＜商品説明書＞

アルファ外貨普通預金
（２０２０年１２月１４日現在)
１．商 品 名

アルファ外貨普通預金

２．為替リスク

●外貨普通預金は、為替変動リスクがあります。
為替相場の変動により、お受け取りの外貨を円換算すると、当初お預入時の払込円貨額
を下回る（円貨ベースで元本割れとなる）リスクがあります。

３．手数料

●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）は手数料（注１）がかかり
ます。円貨でのお預け入れおよびお引き出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である
当行所定の「外貨預金預入相場」、「外貨預金払出相場」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（注２）がかかるため
お受け取りの外貨の円換算額が当初お預入時の払込円貨額を下回る（円貨ベースで
元本割れとなる） リスクがあります。
窓口・ＡＴＭでのお取引《為替手数料／1通貨単位あたり》
ニュージーランド
通貨
米ドル ユーロ
豪ドル 英ポンド カナダドル
ドル
(注1)為替手数料（片道） 50銭
75銭
1円25銭
2円
80銭
1円25銭
(注2)為替手数料（往復） 1円 1円50銭 2円50銭
4円
1円60銭
2円50銭
インターネットバンキングでのお取引《為替手数料／1通貨単位あたり》
通貨

米ドル

(注1)為替手数料（片道） 40銭
(注2)為替手数料（往復） 80銭

ユーロ

豪ドル

60銭
1円20銭

1円
2円

英ポンド カナダドル
1円60銭
3円20銭

64銭
1円28銭

ニュージーランド
ドル
1円
2円

外貨スウィングサービスによるお預け入れ《為替手数料／1通貨単位あたり》
通貨

米ドル

(注1)為替手数料（片道） 40銭
(注2)為替手数料（往復）
90銭
※

ユーロ

豪ドル

60銭

1円

1円35銭 2円25銭

1円60銭

64銭

ニュージーランド
ドル
1円

3円60銭

1円44銭

2円25銭

英ポンド カナダドル

※往復の為替手数料は、最大の場合（窓口・ATMでお引き出しする場合）を記載
しています。
●外貨現金など外貨でのお預け入れおよびお引き出しの際は、原則、手数料が
かかります。
例えば、外貨現金でのお預け入れおよびお引き出しの際は、1米ドルあたり2円、１ユーロ
あたり4円50銭、1豪ドルあたり7円、１英ポンドあたり8円、1カナダドルあたり７円、
1ニュージーランドドルあたり７円４５銭。（ただし通貨種類により、お引き出しの際は、
１取引による手数料が 1,500円に満たない場合は、1,500円となります）
その他の方法によるお取引については、お預け入れ・お引き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、上限額、計算方法をあらかじめお示し
することはできません。
くわしくは「共通事項（アルファ外貨普通預金・アルファ外貨定期預金）」の
「５．外貨預金に関わる手数料および適用相場」をご覧ください。
なお、お取り扱いは、原則、お申込日の翌営業日以降となります。
次の頁に続きます。
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４．預金保険

外貨預金は預金保険の対象外です。

５．ご利用いただける方

スーパー総合口座をお持ちの個人（居住者）のお客さま

６．お預入期間

期間の定めはありません。

７．お預け入れ
取扱通貨

米ドル・ユーロ・豪ドル・英ポンド・カナダドル・ニュージーランドドル

お預入方法

随時お預け入れいただけます。
アルファ外貨普通預金「外貨スウィングサービス」（注）をあわせてお申し込みいただけます。
（注）アルファ外貨普通預金「外貨スウィングサービス」についてくわしくは後記「付加できる
特約事項」をご参照ください。

最低預入金額

(１）窓口

及び

1通貨単位以上

預入単位

（１補助通貨単位）

（２）ＡＴＭ

（３）インターネットバンキング

①お振替金額を円で指定する場合
…1,000円以上（1円単位）

※窓口でのお預け入れ

②お振替金額を外貨で指定する場合

は口座開設店のみの

…１通貨単位以上（１通貨単位）

お取り扱いとなります。
1回あたりの

①お振替金額を円で指定

ご利用限度額

する場合…500万円以内
②お振替金額を外貨で指定 ①円普通預金からの振替の場合

ありません。

する場合

…１口座あたり1,000万円以内

…5万通貨単位以内
（英ポンドは2万5千ポンド以内）

1日あたりの

場合
…ありません。

ありません。

ご利用限度額

②外貨定期預金からの振替の

８．払い戻し
払戻方法
払戻金額

随時払い戻しいただけます。
(１）窓口

（２）ＡＴＭ

1補助通貨単位

（３）インターネットバンキング

①お振替金額を円で指定する場合

※窓口での払い戻し

…1,000円以上（1円単位）

は口座開設店のみの

②お振替金額を外貨で指定する場合

お取り扱いとなります。

…１通貨単位以上（１通貨単位）

1回あたりの

①お振替金額を円で指定

ご利用限度額

する場合…500万円以内
ありません。

②お振替金額を外貨で指定
する場合

ありません。

…5万通貨単位以内
（英ポンドは2万5千ポンド以内）

1日あたりの

ありません。

ご利用限度額

次の頁に続きます。
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９．利息

適用金率

●変動金利。※市場金利の動向により見直しをすることがあります。
●店頭表示の利率を適用します。ＡＴＭでは画面上に表示します。
当行ホームページ（https://www.keiyobank.co.jp)でもご確認いただけます。

利息支払
方法

●毎年3月と9月の第2土曜日の翌銀行営業日に外貨でお支払いし、外貨普通預金に
入金します。
●ご解約の場合は、解約日にお支払いします。

利息計算

毎日の最終残高に対して1年を365日として日割り計算します。（付利単位：1通貨単位）

方法
１０．税金 お利息

20.315％（国税15.315％、地方税5％）の源泉分離課税が適用されます。
（マル優のお取り扱いはできません）
※復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日まで
の25年間、20.315％（国税15.315％、地方税5％）の源泉分離課税となります。

為替差益

雑所得として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
給与所得者のお客さまで、為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年
間20万円以下であれば、原則として、確定申告は不要です。

為替差損

他の黒字の雑所得から控除できます。
ただし、雑所得以外の所得とは損益通算できません。
※くわしくはお客さまご自身で税務署または税理士等にご相談くださいますようお願い
申し上げます。

１１．付加できる特約事項 アルファ外貨普通預金「外貨スウィングサービス」をお申し込みいただけます。
〈アルファ外貨普通預金「外貨スウィングサービス」の商品概要〉
商品名

アルファ外貨普通預金「外貨スウィングサービス」

商品概要

毎月1回一定金額（円貨）をスーパー総合口座の円普通預金から同一
ご名義のアルファ外貨普通預金へ自動的に振り替えるサービスです。

振替金額

1,000円以上1,000,000円以内（1,000円単位）
年2回まで、振替金額の増額が可能です。

振替期間

振替期間の定めはありません。

振替サイクル

毎月

振替日

お客さまのあらかじめご指定いただいた日を振替日とします。
振替日が銀行休業日の場合、振替日は原則、翌営業日となります。
ただし、翌営業日が翌月の場合は、前営業日を振替日とします。

お取引内容の

変更：変更希望月の前月末営業日までにお手続きが必要となります。

変更・解約

解約：振替日の前営業日までにお手続きが必要となります。

その他参考と

①振替日におけるアルファ外貨普通預金へのご入金額は、米ドル・

なる事項

ユーロは当日10：00ごろ、豪ドル・英ポンド・カナダドル・ニュー
ジーランドドルは当日11：00ごろ当行が公示する「外貨預金預入
相場」を適用し算出します。
ただし、為替相場が急激に変動した場合は、適用相場を変更する
ことがあります。

次の頁に続きます。
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１１．付加できる特約事項
その他参考と
なる事項

②自動振替は振替日の上記適用相場公示以降、当行所定の時刻に
行います。自動振替処理時点で、スーパー総合口座円普通預金
の残高（受け入れた証券類で決済確認前のものおよび総合口座
の当座貸越限度額は含みません）が振替金額に満たない場合は、
通知することなくその月の振替は行いません。
③振替日当日の入金であっても、上記②の自動振替処理後に入金

となった場合は、同様にその月の振替は行いません。
④アルファ外貨普通預金「外貨スウィングサービス」は
「アルファ外貨普通預金「外貨スウィングサービス」利用
規定」によりお取り扱いします。

１２．当行が契約している 一般社団法人全国銀行協会
指定紛争解決機関

連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号

０５７０－０１７１０９

または

０３－５２５２－３７７２

１３．当行が対象事業者と
なっている認定投資 ありません。
者保護団体
１４．その他
ＡＴＭによる

「共通事項（アルファ外貨普通預金・アルファ外貨定期預金）」の「１．ＡＴＭによるお取引

お取引

について」の（１）から（４）をご覧ください。

インターネットに

「共通事項（アルファ外貨普通預金・アルファ外貨定期預金）」の「２．インターネットバンキ

よるお取引

ングによるお取引について」の（１）から（４）をご覧ください。

インターネット支店に

「共通事項（アルファ外貨普通預金・アルファ外貨定期預金）」の「３．インターネット支店に

おけるお取り扱い

おけるお取り扱いについて」をご覧ください。

お取扱時間と

「共通事項（アルファ外貨普通預金・アルファ外貨定期預金）」の「４．お取扱時間と適用

適用相場公示時間 相場公示時間について」をご覧ください。
その他の

※未成年のお客さまによるお預け入れはできません。

注意事項

※本外貨預金（元本および利息）に対して、先物為替予約を付することはできません。
※外貨現金など外貨でのお預け入れ・お引き出しは、原則、お申込日の翌営業日以降の
お取り扱いとなります。また、窓口のみでの受付となります。
※本説明書の記載事項以外につきましては、「アルファ外貨普通預金規定（通帳式）」
ならびに「ＡＴＭ外貨預金入出金サービスお取扱規定」によります。
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＜商品説明書＞

共通事項
（アルファ外貨普通預金・アルファ外貨定期預金）
（２０２０年１２月１４日現在)
１．ＡＴＭによるお取引について
（１）当行のＡＴＭで以下のお取引がご利用いただけます。
①外貨普通預金お預け入れ

②外貨普通預金お支払い

③外貨定期預金お預け入れ

④外貨定期預金ご解約

⑤通帳記帳

⑥相場・金利照会

（２）ＡＴＭでのお取引はアルファ外貨預金口座の外貨預金とスーパー総合口座の円普通預金のお振替、また
は同じアルファ外貨預金口座の外貨普通預金と外貨定期預金のお振替となります。円現金・外貨現金に
よるお預け入れ・お引き出しはできません。
（３）ご利用には、事前に窓口またはインターネットバンキングにて「アルファ外貨預金口座」のご開設が必要です。
（４）ご利用には、｢アルファ外貨預金口座通帳｣と｢スーパーカード（または総合口座の普通預金キャッシュカード）」
が必要です。
（５）ＡＴＭによる外貨定期預金のお預け入れについて
①当行のATMによる外貨定期預金お預け入れは、当行がお客さまに対し、外貨定期預金お預け入れの契約
締結前1年以内に契約締結前交付書面兼外貨預金等書面を交付した場合であって、契約締結前交付
書面（注１）および契約締結時交付書面（注2）の交付を不要とする旨ＡＴＭの画面操作によりお客さまに
意思表示していただいた場合に、お取り扱いをしています。（この場合、成立した契約内容については、
「通帳」および「ご利用明細」にてご確認ください）
契約締結前交付書面および契約締結時交付書面の交付を希望される場合には、ＡＴＭでのお預け入れは
できず、窓口でのお取り扱いとなりますのでご了承ください。
（注1）銀行法第13条の4で準用する金融商品取引法第37条の3に基づく、外貨預金のリスクや商品概要に
ついて説明した書面
（注2）同法第37条の4に基づく、ご契約いただいた外貨預金のお預け入れ金額や期間など契約内容に
ついて記載した書面
②「契約締結前交付書面兼外貨預金等書面」を定期的にお届けのご住所へ郵送いたしますので、ご住所変更
のお届けをいただいていない場合にはお取引できないことがあります。
次の頁に続きます。
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２．インターネットバンキングによるお取引について
（１）アルファダイレクトバンキングのインターネットバンキングで、以下のお取引がご利用いただけます。
①外貨預金口座開設お申し込み ②外貨普通預金お預け入れ ③外貨普通預金お支払い
④外貨定期預金お預け入れ

⑤外貨定期預金ご解約

⑥残高・取引内容照会

⑦相場・金利照会
（２）インターネットバンキングでのお取引はアルファ外貨預金口座の外貨預金とスーパー総合口座の円普通預金
のお振替、または同じアルファ外貨預金口座の外貨普通預金と外貨定期預金のお振替となります。
円現金・外貨現金によるお預け入れ・お引き出しはできません。
（３）ご利用には、事前にアルファダイレクトバンキングのご契約が必要です。
アルファダイレクトバンキングのご利用の際には、「アルファダイレクトバンキングご利用規定」をよく
お読みください。
(４)インターネットバンキングによる外貨預金口座開設のお申し込みおよび外貨定期預金のお預け入れについて
当行のインターネットバンキングによる外貨預金口座開設のお申し込みおよび外貨定期預金のお預け入れは、
当行からお客さまに対し、契約締結前交付書面兼外貨預金等書面を銀行法施行規則第14条の1１の８第１項
第１号に基づき電磁的に交付し、契約締結時交付書面の交付を不要とする旨インターネットの画面操作により
お客さまに意思表示していただいた場合に、お取り扱いをしています。（この場合、成立した契約内容について
は、「通帳」またはインターネットの、「入出金明細照会」 「定期明細照会」等にてご確認ください）
契約締結時交付書面の交付を希望される場合には、インターネットでのお取引はできず、窓口でのお取り扱いと
なりますのでご了承ください。
３．インターネット支店におけるお取り扱いについて
(1)インターネット支店で外貨預金口座を開設する場合は、通帳は発行いたしません。取引明細等については、
インターネットの「入出金明細照会」、「定期明細照会」等にてご確認ください。
(2)以下のお取引やサービスはインターネット支店の外貨預金口座ではご利用いただけません。
①外貨現金または小切手等の証券によるお預け入れ・お引き出し
②外国送金・外国被仕向送金
③国内の外貨建送金・被仕向送金
④外貨普通預金間の振替
⑤外貨スウィングサービス
⑥外貨現金引出手数料優遇サービス
⑦アルファ外貨毎月利息受取型定期預金（愛称：毎利子さん）
⑧営業店窓口およびATMでのお取引
(3)インターネット支店におけるお取り扱いについては、本書面の記載事項のほか、「インターネット支店取引規定」
により取り扱います。
次の頁に続きます。
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４．お取扱時間と適用相場公示時間について
（１）窓口
（２）ＡＴＭ
お取扱時間
月～金9:00～15:00 月～金9:00～16:00

（３）インターネットバンキング
月～日 24時間
●米ドル・ユーロ/銀行営業日9:00～10:10頃
●豪ドル・英ポンド・カナダドル・ニュージーランドドル

ご利用休止日

土・日・祝日および

・

12月31日～1月3日

/銀行営業日9:00～11:10頃
●毎月第2・第3日曜日23:00～翌日7:00

休止時間

●上記の他にもメンテナンス等により休止する場合があり
ます。メンテナンスや休止に関する情報は当行ホーム
ページでお知らせいたします。

※為替相場の変動が激しいときなど当行が適用相場を提示できない場合は、お取引を中止する
ことがあります。
原則として銀行営業日の下記の時間に公示します。
通貨

1 回目（注１）

2 回目（注 2）

米ドル・ユーロ

9:00 ごろ

10:00 ごろ

9:00 ごろ

11:00 ごろ

豪ドル・英ポンド・カナダドル・ニュージーランドドル

（注１）窓口・ＡＴＭで、米ドル・ユーロは10:00頃まで、豪ドル・英ポンド・カナダドル・ニュージーランド
ドルは11:00頃まで適用します。インターネットバンキングのお取引には適用しません。
（注２）窓口では15:00、ＡＴＭでは16:00まで適用します。
インターネットバンキングで銀行営業日15：00まで適用します。銀行営業日15:00から翌銀
適用相場

行営業日9:00までの受付は、翌銀行営業日の本適用相場での取引予約となります。

公示時間

※為替相場が急激に変動した場合は、上記時間帯以外にも適用相場を変更することがあります。
≪インターネットバンキングのお取扱時間と適用相場≫
0:00
9:00
10:１0（＊）
15:00
銀行営業日

取引予約（注１） ご利用休止（注２） 当日取引（注３）

銀行休業日

24:00

取引予約（注４）

取引予約（注４）

（＊）米ドル・ユーロは10:10頃、豪ドル・英ポンド・カナダドル・ニュージーランドドルは11:10頃
（注１）当日の適用相場での取引予約となります。当日9:00まで取り消しが可能です。
（注２）ご利用休止時間となります。
（注３）当日の適用相場でのお取引となります。取り消しはできません。
（注４）翌銀行営業日の適用相場での取引予約となります。翌銀行営業日9:00まで取り消しが
可能です。
次の頁に続きます。

京葉銀行

共通事項（アルファ外貨普通預金・アルファ外貨定期預金）

５．外貨預金に関わる手数料および適用相場
手数料等
円現金でのお預け入れ 円を外貨にする際（預入時）には、当行所定の「外貨預金預入相場」を適用します。
円預金からのお振替
「外貨預金預入相場」には、1通貨単位あたり下記の為替手数料が含まれています。

お預け入れおよびお引き出し方法

通貨
窓口・ATM

米ドル
50銭

ユーロ
75銭

40銭

60銭

インターネットバンキング ・

お

外貨スウィングサービス

豪ドル 英ポンド カナダドル ニュージーランドドル
1円25銭
2円
80銭
1円25銭
1円

1円60銭

64銭

1円

「外貨預金預入相場」は外貨両替、外国送金等に適用する相場とは異なりますので
ご注意ください。
ご本人の外貨預金から
手数料はかかりません。
け
預

のお振替

入 外貨現金での
お預け入れ
れ

１通貨単位あたり下記の手数料がかかります。
通貨
米ドル ユーロ
外貨取扱手数料 2円 4円50銭

豪ドル
7円

英ポンド
8円

カナダドル ニュージーランドドル
7円
7円45銭

到着した外貨建送金で 下記の手数料の合計となります。
のお預け入れ
①外貨取扱手数料：外貨額×0.05%×TTS相場（最低手数料1,500円）
ただし、国内にある銀行からの送金の場合は無料となります。
②経由銀行手数料：経由銀行で差し引かれた場合のみご負担いただきます。
円現金でのお引き出し 外貨を円にする際（引出時）には、当行所定の「外貨預金払出相場」を適用します。
円預金へのお振替
「外貨預金払出相場」には、1通貨単位あたり下記の為替手数料が含まれています。
通貨
窓口・ATM

米ドル
50銭

ユーロ
75銭

インターネットバンキング

40銭

60銭

豪ドル 英ポンド カナダドル ニュージーランドドル
1円25銭
2円
80銭
1円25銭
1円

1円60銭

64銭

1円

「外貨預金払出相場」は外貨被仕向送金等に適用する相場とは異なりますので
ご注意ください。
ご本人の外貨預金への 手数料はかかりません。
のお振替
外貨現金での
１通貨単位あたり下記の手数料がかかります。
お引き出し
通貨
米ドル ユーロ 豪ドル 英ポンド カナダドル ニュージーランドドル
お
引
き
出
し

外貨取扱手数料

2円

4円50銭

7円

8円

7円

7円45銭

（英ポンド、カナダドル、ニュージーランドドルについては､最低手数料1,500円）
≪外貨現金引出手数料優遇サービスのご案内≫
ただし米ドル・ユーロ・豪ドルについては、お引き出しの申し込み時の口座残高
(注１)が3,000通貨単位以上の場合は、年間３回まで(注２)、１通貨単位あたり
下記の手数料を適用します。(注３)
通 貨
米ドル
ユーロ
豪ドル
手数料はかかりません
1回目
外貨取扱手数料 2回目
50銭
75銭
1円25銭
3回目
50銭
75銭
1円25銭
(注１)お引き出しになる外貨現金と同一通貨建ての外貨普通預金残高と外貨
定期預金残高の合計とします。
(注２) １月１日から１２月３１日までを１年とします。
また、同一店舗に複数の通貨のアルファ外貨預金口座をお持ちの場合
でも、お一人さまあたり年間３回までのお取り扱いとなります。
(注３) １回あたりのお引き出し限度額は、お引き出しになる外貨現金と同一
通貨建ての外貨普通預金残高の範囲内とします。
＊外貨現金でのお引き出しは日数がかかる場合がありますので、あらかじめ
窓口へお問い合わせください。

次の頁に続きます。

京葉銀行

共通事項（アルファ外貨普通預金・アルファ外貨定期預金）

お引き出し方法
手数料等
お引き出し資金による (1)海外の銀行向けのご送金
下記①、②の手数料の合計となります。
お 外貨建送金
①外貨取扱手数料：外貨額×0.05%×TTS相場（最低手数料1,500円）
引
②外国送金手数料+支払銀行手数料（注）
お取引内容によって手数料が異なりますので、当行ホームページ手数料一覧の
き
「外国為替手数料」をご覧いただくか、くわしくは窓口までお問い合せください。
（注）支払銀行手数料を送金依頼人負担とする場合は、支払銀行手数料が必要と
出
なります。
し
(2)国内の銀行向けのご送金
お取引内容によって手数料が異なりますので、窓口へお問い合わせください。
・上記の手数料には消費税等はかかりません。
・ご預金の通貨と異なる外貨とのお取引（例えば、米ドルの被仕向送金を英ポンドの外貨預金にお預け入れする
などのお取引）はお取り扱いしておりません。
（※）ＴＴＳ相場（対顧客電信売相場）：下記の手数料を含んだ為替相場です。

通貨

米ドル

為替手数料(１通貨単位あたり)

1円

ユーロ

豪ドル

英ポンド カナダドル ニュージーランドドル

1円50銭 2円50銭

京葉銀行

4円

1円60銭

2円55銭

共通事項（アルファ外貨普通預金・アルファ外貨定期預金）

