2015 年 10 月 19 日
ソニー銀行株式会社

新商品「 Sony Bank WALLET 」 先行受け付け開始のお知らせ
外貨預金の重要事項

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、2016 年 1 月 4 日（月）
（予定）のサービス開始に先駆けて、2015 年 10 月 19 日（月）より Visa デビット付きキャッシュカード「 Sony Bank
WALLET（ソニーバンク・ウォレット）」の先行受け付けを開始しますのでお知らせいたします。
「Sony Bank WALLET」は、ソニー銀行のキャッシュカードと世界中で使える Visa デビットが一体となったカードです。
デビット機能としては日本初（※1）となる11通貨（日本円、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、NZドル、スイスフラン、香港
ドル、カナダドル、南アフリカランド、スウェーデンクローナ）に対応し、1枚で世界 200 以上の国と地域でショッピングに利
用できるほか、海外 ATM から現地通貨を引き出せます。円の利用金額は円普通預金から、外貨の利用金額は該当する外貨
普通預金から原則即時に引き落としとなるため、ソニー銀行で貯めた外貨をそのまま使うことが可能です（※2）。外貨残高が
不足している場合でも、ソニー銀行の為替レート（TTS）で不足金額相当分を円普通預金から自動的に充当する「円からアシ
（※3）によりスムーズにお取り引きいただけます。
スト」

ソニー銀行のキャッシュカードをお持ちのお客さまは「Sony Bank WALLET」への切り替えが可能です。切り替え手数料
や年会費は無料で、切り替え申し込みを対象に先行受け付けを行う10 月19 日（月）から 12 月15日（火）までの期間中はキャ
ンペーンも実施いたします。なお、
「Sony Bank WALLET」の発行は 2016 年 1月 4 日（月）以降の予定です。
ソニー銀行は新しい通貨のカタチ「Sony Bank WALLET」を通じて、海外における外貨利用の利便性を高めます。引き続き
“外貨のソニー銀行”として、お客さま一人ひとりのニーズにお応えする外貨サービスを提供してまいります。
（※1）3 通貨以上の預金口座から支払いや現金の引き出しができるデビットカードとして日本初です。ダイヤモンド・ザイ調べ（2015/9/30 時点）
（※2）対象外貨以外の場合、または対象外貨の口座をお持ちでない場合は、利用金額を国際提携機関の指定するレートにより円換算した金額に当社所定の
手数料を加算した金額が、円普通預金口座から原則即時に引き落としとなります。
（※3）特許申請中

■「Sony Bank WALLET」の主な特徴
●

日本初、11 通貨対応のデビット機能付きキャッシュカード
【キャッシュカードとして】
国内の提携 ATM を通じ、円普通預金からのお引き出しや、お預け入れなどが
できます。
スタンダード

【Visa デビットとして】
11 通貨の普通預金残高で国内外のショッピングを楽しんだり、海外 ATM から
現地通貨を引き出せます。
●

ソニー銀行で貯めた外貨を現地通貨としてそのまま利用、外貨残高不足でも安心
の「円からアシスト」搭載

●

国内ショッピングの利用額に対し最大 2.0％を現金キャッシュバック

●

カードのデザインはスタンダード、ポストペットの 2 種類

ソニー銀行のサイト

企業サイト http://sonybank.net/

ポストペット

サービスサイト

以

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いただけない場合は

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 からもご利用いただけます。
※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】
／ 9:00～17:00
平日／ 9:00～23:00 土・日・祝日（12月31日～1月3日を含む）
（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
※ 年中無休
（システムメンテナンス時などを除く）
（土・日・祝日および12月31日～1月3日は休業）
【金融商品仲介に関するお問い合わせ】平日／ 8:30～17:00
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■「Sony Bank WALLET」の商品概要
商品名

Sony Bank WALLET

ご利用いただけるかた
「キャッシュカード」機能

ソニー銀行に円普通預金口座をお持ちの 15 歳以上のかた
国内のソニー銀行の提携 ATM において、入出金および残高照会がご利用いただけます。
① 利用方法
● 国内、国外の Visa 加盟店およびサービスで利用できます。
●「Visa」および「PLUS」のマークが付いた海外 ATM で現地通貨を引き出せます。
② 支払方法
＜円でのご利用の場合＞ 円普通預金口座から原則即時に引き落としとなります。
＜外貨でのご利用の場合＞ ご利用通貨により、取り扱いが異なります。
●

「Visa デビットカード」機能

●

対象 10 通貨（米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、NZ ドル、スイスフラン、香港ドル、カナダドル、
南アフリカランド、スウェーデンクローナ）の場合
当該通貨の外貨普通預金口座から原則即時に引き落としとなります。残高が不足している場合、
不足金額相当分を円普通預金残高から当社が提示する為替レート（TTS）で換金、当該通貨
の外貨普通預金口座に充当のうえ引き落としとなります。
対象 10 通貨以外の場合、または対象 10 通貨の口座をお持ちでない場合
国際提携機関の指定するレートにより円換算した金額に当社所定の手数料を加算した金額が、
円普通預金口座から原則即時に引き落としとなります。

③ 利用時間

24 時間 365 日

④ 利用限度額
ショッピング
（国内 • 海外）
海外 ATM からの
お引き出し

初期設定額

変更可能範囲

1日あたり

50 万円

0円〜200 万円

1 ヶ月あたり

200 万円

0円〜1,000 万円

1日あたり

50 万円

0円〜100 万円

1 ヶ月あたり

50 万円

0円〜100 万円

（1）年会費：無料
（2）新規発行手数料：無料
（3）再発行手数料：1,620 円（税込み）
（4）海外利用時の手数料
対象 10 通貨の場合
ショッピング： 無料
海外 ATM： お引き出し金額の 1.76％（税込み）

手数料

対象 10 通貨以外の場合、または対象 10 通貨の口座をお持ちでない場合
ショッピング： ご利用金額の 1.76％（税込み）
海外 ATM： お引き出し金額の 1.76％（税込み）+ ATM 利用料 216 円（税込み）
（外貨預金優遇制度の適用ステージに応じて、ATM利用料をキャッシュバック）
●

特

●

典

●
●

その他サービス

●
●

国内ショッピング額に応じたキャッシュバック（0.5％～ 2.0％）
他行への振込手数料の無料回数を毎月 1 回プラス。毎月 2 回まで無料に（通常は 1 回）
。
トラベレックスの優遇レート
ハーツレンタカーの優待料金
ショッピング保険
不正利用補償

など

※ 商品の詳細についてはサービスサイトより商品詳細説明書をご覧ください。

■ 合計 120 名に当たる！キャッシュカード切り替えキャンペーン

応募登録必要

2015 年 10 月 19 日（月）から 12 月 15 日（火）までの期間中に、お持ちのキャッシュカードの「Sony Bank WALLET」への切り
替え申し込みを行い、かつ 2015 年 12 月 31日（木）23：59 時点の円普通預金残高が 5,000 円以上のかたの中から抽選で合計
120 名さまに、下記の賞品をプレゼントいたします。
「TAKAZAWA」でのスペシャルディナー

賞

ソニー・サイバーショット
DSC-RX100M3

ヌメ革パスポートケース

品

当選数

5組

10 名さま

※ キャンペーンの詳細についてはサービスサイトをご覧ください。

10 名さま

100 名さま
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