円普通預金からでも、外貨普通預金からでも、1万米ドル・1万豪ドル以上のお預け入れで

1ヶ月もの

1.50％

年

（税引後

年1.195%）

6ヶ月もの

1.50％

年

（税引後

年1.195%）

3ヶ月もの

1.50％

年

（税引後

年1.195%）

1ヶ月もの

0.50％

年

（税引後

1年もの

1.80％

年

（税引後

年1.434%）

〜1年ものにお預け入れの場合〜

年0.398%）

3ヶ月もの

0.50％

年

（税引後

6ヶ月もの

0.75％

年

（税引後

年0.597%）

年0.398%）

1年もの

0.75％

年

（税引後

年0.597%）

〜1年ものにお預け入れの場合〜

5万米ドル×1.434％（税引後）
＝717米ドル（円貨換算後：77,436円）

5万豪ドル×0.597％（税引後）
＝298.5豪ドル（円貨換算後：21,790円）
2019年11月1日現在の適用金利

●実際には1年を365日とする日割計算をするため、
受取利息は若干異なることがあります。
●上記円貨換算額は、
満期日における
当行所定のTTBレートが、1米ドル=108円、1豪ドル=73円の場合の試算です。●適用金利は見直す場合があります。実際に適用
される金利は預入時点の金利となりますので記載した金利と異なる場合もあります。●元利金自動継続型のみのお取扱いと
なります。
継続をした場合の適用金利は、
前回と同一期間の継続時の店頭表示金利となります。
●詳しくは、
店舗
（窓口）
、
裏面記載の
あおぞらホームコール、当行ホームページにてご確認ください。

＜為替手数料優遇プログラム＞実施期間:2019年10月1日〜2020年3月31日 店頭・テレフォンバンキング限定

円から米ドル・豪ドルへ交換時の 為替手数料が無料
＜米ドル＞
通常
＜豪ドル＞
通常

1円
2円

0円

テレフ
ォンバ
ン
も対象 キング
!

●為替手数料は通常片道1米ドルあたり1円
（往復2円）
、
1豪ドルあたり2円
（往復4円）
ですが、
あおぞらUSドル定期、
あおぞら豪ドル定期
（預入期間を問いません）、米ドル普通預金、豪ドル普通預金へのお預け入れの場合、円貨からの交換時の為替手数料のみ無料に
なります。
●払い出し時の為替手数料は通常通り1米ドルあたり1円、1豪ドルあたり2円かかるため、仮に外国為替相場に変動がない場合でも
元本割れが生じることがあります。

＜USドル定期特別金利プログラム＞

実施期間:2019年11月1日〜2020年3月31日

プログラム実施期間中、新たに（*1）お預け入れいただく
あおぞらUSドル定期（1ヶ月もの）
に限り特別金利をご提供♪

1.50％ ＋ 年8.50％ ＝

年

10.00％

年

（税引後

年 7.968%）

（*1）既に当行にお預け入れいただいている外貨普通預金からのお預け入れ、または外貨定期預金のお預け替えは本プログラムの
対象となりません。当行にお預け入れいただいている円預金からのお預け入れ、または他の金融機関から実施期間中に
あおぞら銀行に送金いただいた外貨預金からのお預け入れのみが本プログラムの対象となります。
（*2）上乗せ金利については、あおぞらUSドル定期（1ヶ月もの）の適用金利に応じて、特別金利が年10.00%となるよう変動する
可能性がございます。

〜あおぞらUSドル定期（1ヶ月もの）特別金利適用の場合〜

5万米ドル×7.968％（税引後）×1ヶ月 / 12か月
＝332米ドル（円貨換算後：35,856円）
●実際には1年を365日とする日割計算をするため、受取利息は若干異なることがあります。●上記円貨換算額は、満期日における
当行所定のTTBレートが、1米ドル=108円の場合の試算です。●適用金利は見直す場合があります。実際に適用される金利は預入
時点の金利となりますので記載した金利と異なる場合もあります。
●上記金利は1ヶ月ものの金利です。
金利は年率で表示していますが
実際の受取利息は、1ヶ月分となります。●適用金利および上乗せ金利は見直す場合があります。実際に適用される金利は預入時点の
金利となりますので記載した金利と異なる場合もあります。●元利金自動継続型のみのお取扱いとなります。満期日に元利金を、
あおぞらUSドル定期（1ヶ月もの）に自動的に継続します。継続後の金利は、特別金利ではなく、継続日における店頭表示金利が適用
されます。

＜商品券プレゼントプログラム＞

実施期間:2019年10月1日〜2020年3月31日

5万米ドル・豪ドル以上の外貨送金で

6,000円分の商品券進呈！

●国内他金融機関から5万米ドル・豪ドル以上のご資金を当行に送金いただいた場合、6,000円分の商品券を進呈させていただきます。

【外貨預金についてのご注意点】
●外貨預金には為替変動リスクがあります。外国為替相場の動向等によっては為替差損が生じ、解約・払戻し（中途解約を含む）時の
受取金額（円貨換算額）が預入時の払込金額（円貨換算額）を下回り、円ベースで大きく元本割れとなるリスクがあります。
●ご契約前に、必ず当行の本・支店にご用意しております説明書（契約締結前交付書面）および関連規定を十分にお読みください。
●お客さまの投資のご経験や運用のご方針などによってはお取引いただけない場合があります。元本保証の商品での運用を希望される
お客さまは円定期預金（仕組預金を除く）での運用をご検討ください。
●その他、個人向け外貨定期預金（あおぞらUSドル定期、あおぞら豪ドル定期）、個人向け外貨普通預金（米ドル・豪ドル）および
本プログラムに関するご注意点につきましては、裏面をお読みください。

【個人向け外貨普通預金（米ドル・豪ドル）
に関するご注意点】
●ご契約前に、必ず当行の本・支店にご用意しております説明書（契約締結前交付書面）および関連規定を十分にお読みください。
●個人向け外貨普通預金は、外国通貨（米ドル・豪ドル）建ての期間の定めのない預金です。
●この預金には為替リスクがあります。外国為替相場の動向等によっては、為替差損が生じ、解約・払戻し時の受取金額（円貨換算額）が預入
時の払込金額（円貨換算額）
を下回り、
円ベースで大きく元本割れとなるリスクがあります。
●円貨を外貨に交換する際（お預け入れ時）には、為替手数料を含んだ当行所定の TTSレートを適用します。
●外貨を円貨に交換する際（お引き出し時）には、為替手数料を含んだ当行所定の TTBレートを適用します。
●TTS・TTB各レートに含まれる為替手数料は、米ドルでは片道1米ドルあたり1円（往復で2円）、豪ドルでは片道1豪ドルあたり2円（往復で
4円）
です。
●往復の為替手数料がかかるため、仮に外国為替相場に変動がない場合でも、元本割れが生じることがあります。
●1回のお取引金額が10万通貨単位未満のお取引の場合の為替レートは、原則、当行の公表レートを適用します。1回のお取引金額が10万
通貨単位以上のお取引の場合、当行が取引の都度決定する為替レート
（市場実勢レート）
を適用します。
●預金保険の対象ではありません。
●外貨現金およびトラベラーズ・チェックでのお取扱いはしておりません。
●米ドル・豪ドルの他金融機関から当行への外貨送金については、他金融機関の日本国内の本支店にある、
以下の口座から当行にあるお客
さまご本人名義の同一通貨の個人向け外貨普通預金口座への送金に限らせていただきます。＊日本に居住する個人のお客さまご本人
名義口座＊日本国内に営業所等がある保険会社または証券会社名義口座（受付時に当該資金がお客さまご本人の資金であること、同一
通貨建て商品の満期金等の受取等のための送金であることを確認させていただきます。）
●米ドル・豪ドルの当行から他金融機関への外貨送金については、当行にあるお客さまご本人名義の個人向け外貨普通預金口座から他
金融機関の日本国内の本支店にある、
以下の口座への同一通貨の送金に限らせていただきます。
＊日本に居住する個人のお客さまご本人
名義口座＊日本国内に営業所等がある保険会社または証券会社名義口座（受付時にお客さまご本人が当該保険会社または証券会社で
運用されるための送金であることを確認させていただきます。）
【個人向け外貨定期預金（あおぞらUSドル定期、
あおぞら豪ドル定期）
に関するご注意点】
●ご契約前に、必ず当行の本・支店にご用意しております説明書（契約締結前交付書面）および関連規定を十分にお読みください。
●この預金は、個人向け外貨預金（米ドルまたは豪ドル建ての預金）のうち、
あらかじめ預金の期間を定め、原則としてその期間中は払戻しが
できないことを条件としている預金です。
●この預金には為替変動リスクがあります。
外国為替相場の動向等によっては、
為替差損が生じ、
解約・払戻し
（中途解約を含む）
時の受取金額
（円貨換算額）が預入時の払込金額（円貨換算額）
を下回り、
円ベースで大きく元本割れとなるリスクがあります。
●円貨を外貨に交換する際（お預け入れ時）には、為替手数料を含んだ当行所定のTTSレートを適用します。
●外貨を円貨に交換する際（お引き出し時）には、為替手数料を含んだ当行所定のTTBレートを適用します。
●TTS、TTB各レートに含まれる為替手数料は、米ドルでは片道1米ドルあたり1円
（往復で2円）、豪ドルでは片道1豪ドルあたり2円
（往復4円）
です。
●往復の為替手数料がかかるため、仮に外国為替相場に変動がない場合でも、元本割れが生じることがあります。
●1回のお取引金額が10万通貨単位未満のお取引の場合の為替レートは、原則、当行の公表レートを適用します。1回のお取引金額が10万
通貨単位以上のお取引の場合、当行が取引の都度決定する為替レート
（市場実勢レート）
を適用します。
●元利金自動継続型のみのお取扱いとなります。満期日に元利金を、前回と同一の期間・同一の通貨の個人向け外貨定期預金に自動的に
継続します。継続後の金利は、継続日における店頭表示金利を適用します。
●お預け入れは、1万通貨単位以上1補助通貨単位となります。
●原則として、中途解約ができません。ただし、当行がやむをえないものと認めて満期日前の中途解約に応じる場合には、解約日における
当行の当該通貨の個人向け外貨普通預金利率を適用します。
●預金保険の対象ではありません。
●外貨現金およびトラベラーズ・チェックでのお取扱いはしておりません。
また、他通貨（円貨を除く）によるお預け入れ・お引き出しはできま
せん。
●適用金利は、
見直す場合があります。
実際に適用される金利はお預け入れ時点の金利となりますので、
記載した金利と異なる場合があります。
お預け入れの際には店舗（窓口）
または、
あおぞらホームコール、当行ホームページにてご確認下さい。

【プログラムに関するご注意点】
＜USドル定期特別金利プログラム＞
●本プログラムの対象は、個人のお客さま
（ご本人さま）に限らせていただきます。未成年の方はご利用いただけません。
●実施期間中をお預け入れ日とする、
あおぞらUSドル定期（1ヶ月もの）のお取引が対象となります。なお、当行にお預け入れいただいている
円普通預金、
または実施期間中に他の金融機関から当行に送金いただいた米ドル普通預金からのお預け入れが対象となります。実施
期間外に当行にお預け入れいただいた米ドル普通預金からのお預け入れ、
または米ドル定期預金からのお預け替えは本プログラムの
対象となりません。
●本プログラムは店頭限定のプログラムです。
テレフォンバンキング・インターネットバンキングでは本プログラムをご利用いただけません。
また、BANK支店ではご利用いただけません。
●取引条件を満たせば、実施期間中何度でもご利用いただけます。
●対象の商品には、
プログラム期間中でも商品の取扱いを行っていない期間やお申込みいただけない日があります。
また、お申込みの締切
時間もございますので、
ご留意ください。
●プログラム期間最終日の2020年3月31日の受付は、14：30までとなります。
●プログラムの実施期間を表示しておりますが、本プログラムは、継続的に実施する常設のプログラムですが、実施期間中に予告なく内容を
変更または終了することがあります。
●「為替手数料優遇プログラム」および「商品券プレゼントプログラム」
と併用可能です。
その他、
キャンペーン・プラン・プログラムとの併用は
できません。
●原則として、あおぞらUSドル定期は中途解約ができません。ただし、当行がやむをえないものとして認めて満期日前の中途解約に応じる
場合には、特別金利ではなく、解約日における当行の米ドル普通預金利率が適用されます。
●元利金自動継続型のみのお取扱いとなります。満期日に元利金を、
あおぞらUSドル(1ヶ月もの)に自動的に継続します。継続後の金利は、
特別金利ではなく継続日における店頭表示利率が適用されます。
＜為替手数料優遇プログラム＞
●本プログラムの対象は、個人のお客さま
（ご本人さま）に限らせていただきます。未成年の方はご利用いただけません。
●実施期間中をお預け入れ日とする、
あおぞらUSドル定期、
あおぞら豪ドル定期、米ドル普通預金、豪ドル普通預金のいずれかのお取引が
対象となります。本プログラムは、BANK支店ではご利用いただけません。
●プログラムの実施期間を表示しておりますが、本プログラムは、継続的に実施する常設のプログラムです。
●「USドル定期特別金利プログラム」および「商品券プレゼントプログラム」
と併用可能です。
その他、キャンペーン・プラン・プログラムとの
併用はできません。
●市場環境等により実施期間中にかかわらず、
本プログラムの対象商品および本プログラムの取扱いを変更または中止する場合があります。
●あおぞらUSドル定期、
あおぞら豪ドル定期、米ドル普通預金、豪ドル普通預金のいずれかへのお預け入れが対象です。
●通常TTS、TTB各レートに含まれる為替手数料は、片道1米ドルあたり1円(往復2円)、1豪ドルあたり2円（往復4円）
ですが、本プログラムは
お預け入れ時の為替手数料を無料とします。(払い出し時の為替手数料は通常通り1米ドルあたり1円、1豪ドルあたり2円となります。)
●店頭・テレフォンバンキングでの本プログラムの対象商品へのお預け入れのお手続きは、本プログラムの対象となり、
インターネットバン
キングでの本プログラムの対象商品へのお預け入れのお手続きは、本プログラムの対象となりません。
＜商品券プレゼントプログラム＞
●本プログラムの対象は、個人のお客さま
（ご本人さま）に限らせていただきます。未成年の方はご利用いただけません。
●実施期間中をお預け入れ日とする、
あおぞらUSドル定期、
あおぞら豪ドル定期、米ドル普通預金、豪ドル普通預金のいずれかのお取引が
対象となります。本プログラムは、BANK支店ではご利用いただけません。
●プログラムの実施期間を表示しておりますが、本プログラムは、継続的に実施する常設のプログラムです。
●「USドル定期特別金利プログラム」
および
「為替手数料優遇プログラム」
と併用可能です。
その他、
キャンペーン・プラン・プログラムとの併用は
できません。
●市場環境等により実施期間中にかかわらず、
本プログラムの対象商品および本プログラムの取扱いを変更または中止する場合があります。
●国内金融機関から当行への5万米ドル・豪ドル以上の送金が対象です。ただし、保険金・解約資金等の送金手数料等を伴わない送金は対象
となりません。
●国内金融機関から当行へ送金いただく際の送金手数料は、お客さま負担となります。
●当行において手数料はかかりません。
●原則として、
日本に居住する個人のお客さまの、
他金融機関の日本国内にある同一通貨のご本人名義口座からの送金に限らせていただきます。
●外貨送金により到着した資金の入金は、同一通貨のご本人名義の個人向け外貨普通預金口座に限らせていただきます（同一通貨の個人
向け外貨普通預金口座をお持ちでないお客さまは、事前に口座開設のお手続きが必要です。）
●個人向け外貨普通預金口座から個人向け外貨定期預金口座への振替には、当行所定のお手続きが必要です。
●商品券は、送金の確認後、店頭にてお渡しいたします。

【受付時間】 平日 9:00 ～ 21:00 土日祝および 12/31 9:00 ～ 18:00 ※1/1 ～ 1/3 はご利用いただけません。

※携帯電話 ・ PHS からもご利用いただけます。 お電話いただく際は、 お手元に通帳など、 お客さま番号がわかるものをご用意ください。

株式会社あおぞら銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第 8 号 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
2019年11月1日

