平成 29 年 11 月
三重県松阪市京町 510 番地
株式会社 第 三 銀 行

金利優遇型外貨定期預金｢インパクト｣の取扱について

株式会社第三銀行（頭取 岩間 弘）は、
「金利優遇型外貨定期預金『インパクト』」の取扱を期間限定
で開始しますので、お知らせいたします。
この商品は、米ドル建の自動継続外貨定期預金で、初回預入期間の金利を高く設定したオープン型（為
替予約なし）外貨定期預金です。
記
１．商品概要
項 目
取扱期間

内
容
平成 29 年 12 月 4 日（月）～平成 30 年 1 月 31 日（水）

対 象 者

個人のお客様（リスク商品のため、未成年の方は対象外です）

預入方法

窓口受付のみ（ＡＴＭでの預入はできません）

預入金額

1,000 米ドル以上 3,000,000 米ドル以下

預入期間

1 カ月、3 カ月、6 カ月、1 年

手 数 料

円貨からの預入、払出は 1 米ドル当たり片道 1 円
①円貨（現金または普通預金）
②他の金融機関からの振込による外貨預金
③当行で為替特約付外貨定期預金「プレミア 7/プレミア 10」を預入いた
だき、その後オープン型自動継続外貨定期預金として継続していただ
いている資金
④当行で二重通貨定期預金「二刀流」を預入いただき、その後外貨普通
預金として預入いただいている資金
詳細は別紙をご参照下さい。

預入資金

そ の 他

２．適用金利
平成 29 年 12 月 4 日（月）～
預入期間
円貨から預入
１カ月
15.00％
３カ月
６カ月

5.50％
3.50％
2.50％

外貨から預入

0.90％
1.20％
1.50％
1.70％

１年
※取扱期間の途中に金利の見直しを行う場合があります。

以 上

外貨預金契約締結前交付書面（兼外貨預金等書面）（インパクト）
（この書面は、法令等の規定に基づく契約締結前交付書面兼外貨預金等書面です。
）

この書面をよくお読みください。
・ 金利優遇型外貨定期預金「インパクト」とは、オープン型自動継続外貨定期預金（１カ月、
３カ月、６カ月、１年）に初回満期日までの金利優遇が付加された米ドル建ての外貨定期
預金です。
・ 満期日後は同じ預入期間のオープン型自動継続外貨定期預金で自動継続し、自動継続後の
金利は、継続日における当行所定の店頭表示金利を適用します。
・ 預入は、窓口に限らせていただきます。ＡＴＭでの預入はできません。
・ 外貨預金には為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受取りの外貨を円換
算すると、当初外貨預金作成時の払込み円貨額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リ
スクがあります。
・円を外貨にする際（預入時）および外貨を円にする際（引出時）は手数料（１米ドル
あたり片道１円・往復２円）がかかります。お預入れおよびお引出しの際は、この手
数料を含んだ為替相場である当行所定のＴＴＳレート（預入時）、ＴＴＢレート（引
出時）をそれぞれ適用します。したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の
為替手数料がかかるため、お受取りの外貨の円換算額が当初外貨預金作成時の払込み
円貨額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。
・外貨預金には、為替相場変動リスクがあります。為替相場の変動によりお受取りの外
貨を円換算すると、当初外貨預金作成時の払込み円貨額を下回る（円ベースで元本割
れとなる）リスクがあります。
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商品名
預金保険
販売対象
取扱通貨
預入期間

預入資金

預入方法
(1) 預入方法
(2) 預入金額
(3) 預入単位
払戻方法
利息
(1) 適用利率

(2) 利払方法
(3) 計算方法

第三銀行

三重県松阪市京町５１０番地

金利優遇型外貨定期預金「インパクト」
外貨定期預金は預金保険の対象外です。
個人のお客様（未成年の方は対象外です）
米ドル
１ヵ月、３ヵ月、６ヵ月、１年
元利自動継続のみ（利息を元金に加えて前回と同一の期間の外貨定期預金を自
動的に継続作成します。
）
円貨または外貨
【預入資金が外貨の場合のご注意】●お申込日から 1 ヶ月以内に他金融機関か
ら振込／送金により当行に入金された外貨建資金が対象です。●当行の外貨普
通預金、外貨定期預金からの振替は対象外です。ただし、当行で為替特約付外
貨定期預金「プレミア 7／プレミア 10」としてお預入いただきその後オープン
型自動継続外貨定期預金としてご継続いただいている資金、及び二重通貨定期
預金「二刀流」としてお預入いただきその後外貨普通預金としてお預入いただ
いている資金は対象となります（1 回限り）。●外貨小切手、外貨現金からの預
入はお取扱いできません。
一括預入です。
1,000 米ドル以上 3,000,000 米ドル以下
１補助通貨（セント）単位
満期日以降に一括払い戻し
初回預入時のみ、金利優遇型外貨定期預金「インパクト」の所定利率（満期日
までの固定金利）を初回満期日まで適用します。
満期後は同じ預入期間の自動継続型外貨定期預金で自動継続し、自動継続後の
利率は、継続日における当行所定の店頭表示金利を適用します。
金利については窓口にお問合わせください。
満期日に一括してお支払いいたします
付利単位を 1 米ドルとし、1 年を 365 日とする日割・片端計算

・利子所得は、源泉分離課税（国税 15.315％、地方税 5％）として課税されま
す。
・お利息はマル優の対象外です。
・為替差益への課税の考え方は以下の通りです。
税金について
為替差益は雑所得となり確定申告による総合課税の対象となります。
ただし、年収 2,000 万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所
得以外の所得が年間 20 万円以下の場合は申告不要です。
為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益
通算はできません。
（注）上記国税には復興特別所得税（0.315％）が含まれます。平成 25 年 1 月 1 日から平成 49 年 12
月 31 日まで源泉徴収いたします。
お預入れ時：1 米ドルあたり 1 円の為替手数料がかかります。
お引出し時：1 米ドルあたり 1 円の為替手数料がかかります。※ATM を利用し
手数料
たお引出しは、為替手数料を 50％優遇いたします。なお、外国為替市場等の市
場環境により為替手数料の優遇を取り止めることがあります。
その他手数料につきましては窓口にお問い合わせください。
お預け入れ時は当行所定の TTS レート、お引出し時は当行所定の TTB レート
を適用します。
ただし、10 万米ドル以上のお取引については、当行公示相場ではなく、市場実
適用相場
勢相場を提示する場合があります。また、外国為替市場における相場の変動な
どにより、当行公示相場を使用した取引を停止し、新たな公示相場を掲示する
場合があります。
付加できる特約事項
ございません。
原則としてあらかじめ定められた期間中はお引出しができません。
期日前解約のお取扱
やむを得ず中途解約する場合は、当初預入時の金利は適用されず、解約日にお
ける外貨普通預金の金利を適用します。
元利自動継続のみの取扱い。利息を元金に加えて前回と同一の期間の外貨定期
満期時の取扱
預金を自動的に継続作成します。自動継続後の金利は、継続日の当行の「オー
プン型自動継続外貨定期預金」の所定利率を適用します。
お取扱時間
午前 10 時 30 分以降のお取扱いとなります。
他商品への組入れ
「わくわく宝船」への組み入れはできません。
店頭または下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
ダイレクトコールセンター 0120-33-8654
当行が契約している指 一般社団法人全国銀行協会
定紛争解決機関
連絡先：全国銀行協会相談室
（ＡＤＲ）
電話番号：0570－017109
（注）１．ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようと
する紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
２．対象事業者となっている認定投資者保護団体は、ありません。
［外貨預金のお預け入れとお引き出しに関わる手数料および適用相場］
お預け入れ・お引き出し方法
手数料等
円の現金でのお預け入れ
為替手数料（１米ドルあたり１円）を含んだ為替相場である当行
お 円預金からのお振替
所定のＴＴＳレートを適用
預 外貨預金からプレミア・二刀流 ご本人間、及び同居する 2 親等以内の家族間のお振替は、手数料
け 満期資金のお振替
がかかりません。
入 他行から到着した外貨送金での 本人からの送金の場合、外貨取扱手数料はかかりません。
本人以外からの送金の場合、1/20%（Min.1,500 円）の外貨取扱
れ お預け入れ
手数料がかかります
為替手数料（１米ドルあたり１円）を含んだ為替相場である当行
お 円の現金でのお引き出し
所定のＴＴＢレートを適用
引 円預金へのお振替
外貨現金手数料 １米ドルあたり２円
き 外貨現金でのお引き出し
出 ご本人の外貨預金からのお振替 ご本人間のお振替は、手数料がかかりません
し 外国通貨建のご送金にご使用
外貨取扱手数料 1/20%（Min.1,500 円）及び送金手数料 4,000 円
・ＡＴＭを利用した解約取引（円預金への振替）に関しましては、上記為替手数料を 50％優遇いたします。
なお、外国為替市場等の市場環境により為替手数料の優遇を取り止めることがあります。為替相場の変
動が激しい場合等には、予告なくＡＴＭ外貨預金入出金サービスを停止することがあります。ＡＴＭで
外貨普通預金から円預金へ資金を振替える場合、1 回の操作で 5 万米ドルまで振替していただけます。
・上記手数料に消費税等はかかりません。詳しくは窓口にご照会ください。
(2017 年 11 月 22 日現在)

