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特別企画「雇用統計はソニーバンクの日」実施のお知らせ

　ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：石井 茂／本社：東京都千代田区／通称：ソニーバンク）は、6 月の米国
雇用統計発表にあわせて、期間限定の特別企画「雇用統計はソニーバンクの日」を以下の通り実施しますのでお知
らせいたします。

■「雇用統計はソニーバンクの日」の概要
その（1）　外貨預金、対円取引の為替コストすべて10銭！

期間中、外貨の対円でのご購入・ご売却にかかる為替コストを一律 10 銭に引き下げてご提供します。
対象期間	：	2010 年 6月3日（木）午前 6:10 ～ 2010 年 6月5日（土）	午前 5:55

その（2）　外国為替証拠金取引（FX）、新規建て取引手数料無料！

外国為替証拠金取引（FX）の新規取引約定時の取引手数料を、通常1取引単位あたり300 円のところ、期間中は無料にいたします。
対象期間	：	2010 年 6月3日（木）午前 6:10 ～ 2010 年 6月5日（土）午前 5:55 ＜約定分＞

その（3）　米ドル円予想ダービー

2010 年 7月3日（土）午前 5:55 時点の米ドル基準レート（対円、TTM）を予想し、最も予想が近かったお客さま1名さまに、
ソニー製 3Dテレビをプレゼントします。
応募期間	：	2010 年 6月1日（火）午前 10:00 ～ 2010 年 6月15日（火）午後11:59
応募資格	：	日本国内にお住まいのかたであれば、ソニー銀行に口座をお持ちのお客さまに限らず、どなたでもご応募いただけます。
応募方法	：	ソニー銀行のログイン前サービスサイトにてご確認ください。
プレゼント賞品：地上・BS・110 度 CSデジタルハイビジョン液晶テレビ＜ブラビア＞
当選発表	：	お申し込みいただいたお客さまへメールで当選・落選のご連絡をさせていただきます。賞品の発送開始は 2010 年 7月

下旬の予定です。

【注意事項】
●	おひとりさま1回のお申し込みとさせていただきます。
●	一度お申し込みいただいた後の取り消し訂正はできません。
●	最も予想の近かったお客さまが複数の場合は抽選になります。
●	宛て先不明などにより当選連絡ができなかった場合は落選とさせていただきます。
●	ご応募いただいた内容に関するご照会には応じることができません。

＊詳細はサービスサイトをご覧ください。
＊「ブラビア」は、ソニー株式会社の登録商標です。

以　上
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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）。

＜特約付外貨定期預金　タイプ１の場合＞
特約付外貨定期預金・タイプ１は、円で払い戻す際の為替レート（特約レート）が特約によってあらかじめ決まっていることから、
満期時に特約レートよりも円安になったとしても通常の外貨定期預金であれば得られたはずの為替差益は放棄することになります。
お客さまが外貨を購入された時の為替レートより、特約レートが円高に設定され、満期時に円に交換された場合、為替差損が生じ、
元本割れをするリスクがあります。

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。

＜特約付外貨定期預金　タイプ1の場合＞
中途解約できません。
ただし、当社がやむを得ない事由と認めて満期日前の解約に応じた場合には、損害金をお客さまにご負担いただきます。この場合、
お受け取り額が当初お預け入れ額を下回り、元本割れが生じるリスクがあります。
損害金は、以下の（1）再構築額と（2）中途解約手数料の合計額となります。

（1）再構築額
中途解約日から満期日までの期間に対応する同条件の預金を再構築（調達）するための費用です。
中途解約時点の市場価格で計算されます。
再構築額は、通貨オプション部分と預金部分にて構成されます。
一般的に、通貨オプション部分は為替相場が外貨高になればなるほど、変動率が高ければ高いほど、また満期日までの期間が
長ければ長いほど再構築額は高くなる関係にあります。
預金部分については金利が上昇すればするほど再構築額は高くなる関係にあります。

（再構築額の目安）
2007年 4月4日現在の通貨オプションや金利の水準では、お預け入れ後すぐの解約であっても、特約付外貨定期預金・タイプ
1（米ドル3ヶ月もの）の場合、外貨元本の0.5％程度（1万米ドルの場合、50米ドル）の再構築額が発生すると見込まれます（通
貨オプションや金利環境に変化がない前提で計算しています。相場動向等により、前記以上の水準となる可能性もあります）。

（2）中途解約手数料

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は取り扱っておりません。外貨の自行宛・他行宛の送金については、カスタマーセンターまでお問
い合わせください。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。

通貨 手数料 通貨 手数料
米ドル 50.00 米ドル ユーロ 50.00 ユーロ
英ポンド 30.00 英ポンド 豪ドル 90.00 豪ドル
NZドル 100.00NZドル カナダドル 80.00カナダドル
スイスフラン 80.00スイスフラン 香港ドル 400.00 香港ドル

10.05.31
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外国為替証拠金取引の重要事項

外国為替証拠金取引は預金ではなく、相場の変動や金利差によりお客さまがお預けになった証拠金以上の損失が発生する可能性
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「外国為替証拠金取引約款」、「商品概要説明書」、
契約締結前交付書面である「外国為替証拠金取引説明書」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. 外国為替証拠金取引のリスク

●外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金
利の変動によりスワップポイントが受け取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取り引きについてお客
さまが預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。

●相場状況の急変により、ビッド（Bid）価格とアスク（Ask）価格のスプレッド幅が広くなったり、意図した取り引きができない可能
性があります。

2. 証拠金に対する付利

外国為替証拠金取引の証拠金に対する付利は行われません。

3. 外国為替証拠金取引に関する手数料

（＊）1万通貨単位（香港ドルは10万香港ドル）あたり
（＊）取引手数料は、取引成立と同時に発生し、建玉の決済と同時に徴収させていただきます。

4. スプレッド

当社が提示するビッド（Bid）とアスク（Ask）の間には差額（スプレッド）があり、取引コストとしてご負担いただきます。従って、
新規約定時と決済約定時の為替相場に変動がない場合でも、預入証拠金に対して損失を被る場合があります。なお、スプレッド
は、市場の状況によって変化しますので常に一定ではありません。

取引手数料（新規・決済時） 1取引単位あたり300円（片道）（＊）

デリバリー（現物受渡決済）手数料

通貨ペア 1 取引単位あたりの手数料

米ドル /円（USD/JPY） 1,500円

ユ−ロ/円（EUR/JPY） 1,500円

英ポンド /円（GBP/JPY） 3,800円

豪ドル /円（AUD/JPY） 3,800円

NZドル /円（NZD/JPY） 3,800円

カナダドル /円（CAD/JPY） 3,800円

スイスフラン /円（CHF/JPY） 3,800円

香港ドル /円（HKD/JPY） 8,500円

コンバージョン（証拠金間両替）手数料 0円
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必要証拠金

通貨ペア 1 取引単位あたり（＊）の
必要証拠金の額

米ドル/円（USD/JPY） 60,000円

ユ−ロ/円（EUR/JPY） 85,000円

英ポンド/円（GBP/JPY） 115,000円

豪ドル/円（AUD/JPY） 50,000円

NZドル/円（NZD/JPY） 45,000円

カナダドル/円（CAD/JPY） 60,000円

スイスフラン/円（CHF/JPY） 50,000円

香港ドル/円（HKD/JPY） 100,000円

ユーロ/米ドル（EUR/USD） 85,000円

英ポンド/米ドル（GBP/USD） 115,000円

豪ドル/米ドル（AUD/USD） 50,000円

NZドル/米ドル（NZD/USD） 45,000円

 5. 必要証拠金

a. 証拠金の受け入れ
証拠金は、お客さまの当社普通預金口座からの振替のみ受け入れ可能です。代用有価証券の受け入れはできません。
なお、外貨普通預金口座から振替入金された証拠金は、外国為替証拠金取引の実勢レートを用いて円換算した金額を証拠金とし
て評価します。

b. 証拠金必要額
発注に必要な証拠金は、当社の定めた以下の必要証拠金とします。既に建玉や未約定注文のある場合は、取引余力が注文必要
証拠金を上回るように、上項 aに定める方法により証拠金を差し入れてください。
取引の額の証拠金の額に対する比率は、保有する建玉の額を有効証拠金で除すことにより計算できます。（口座の状況により変
動します。）	

（＊）1万通貨単位（香港ドルは10万香港ドル）あたり
（＊）	 お取り引き金額に必要となる証拠金額は、概算で5%（レバレッジ20倍）ですが、実際のお取り引き金額の証拠金に対する比率は、

実勢レートによって異なるため、記載できません。なお、当該比率は次の計算式によって計算することができます。
	 	 	 実際のお取り引き額の証拠金に対する比率（倍）＝（その時点の対円レート×お取り引き外貨額）	/	必要証拠金

c. 証拠金を所定の日時までに差し入れない場合の取り扱い
当社が請求した証拠金をお客さまが所定の日時までに差し入れなかった場合には、当社は、当該外国為替証拠金取引を決済する
ため、任意に、お客さまの計算において建玉の反対売買を行うことができます。（お客さまが外国為替証拠金取引に関し、当社
に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です。）

d. 差引計算
期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由により、お客さまが当社に対する債務を履行しなければならないときは、当社が、
当社の判断により、当該債務とお客さまの本取引に関わる債権とを、その債権の期限に関わらず、お客さまに事前に通知するこ
となくいつでも相殺することができるものとします。
また相殺ができる場合には、当社は、事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまにかわりお客さまの諸預け金の払戻し
を受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、当社はお客さまに対し充当した結果を通知します。	

 6. ロスカット

有効証拠金が、必要証拠金に対し40％に達した場合、損失の拡大を防ぐため、以下のようにお客さまの計算においてお客さまの取
引を強制的に（お客さまに事前の通知をすることなく）決済、または取り消しますが、相場の変動や金利差によりお客さまがお預け
になった証拠金以上の損失が発生する可能性があります。

（未約定の注文がある場合）
すべての未約定注文を取り消します。

（未約定の注文がない、または未約定の注文の取り消し後にロスカットのレベルに達した場合）
すべての建玉を反対売買して決済します。
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 7. コンバージョン（証拠金間両替）

証拠金の通貨ごとにマイナスの残高となった場合、残高のある通貨からマイナスとなっている通貨の証拠金へ証拠金間で両替を行
います。
※コンバージョンのレートは、当日のお取り引き終了時（米国冬時間は日本時間午前6：55、米国夏時間は日本時間午前5：55）のレー
トとなります。

 8. お取り引きいただけるかた

外国為替証拠金取引をご利用いたただけるかたは以下の条件を満たす必要があります。

（1）	ソニーバンクに普通預金口座を開設していること
（2）	本取り引きの仕組み、リスクについて十分理解し、自己の判断と責任において自己の資金により自己のためにお取引いただけること
（3）	本取り引きに関する約款並びに関連する他の約款の内容を承諾いただけること
（4）	本取り引きにかかる書面（金融商品取引法で定める交付書面を含みます）の電子交付に同意いただけること
（5）	日本国内に居住する20歳以上の行為能力を有する個人であること
（6）	当社から電子メールおよび電話および郵送で常時連絡が取れること
（7）	お客さまの資産運用の目的が「元本割れリスクを許容して、資産運用を検討する。」であること
（8）	投資資金の性質が余裕資金であること
（9）	金融先物取引業協会の会員に所属して金融先物取引業務に従事していないこと

 9. その他の重要事項

●ソニーバンクの普通預金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。

●	取り引きシステムまたは金融商品取引業者等およびお客さまを結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、
確認、取消しなどが行えない可能性があります。

●	お客さまが注文執行後に当該注文に関わる契約を解除すること（クーリングオフ）はできません。
●	預入証拠金、為替損益、スワップポイント損益を合計したお客さまの資産は、法令に基づき、信託銀行にて信託保全し、ソニー
バンクの自己の資産とは明確に区分して管理します。

●	当社の業務または財産の状況が悪化した場合も信託銀行にて信託保全し、ソニーバンクの自己の資産と区分して管理しているお客
さまの資産は返還されますが、信託保全する前のお客さまの資産については、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われ、返
還が困難になることで、損失が生ずるおそれがあります。

●	当社は、インターバンク（銀行間取引）市場参加金融機関として、お客さまとの取引から生じる当社のリスクの減少を目的とする
カバー取引を含め、当社の業務として外国為替取引を行っています。

ソニー銀行株式会社
登録金融機関

関東財務局長（登金）第578号
加入協会：日本証券業協会

社団法人	金融先物取引業協会

10.05.31


