
円と米ドルで支払いができる「2通貨決済機能付クレジットカード」取り扱い開始のお知らせ

株式会社ソニーファイナンスインターナショナル（代表取締役社長：神岡　晴夫／本社：東京都港区／以下 ソニー

ファイナンス）とソニー銀行株式会社（代表取締役社長兼CEO：石井　茂／本社：東京都港区／通称：ソニーバンク）

は、10月29日（水）より、ソニーのオフィシャルカード「Sony Card （ソニーカード）」に、1枚のクレジットカード

で円と米ドルの2通貨で自動決済する世界初（＊1）の機能を搭載した「2通貨決済機能付クレジットカード」の取り

扱いを開始します。さらに、ソニーバンクでは取り扱い開始を記念して、2009年9月30日（水）までに所定の条件を

満たされたお客さまを対象に、初年度年会費（5,250円消費税込み）をキャッシュバックいたします。

今回取り扱いを開始する2通貨決済機能付きの「Sony Card」は、1枚のカードに国内では円、海外では米ドル

で支払えるデュアル決済機能を搭載したソニーファイナンス発行のクレジットカードです。国内での利用代金は

ソニーバンク円普通預金口座から、海外での利用代金はソニーバンク米ドル普通預金口座からの引き落としとな

ります（＊2）。米ドルでの利用代金はそのまま米ドルで決済されるため、お客さまは両替にともなう為替コストを抑

えることが可能です。

本クレジットカードは、ネットショッピング用クレジット決済サービス「eLIO（エリオ）」や電子マネー「Edy（エディ）」

に加え、ソニーポイントやソニーグループの各種割引サービスなど、ソニーのオフィシャルカードとして既にご好

評の様々な特典を提供いたします。また、ソニーバンクの外貨預金優遇制度において、優遇ステージが1ランクアッ

プする特典もご利用いただけます。ソニーバンクに円普通預金口座と米ドル普通預金口座をお持ちのお客さまに、

ソニーバンクのログイン後サービスサイトよりお申し込みいただけます。

ソニーファイナンスとソニーバンクは、今後もお客さまの幅広いフィナンシャルニーズにお応えしてまいります。

（＊1）円建て支払いの場合は円普通預金から、円以外の通貨建ての場合は米ドル普通預金から、手続き不要で自動的に2通貨の
同時決済が可能なクレジットカードとしては世界初です。ダイヤモンドマネー編集部調べ（2008/10/15時点）

（＊2）口座振替日に残金が不足し、口座振替日当日以降6営業日目の前日までに引き落としが行われていない場合は、6営業日目
午前0時のソニーバンクの指定する為替レートで換算した金額にて、国内の利用代金は米ドル普通預金口座から、海外の
利用代金は円普通預金口座から引き落とします。

■2通貨決済機能付き「Sony Card」の特徴

特徴1 1枚のカードで「円」と「米ドル」の2通貨の決済機能

特徴2 米ドルは米ドルのまま決済（為替レートの影響を受けず、手数料もなし）

特徴3 残高不足の場合、引き落とし通貨をスイッチ

特徴4 様々なサービス、特典
●「eLIO（エリオ）」、「Edy（エディ）」、「VISA」、ソニーポイントなど
●ソニーバンク外貨預金優遇制度の優遇ステージが 1ランクアップ

以　上
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本件に関するお問合せ先

株式会社ソニーファイナンスインターナショナル　広報室 杉山 TEL：03-3475-8775
ソニー銀行株式会社　経営企画部　広報担当 高木・渡辺 TEL：03-6230-5903

News Release



2

■ 「2通貨決済機能付クレジットカード」の商品概要

カード名
Sony Card　
2通貨決済機能付クレジットカード

カード発行会社 株式会社ソニーファイナンスインターナショナル

お申し込みいただけるかた
ソニーバンクの円普通預金口座・外貨普通預金口座（米ドル）をお持ちの
満20歳以上のかた

引き落とし口座 ソニーバンク円普通預金口座と外貨普通預金口座（米ドル）

年会費 5,250円（消費税込み）

支払方法
ショッピング  1回、リボ払い

キャッシング なし

家族カード あり（ご家族 2名さままでは同時にお申し込みいただけます。）

総合インフォメーションデスク カードデスク　9:30～17:30（年末年始除く）

付帯保険など
●海外旅行傷害保険　最高5,000万円
●membership service　ソニープロダクツセキュリティ：
50万円（ソニー製品対象で1年間動産総合保険）

ポイント制

換算 1,000円＝1ポイント、20米ドル＝1ポイント

期限 2年間

ボーナス なし

ポイント交換景品（例）
●ソニーポイント
●電子マネーEdy

その他各種特典
（2008年10月29日現在）

● membership service　ポイントオン：
Sony Cardの利用で各サイトのポイントが通常よりお得に貯まるサービス

● membership service　チャンスアップ：
ソニーのオフィシャルカードならではの特典・優待サービス 

● global support 
● So-net 接続料割引サービス 
● Monthly Present

※クレジットカードの詳細は、10月 29日 16時以降のソニーファイナンスのホームページ、または、ソニーバンクのサービス
サイトをご覧ください。

■ 「初年度年会費キャッシュバック」の概要

2通貨決済機能付クレジットカードをソニーバンクのサービスサイトからお申し込みいただき、2009年 9月30日（水）
までにクレジットカードが発行され、かつ、下記条件のいずれかを満たされたお客さまを対象に、初年度年会費
（5,250円（消費税込み））をキャッシュバックいたします。
なお、キャッシュバックはカード契約完了月の翌月下旬以降となる予定です。

条件
クレジットカードをお申し込みいただいた月の

月末残高

口座残高（＊3）の合計 10万円以上

カードローン残高・目的別ローン残高・住宅ローン残高の合計 10万円以上

（＊3）口座残高には、円普通預金残高、円定期預金残高、外貨普通預金残高、外貨定期預金残高、特約付外貨定期預金残高、

MONEYKit グローバル残高、および投資信託の評価金額が含まれます。

※詳細は、10月 29日16時以降のソニーバンクサービスサイトをご覧ください。
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【ご参考】

■ ソニーバンクの外貨預金優遇制度

毎月末日の外貨預金残高（円換算額）（＊4）に基づいて設定された 3つの優遇ステージに応じて、翌々月の外貨定期
預金金利、為替コストおよび指値手数料を優遇する制度です。

（＊4）外貨預金残高は、外貨普通預金残高、外貨定期預金残高、特約付外貨定期預金残高、MONEYKit グローバル残高の合計

額を円換算したものです（外貨MMF は対象ではありません）。

◇ 優遇幅

優遇条件 優遇幅（金利は通常金利に上乗せし、手数料は基準コスト・手数料より差し引く）

優遇ステージ 外貨預金残高

外貨定期預金金利
（全通貨・全期間）

為替コスト
（対円取り引きの場合）

指値手数料

（年　利）

米ドル・ユーロ・
英ポンド・豪ドル・
NZドル・カナダドル・
スイスフラン

香港ドル

米ドル・ユーロ・
英ポンド・豪ドル・
NZドル・カナダドル・
スイスフラン

香港ドル

優遇ステージ1
100万円以上
300万円未満

0.05% 5銭 1銭 2銭 －

優遇ステージ 2
300万円以上
500万円未満

0.10% 10銭 2銭 4銭 －

優遇ステージ 3 500万円以上 0.15% 15銭 3銭 5銭 1銭

外貨預金残高 通常の優遇ステージ
「2通貨決済機能付クレジットカード」を

お持ちのお客さま

100万円未満 優遇ステージ対象外 優遇ステージ1 1ランクアップ

100万円以上 300万円未満 優遇ステージ1 優遇ステージ2 1ランクアップ

300万円以上 500万円未満 優遇ステージ2 優遇ステージ3 1ランクアップ

500万円以上 優遇ステージ3 優遇ステージ 3 変更なし

※外貨預金優遇制度の詳細は、ソニーバンクサービスサイトをご覧ください。

「2通貨決済機能付クレジットカード」をお持ちのお客さまについては、特典として、対象となる優遇ステージを
1ランクアップいたします。
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外貨預金の重要事項

外貨預金には元本割れが生じるリスクがあります。お取り引きの際には、必ず以下の内容および、サービ

スサイト上の 「約款」、「商品詳細説明書」、「契約締結前交付書面」 をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っ

ていただきますようお願いいたします。

1. 外貨預金のリスク

［外貨預金　共通事項］

外貨預金は為替変動リスクを伴います。外国為替市場の動向によりお預け入れ時の金額とお引き出し時の受け取り額を同一

通貨で換算した場合の元本が変動し、元本割れが生じるリスクがあります。また、外貨をご購入およびご売却する際には、

為替コストおよび指値手数料（指値によるお取り引きの場合）をご負担いただきます。お預け入れ時とお引き出し時の為替

相場に変動がない場合にもお引き出し時の受け取り額がお預け入れ額を下回ることがあります（3. 外貨預金に関する手数料

をご確認ください）。

2. 預金保険

［外貨預金　共通事項］

外貨預金は預金保険の対象ではありません。 

3. 外貨預金に関する手数料

［外貨預金　共通事項］

外貨をご購入およびご売却する際には、TTB（お客さまが外貨をご売却するレート）、TTS（お客さまが外貨をご購入するレー

ト）とTTM（基準レート）の差を、それぞれ為替コストとしてご負担いただきます。また、指値の場合は為替コストに指値

手数料をご負担いただきます。お預け入れ時とお引き出し時の為替相場に変動がない場合にもお引き出し時の受け取り額が

お預け入れ額を下回ることがあります。

（外貨預金優遇制度適用時は別途優遇された為替コスト等が適用されます。また、キャンペーン時に優遇する場合があります。

従って、以下は為替コスト等の上限額となります。）

●基準為替コスト

●基準指値手数料

指値手数料は原則、1通貨単位あたり5銭（香港ドルは1銭）

お客さまがご指定いただいた指値に指値手数料を加味した「指値お取り引きレート」で、外貨の交換を行います。

対円でのお取り引きの場合 対米ドルでのお取り引きの場合

米ドル 1米ドル当たり　25銭 ̶

ユーロ 1ユーロ当たり　25銭 1ユーロ当たり　0.0025米ドル

英ポンド 1英ポンド当たり　50銭 1英ポンド当たり　0.0050米ドル

豪ドル 1豪ドル当たり　50銭 1豪ドル当たり　0.0050米ドル

NZドル 1NZドル当たり　50銭 1NZドル当たり　0.0050米ドル

カナダドル 1カナダドル当たり　50銭 1米ドル当たり　0.0050カナダドル

スイスフラン 1スイスフラン当たり　50銭 1米ドル当たり　0.0050スイスフラン

香港ドル 1香港ドル当たり　10銭 1米ドル当たり　0.0500香港ドル
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4. 中途解約について

［外貨定期預金の場合］

原則としてできません。やむを得ず中途解約するときは、「約定金利の10％」か「解約日における当該外国通貨建て普通預

金金利」のいずれか低い方をお預け入れ日にさかのぼって適用します。ただし、為替予約がある外貨定期預金の中途解約は

できません。

5. お取り引きいただけるかた

●  外貨預金は満20歳以上のお客さまにご利用いただけます。 
● 外貨預金には元本割れのリスクがあるため、「お客さまカード」に登録された投資目的が「資産運用にあたっては、元本

割れのリスクは一切許容せず、資産運用を検討する。」の場合は、外貨預金のお取り引きを制限させていただきます。

6. その他重要事項

［外貨預金　共通事項］
●  口座をお持ちでないお客さまは、まず口座開設をしていただく必要があります。口座開設のお申し込みお手続き完了には、

お申し込み書がソニーバンクに到着してから3～ 4日かかります。キャッシュカードなどは、お手続き完了後に発送いた

しますので、さらに10日（カードローンを同時に申し込んだ場合はさらに1週間）程度かかります。
●  サービスサイトへのお客さまのアクセスが短時間に集中した場合には、一時的にアクセスが困難になるなどの事象が発生

し、その結果お客さまのご希望のタイミングでお取り引きいただけなくなる可能性があります。 
●  外貨による現金のお預け入れおよび仕向け送金は取り扱っておりません。外貨によるお引き出しにつきましては、

MONEYKit グローバルをご利用の場合のみ、専用の米ドル普通預金口座から、海外の提携ATMで現地通貨によるお引き

出しが可能です。なお、お取り引きいただける金額などに制限があります。 
●  外貨預金の金利は、金利環境の変化等により変更されることがあります。

ソニー銀行株式会社


