応じて別途、送金手数料などがかかります。

《 中途解約時の違約金 試算例 》

● 当初預入条件 ● ２か月後に中途解約した場合の条件
解約時の期間預入金額：US$ 500,000.00

預入金利：年利 0.07％
預入期間：1年
支払利息：US$ 350.00　… ❶

10か月の市場金利：年利1.00％
外貨普通預金金利：年利0.02％

◎ 当初２か月間の当行調達利息（支払先はお客さま） … US$ 500,000.00×0.02％×２か月÷12 か月＝US$ 16.66　… ❷
◎ 残存 10 か月の当行調達利息（支払先は市場） … US$ 500,000.00×1.00％×10 か月÷12 か月＝US$ 4,166.66　… ❸
◎ 違約金（中途換金によりお客さまにご負担いただく違約金） … （❷＋❸）－❶＝US$ 3,833.32

詳しくは、お近くの中国銀行の窓口でお気軽にお問い合わせください。

（国際・第94号・H28.7.1現在・H28.9.30期限）



募集期間：平成 28年 7月1日（金）～平成 28年9月30日（金）

対象商品 窓口で受付したオープン外貨定期預金

米ドルのみ

2,000 米ドル以上 450,000 米ドル未満

日本円からのお預入れに限定

窓口 金利上乗せプラン

対象通貨

対象となる
お客さま

対象預入金額

対象預入期間

対象取引

注意事項

●優遇金利は初回満期日までとなります。 ●初回満期日以降は、元利継続方式により自動継
続となり、ご継続時点の当行店頭基準金利が適用されます。 ●中途解約された場合、優遇
金利は適用されず、当行所定の中途解約利率を適用します。 ●外貨預金から日本円への払
戻し時には、当行の規定為替手数料がかかります。●税引後金利は復興特別所得課税後の
20.315%の税率で計算しています。なお、税引後の利率は目安であり、小数点第四位は切
り捨てて表記しております。

（国際・第93号・H28.7.1現在・H28.9.30期限）

ちゅうぎん外貨預金キャンペーンちゅうぎん外貨預金キャンペーン

個人の
お客さま 窓口受付分

　か月6

10,000 米ドルをお預入れの場合、
10,000 米ドル×2.470％( 税引後 )
※×3/12＝「約 61.75 米ドル」
※基準金利が 0.10％の場合

受取利息の
計算例

10,000 米ドルをお預入れの場合、
10,000 米ドル×1.298％( 税引後 )
※×6/12＝「約 64.90 米ドル」
※基準金利が 0.13％の場合

〈金利上乗せ〉
 基準金利　+年 3.0％
　　　　　　　（税引後  年 2.390％）

キャンペーン
内　容

〈金利上乗せ〉
 基準金利　+年 1.5％
　　　　　　　（税引後  年 1.195％）

10,000 米ドルをお預入れの場合、
10,000 米ドル×0.916％( 税引後 )※×12/12
＝「約 91.60 米ドル」
※基準金利が 0.15％の場合

個人のお客さま

〈お預入れ時の為替手数料優遇〉
1円→0円

　か月3 　か月12
〈金利上乗せ〉
 基準金利　+年 1.0％
　　　　　　　（税引後  年 0.796％）

10,000 米ドルをお預入れの場合、
10,000 米ドル×0.916％( 税引後 )
※×12/12＝「約 91.60 米ドル」
※基準金利が 0.15％の場合



【ご注意事項】
●外貨預金は預金保険の対象ではありません。
●お預入れ時、払戻し時の円貨換算レートは異なります。
●マル優、特別マル優の適用は受けられません。
●投資した資産の減少を含むリスクは購入されたお客さまが負うことになるため、お取引きによって生じた損益は、お客さまに
　帰属します。
●外貨預金は、為替変動リスクがありますので、為替相場の変動により、円貨換算ベースで投資元本を割込むことがあります。
●外貨定期預金は原則として中途解約はできません。万一、当行がやむを得ないと認めて中途換金に応じる場合は違約金をいた
　だく場合があり、解約元利金から違約金を差引いた金額が、投資元本を割込むことがあります。
●外貨預金の窓口でのお取扱い時間は、米ドルは午前 10時以降、その他の通貨は午前 10時 30分以降で、いずれも午後３時
　までとなります。
●外貨預金について、詳しくは説明書（契約締結前交付書面等）をご覧ください。

※上記手数料は当行の規定手数料です。
　インターネット受付分および晴れの国支店受付分の米ドル預入時為替手数料を無料といたします。
※上記手数料には消費税等はかかりません。
※ニュージーランドドル、人民元については、外貨現金での払戻しはできません。

【外貨預金のお取引きに関する手数料】

《 外貨預金のお預入れと払戻しに関する手数料および適用相場 》

《 中途解約時の違約金 試算例 》

●外貨預金の手数料などは次の「外貨預金のお預入れと払戻しに関する手数料および適用相場」のとおりです。合計額は払戻し
　方法や通貨により手数料などが異なるため、あらかじめお示しすることはできません。手数料などの詳細は契約締結前交付書
　面をご覧ください。

お預入れ・払戻し方法 手数料・金利 など

円の現金でのお預入れ
円預金からのお預入れ

円の現金での払戻し
円預金へのお振替え

外貨現金でのお預入れ
外貨現金での払戻し

ご本人の外貨預金へのお振替え

外貨建てでのご送金に使用
 ①海外の銀行向けのご送金
 ②国内の銀行向けのご送金

為替手数料（たとえば、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人民元あたり４５銭）を含んだ
為替相場である当行所定の TTS レート（電信売相場）を適用

為替手数料（たとえば、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人民元あたり４５銭）を含んだ
為替相場である当行所定の TTBレート（電信買相場）を適用

通貨ごとに定める当行所定の料金で計算した手数料がかかります。
（たとえば、１米ドルあたり２円、１豪ドルあたり１２円（最大値））

ご本人間のお振替えは手数料がかかりません。（同一通貨間に限ります）

外貨受払手数料
（ご送金外貨額×0.05％×お引出し当日の TTS レート、最低手数料 1,500 円）
このほか ①、②などに応じて別途、送金手数料などがかかります。

● 当初預入条件 ● ２か月後に中途解約した場合の条件
解約時の期間預入金額：US$ 500,000.00

預入金利：年利 0.07％
預入期間：1年
支払利息：US$ 350.00　… ❶

10か月の市場金利：年利1.00％
外貨普通預金金利：年利0.02％

◎ 当初２か月間の当行調達利息（支払先はお客さま） … US$ 500,000.00×0.02％×２か月÷12 か月＝US$ 16.66　… ❷
◎ 残存 10 か月の当行調達利息（支払先は市場） … US$ 500,000.00×1.00％×10 か月÷12 か月＝US$ 4,166.66　… ❸
◎ 違約金（中途換金によりお客さまにご負担いただく違約金） … （❷＋❸）－❶＝US$ 3,833.32

詳しくは、お近くの中国銀行の窓口でお気軽にお問い合わせください。

（国際・第93号・H28.7.1現在・H28.9.30期限）



募集期間：平成 28 年 7 月1日（金）～
　　　　　平成 28 年 9月30日（金）午後1時 59 分まで

対象商品 インターネットバンキングで受付した外貨預金

米ドルのみ

個人のお客さま

お預入れ時の為替手数料を無料

外貨普通預金：1 米ドル以上 100,000 米ドル未満
外貨定期預金：100 米ドル以上 100,000 米ドル未満

外貨普通預金：お預入れ期間の定めはございません
外貨定期預金：インターネットバンキングで取扱い可能な全期間
　　　　　　　（1 か月・2 か月・3 か月・6 か月・12 か月）

日本円からのお預入れに限定

インターネットバンキング　為替優遇プラン

対象通貨

対象となる
お客さま

対象預入金額

キャンペーン
内　容

対象預入期間

対象取引

注意事項 外貨預金から日本円への払戻し時には、当行の規定為替手数料
がかかります。

ちゅうぎん外貨預金キャンペーンちゅうぎん外貨預金キャンペーン
インターネットバンキング受付分

（国際・第92号・H28.7.1現在・H28.9.30期限）



【ご注意事項】
●外貨預金は預金保険の対象ではありません。
●お預入れ時、払戻し時の円貨換算レートは異なります。
●マル優、特別マル優の適用は受けられません。
●投資した資産の減少を含むリスクは購入されたお客さまが負うことになるため、お取引きによって生じた損益は、お客さまに
　帰属します。
●外貨預金は、為替変動リスクがありますので、為替相場の変動により、円貨換算ベースで投資元本を割込むことがあります。
●外貨定期預金は原則として中途解約はできません。万一、当行がやむを得ないと認めて中途換金に応じる場合は違約金をいた
　だく場合があり、解約元利金から違約金を差引いた金額が、投資元本を割込むことがあります。
●外貨預金について、詳しくは説明書（契約締結前交付書面等）をご覧ください。

※上記手数料は当行の規定手数料です。
　インターネット受付分および晴れの国支店受付分の米ドル預入時為替手数料を無料といたします。
※上記手数料には消費税等はかかりません。
※ニュージーランドドル、人民元については、外貨現金での払戻しはできません。

【外貨預金のお取引きに関する手数料】

《 外貨預金のお預入れと払戻しに関する手数料および適用相場 》

《 中途解約時の違約金 試算例 》

●外貨預金の手数料などは次の「外貨預金のお預入れと払戻しに関する手数料および適用相場」のとおりです。合計額は払戻し
　方法や通貨により手数料などが異なるため、あらかじめお示しすることはできません。手数料などの詳細は契約締結前交付書
　面をご覧ください。

お預入れ・払戻し方法 手数料・金利 など

円の現金でのお預入れ
円預金からのお預入れ

円の現金での払戻し
円預金へのお振替え

外貨現金でのお預入れ
外貨現金での払戻し

ご本人の外貨預金へのお振替え

外貨建てでのご送金に使用
 ①海外の銀行向けのご送金
 ②国内の銀行向けのご送金

為替手数料（たとえば、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人民元あたり４５銭）を含んだ
為替相場である当行所定の TTS レート（電信売相場）を適用

為替手数料（たとえば、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人民元あたり４５銭）を含んだ
為替相場である当行所定の TTBレート（電信買相場）を適用

通貨ごとに定める当行所定の料金で計算した手数料がかかります。
（たとえば、１米ドルあたり２円、１豪ドルあたり１２円（最大値））

ご本人間のお振替えは手数料がかかりません。（同一通貨間に限ります）

外貨受払手数料
（ご送金外貨額×0.05％×お引出し当日の TTS レート、最低手数料 1,500 円）
このほか ①、②などに応じて別途、送金手数料などがかかります。

● 当初預入条件 ● ２か月後に中途解約した場合の条件
解約時の期間預入金額：US$ 500,000.00

預入金利：年利 0.07％
預入期間：1年
支払利息：US$ 350.00　… ❶

10か月の市場金利：年利1.00％
外貨普通預金金利：年利0.02％

◎ 当初２か月間の当行調達利息（支払先はお客さま） … US$ 500,000.00×0.02％×２か月÷12 か月＝US$ 16.66　… ❷
◎ 残存 10 か月の当行調達利息（支払先は市場） … US$ 500,000.00×1.00％×10 か月÷12 か月＝US$ 4,166.66　… ❸
◎ 違約金（中途換金によりお客さまにご負担いただく違約金） … （❷＋❸）－❶＝US$ 3,833.32

詳しくは、お近くの中国銀行の窓口またはテレフォンバンキングセンターまでお気軽にお問い合わせください。

（国際・第92号・H28.7.1現在・H28.9.30期限）

ちゅうぎんテレフォンバンキングセンター

または　☎086-801-2080（通話料有料）0120-234-273


