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ソニー銀 行 株 式会社

「 優遇プログラム Club S 」開始のお知らせ
リスク商品に関する重要事項

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：伊藤 裕／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、2017 年 1月4日
（水）より、より多くのお客さまにお振り込みや ATM 手数料などの優遇特典をご利用いただける「優遇プログラム
Club S（クラブエス）
」を開始しますのでお知らせいたします。
「優遇プログラム Club S」は、これまで主に外貨預金をお持ちのお客さまを中心に提供してきた外貨預金優遇制度の
名称を一新し、優遇特典はそのままに、対象を住宅ローンをお借り入れのお客さまなどに拡大する新制度です。毎月末
のお取り引き状況に応じて判定される各優遇ステージの特典を、翌々月の 1カ月間ご利用いただけます。
2016 年 12 月31日（土）に行う初回判定から優遇ステージの判定方法を見直し、投資信託を全ステージの判定条件に
加えます。また、住宅ローンと外国為替証拠金取引（FX）のご利用に応じて優遇ステージをランクアップする条件を
新設します。これにより、預金や投資信託のご利用がないお客さまも、所定の条件を満たせばシルバーの優遇ステージ
を獲得することが可能となります。新制度による優遇特典は 2017 年 2 月1日（水）よりご利用いただけます。
ソニー銀行は今後もお客さま一人ひとりにご満足いただける金融サービスを提供してまいります。
■ 優遇ステージの判定方法
優遇ステージ

改定前

改定後

初回判定：2016 年 12 月 31 日（土）
適用開始：2017 年 2 月 1 日（水）

プラチナ

（*1）
月末の外貨預金残高（円換算額）
1,000 万円以上

（*1）
月末の外貨預金残高（円換算額）
投資信託残高（*2）
合計 1,000 万円以上

ゴールド

（*1）
月末の外貨預金残高（円換算額）
500 万円以上 1,000 万円未満

（*1）
月末の外貨預金残高（円換算額）
投資信託残高（*2）
合計 500 万円以上 1,000 万円未満

シルバー

以下いずれかで判定
● 月末の総残高
（*3）合計 300 万円以上
●
「外貨預金の積立購入」月間合計額 5 万円以上

以下いずれかで判定
● 月末の総残高
（*3） 合計 300 万円以上
●
「外貨預金の積立購入」月間合計額 5 万円以上
●
「投資信託積み立てプラン」月間合計額 5 万円以上

なし

以下いずれかを満たす場合は 1 ランクアップ
2 つとも満たす場合は 2 ランクアップ
● 住宅ローン残高あり
（*4）
● 外国為替証拠金取引
（FX）
月間取引枚数 1,000 枚以上

ランクアップ
条件

（*1）外貨預金残高：外貨普通預金（積立購入を含む）
、外貨定期預金、為替リンク預金（外貨スタート型）の残高合計額
（*2）投資信託残高：投資信託（円建て）
、投資信託（外貨建て）の円換算額、外貨 MMF の円換算額の残高合計額
（*3）総残高：円普通預金、円定期預金、積み立て定期預金、円定期 plus+ 、為替リンク預金（円スタート型）
、外貨預金（*1）
、投資信託（*2）の残高合計額
（*4）住宅ローン残高があれば最長 5 年間、優遇ステージがランクアップします。完済した場合は、完済月の判定分からランクアップの対象外となります。
住宅ローンで追加契約いただいた場合は、その月の判定分から最長 5 年間のランクアップとなり、ランクアップ期間が延長されます。
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■ ご参考 「優遇プログラム Club S」優遇特典

優遇特典は、従来の外貨預金優遇制度から変更はありません。一時的に残高が減少しても最大半年まで前月の優遇
ステージを維持する「ステージサポート」制度も引き続きご利用いただけます。
優遇ステージ

プラチナ

ゴールド

シルバー

為替コスト

米ドル 8 銭
豪ドル 30 銭など

米ドル10 銭
豪ドル 35 銭など

米ドル12 銭
豪ドル 40 銭など

外貨定期預金金利

米ドル＋ 0.03%
豪ドル＋ 0.09%
など

米ドル＋ 0.02%
豪ドル＋ 0.06%
など

米ドル＋ 0.01%
豪ドル＋ 0.03%
など

振込手数料
（216 円
（税込）/ 回）
無料回数

米ドル15 銭
豪ドル 45 銭など
（優遇なし）
優遇なし

Sony Bank WALLET
あり

月11回

月6 回

月4 回

月2 回

Sony Bank WALLET
なし

月10 回

月5 回

月3 回

月1回

セブン銀行
イオン銀行

ATM 利用手数料
無料回数

ステージなし

その他提携 ATM

仕向け外貨送金手数料
（3,000 円 / 回）
無料回数

何度でも無料
何度でも無料

月4 回まで無料、5 回目より108 円
（税込）/ 回

月3 回

月1回

Sony Bank WALLET
キャッシュバック率

2.0%
（1.5% 上乗せ）

1.5%
（1.0% 上乗せ）

1.0%
（0.5% 上乗せ）

0.5%

Sony Bank WALLET
海外 ATM 利用料無料回数（*）

月5 回

月3 回

月1回

0回
（216 円 / 回）

※ 送金依頼人負担を選択された場合、別途支払銀行
手数料 3,000 円 / 回がかかります。

0回

（*）Sony Bank WALLET 海外 ATM 利用料は、無料回数分をご利用月の翌月に円普通預金にキャッシュバックいたします。
また、海外 ATM 手数料は、引きだす通貨・口座によって異なりますので、詳細は優遇特典詳細「Sony Bank WALLET 海外 ATM 利用料の優遇」
をご確認ください。
※ 「優遇プログラム Club S」の詳細はサービスサイトをご覧ください。
なお、サービスサイト上の外貨預金優遇制度の表記は、2017 年 1月4 日（水）より「優遇プログラム Club S」に統一します。

以

ソニー銀行のサイト

企業サイト http://sonybank.net/

サービスサイト

上

http://moneykit.net/

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、 一般社団法人 金融先物取引業協会
©Sony Bank Inc. MONEYKitはソニー銀行株式会社の登録商標です。

お客さまからのお問い合わせ先
カスタマーセンター
フリーダイヤルをご利用になれない場合は

0120-365-723（フリーダイヤル）
03-6730-2700（通話料有料）

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSからもご利用になれます。
※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
※ IP電話をご利用の場合、
ご入力内容が確認できないことがございます。

【各種パスワード、各種お手続き（口座開設、諸届、お振り込みなど）に関するお問い合わせ】
平日／9: 00～20: 00 土・日・祝日（12月31日～1月3日を含む）／9: 00～17: 00
【各種商品に関するお問い合わせ】平日／9: 00～20: 00 土・日・祝日（12月31日～1月3日を含む）／9: 00～17: 00
※年中無休（システムメンテナンス時などを除く）

【金融商品仲介に関するお問い合わせ】 平日／9: 00～17: 00（土・日・祝日および12月31日～1月3日は休業）

2

