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2010 年 7月26日
ソニー銀行株式会社

「外貨宅配」サービス開始のお知らせ

　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／以下 ソニー銀行）は、2010 年 7 月
26 日（月）より、「外貨宅配」の取り扱いを開始しますのでお知らせいたします。

　「外貨宅配」は、外貨普通預金口座（米ドル・ユーロ・豪ドル）より外貨現金を引き出して、ご登録住所まで本人
限定受取郵便にてお届けするサービスです。本サービスのお申し込みは、郵送にて受け付けます。この度の取り扱い
開始は、ビジネスや旅行などで海外を訪れた際に使用するための外貨現金ニーズにお応えするものです。お客さまは、
マーケットに近い水準の為替レートで購入した外貨預金を、必要な時に現金で引き出すことが可能となります。

　ソニー銀行は引き続き、「貯める」「殖やす」だけでなく、「便利に使う」こともできる当社ならではの「外貨ワールド」
を通じて、個人のお客さまの多様な外貨ニーズにお応えしてまいります。

■「外貨宅配」の概要

ご利用いただけるかた
ソニー銀行に円普通預金口座および外貨普通預金口座をお持ちでご登録住所が日本
国内のお客さま

（満 20 歳以上のお客さまにご利用いただけます。）

通貨 米ドル、ユーロ、豪ドル
（あらかじめ金種の決まったプリパックのみの取り扱いとなります。）

最低利用金額 500 通貨単位

利用限度額 1 回のお申し込みにつき　10,000 通貨単位

手数料（消費税込み）
＊1

米ドル 1 米ドルにつき　1.8375 円

ユーロ 1ユーロにつき　3.15 円

豪ドル 1 豪ドルにつき　6.3 円

送料（消費税込み） 1 回のお申し込みにつき　840 円

申込方法
「外貨宅配お申し込み書」に必要事項をご記入のうえ、本人確認資料を添付して、ソニー
銀行へ郵送

（本お申し込み書はログイン後のサービスサイトから PDF を印刷してご利用いただけます。
印刷できない場合は、カスタマーセンターへのご連絡により、郵送でお届けいたします。）

受取方法 本人限定受取郵便にてお客さまのご登録住所へ郵送

＊1 外貨預金ご購入には別途、為替コストがかかります。
※ 詳細はサービスサイトをご覧ください。

以　上
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■ご参考　外貨宅配の流れ
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お申し込み書を印刷 印刷できない場合は、お申し込み書を郵送いたしますので、カスタマーセンターへご連絡ください。

ソニー銀行にお申し込み書到着

郵便事業株式会社より到着通知書受領

残高の確認 お申し込みの外貨金額はお申し込みいただいた通貨の外貨普通預金口座より、手数料額および送料が円普通預金口座
より引き落としとなります。お申し込み書をソニー銀行に郵送される前にご準備ください。

ソニー銀行へ
お申し込み書を郵送

お申し込み書に記載されているお名前・ご住所が確認できる本人確認書類をご用意いただき、お申し込み書とともにお送り
ください。（市販の封筒をご用意いただき宛名ラベルをのり付けしてください）
※お申し込み書の投函後はお申し込みの取り消しはできません。

お受け取り 【外貨お受け取り時のご注意】
● 本人限定受取郵便でお客さまのご登録住所宛へ郵送いたします。
 ※お受け取りの際は、お名前・ご住所・生年月日が確認できる運転免許証または健康保険証などの本人確認書類をご用意ください。
● 外貨現金をお受け取り後、ただちにお申し込み内容と宅配された外貨現金に相違がないことをご確認ください。
 相違がある場合にはお受け取り後、翌日午前中までにカスタマーセンターにご連絡ください。

お申し込み書に記入 【お申し込み書の記入方法】
1. お申し込み日、ご住所、お客さまご本人のお名前、口座番号を記入
 （外貨現金はソニー銀行のご登録住所に発送します。現在お住まいのご住所と相違がある場合は、あらかじめ住所変更
をお願いいたします）

2. 通貨を記入　　
3. Ｃ【別紙】の表より外貨セット番号と外貨金額をひとつ選んで記入（プリパックのみのお取り扱いとなります）
 ※プリパックとは、封筒にあらかじめ決められた金種の入ったもの（選んだ番号はお客さまにてお控えください）
4. Ｃ【別紙】より手数料額を確認
 ※お申し込み書に不備がある場合、受け付けできません。再度お申し込み書を郵送していただきます。
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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）。

＜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。 

●  ソニー銀行への外貨送金は、同一通貨建ての外貨普通預金口座に入金いたします。ソニー銀行からの外貨送金については、カスタ
マーセンターまでお問い合わせください。

●  外貨現金のお引き出しにつきましては、外貨宅配をご利用の場合は、米ドル・ユーロ・豪ドルの外貨普通預金口座から同一通貨
の外貨現金でのお引き出しが可能です。MONEYKit グローバルをご利用の場合は、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。

●  外貨現金でのご入金やトラベラーズチェック（T/C）の取り扱いはございません。
●  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
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