
SMBC 麻布十番支店
2018 . 3 . 19 OPEN［　］MON

※掲載の完成予想図は図面を基に描き起こしたもので、外観や内装、設備機器等、実際とは異なります。

三井住友銀行 麻布十番支店
【お問い合わせ】TEL.03-3453-5301

※ATMコーナーの営業時間について：祝日は当該曜日の営業時間に準じます。
※麻布十番支店は、個人のお客さま専用の店舗です。法人のお客さまは、六本木支店をご利用ください。

住所：〒106-0045 東京都港区麻布十番二丁目8番6号（ラベイユ麻布十番 1階）

営業時間 平日 9：00～15：00 平日・土曜 7：00～24：00
日曜 7：00～21：00

ATMコーナー
営業時間

（予約制）個人のお客さま専用
各種お手続のご予約も可能です
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麻布十番支店

◯上記初回特別金利は当初2ヵ月のみ適用となります。◯自動継続の場合、満期後（2ヵ月後）は、満期日当日の2ヵ月ものの店頭金利で継続され、初回特別
金利は適用されません。◯外貨定期預金や円定期預金をやむを得ず中途解約する場合は初回特別金利は適用されず、解約日まで所定の中途解約利率が適用
されます。◯2018年2月15日現在の店頭金利は10万米ドル相当額未満のパーソナル外貨定期預金の米ドル2ヵ月もの年０.20％（税引後0.1593％）、
豪ドル2ヵ月もの年0.50%（税引後0.3984％）、スーパー定期（2ヵ月もの）は年0.01％（税引後0.0079％）、大口定期（2ヵ月もの）は年0.01％
（税引後0.0079％）です。最新の金利および１０万米ドル相当額以上の場合のパーソナル外貨定期預金の金利については、店頭または当行ホーム
ページでご確認ください。○当行で実施するキャンペーンや期間限定サービス等とは併用できない場合があります。○税引後利率は、小数点以下第
４位未満を切り捨てて表示しています。また、上記税引後の利率や利息額は、20.315%の税率で計算しており、復興特別所得税が付加されております。

対象期間 2018年3月19日（月）～2018年6月29日（金）
円資金からのお預け入れによる外貨定期預金に、初回特別金利と為替手数料の優遇をご提供します。
さらに、同時に円定期預金をお申込の場合、円定期預金に初回特別金利をご提供します。

（税引後 年3.1874%）
2ヵ月もの
初回特別金利 年 %
当初2ヵ月（60日）間で得られるお利息（税引後）の計算例
3万米ドル×3.1874％（税引後）×60/365日=157.18米ドル

米ドル
外 貨 定 期 預 金

お預入金額:3万米ドル以上 （税引後 年3.1874%）
当初2ヵ月（60日）間で得られるお利息（税引後）の計算例
お預入金額:3万豪ドル以上

さらに同時のお申込で 

円定期預金
上記円定期預金の初回特別金利は、外貨定期預金と円定期預金を同時にお申し込みいただいた場合に限ります。

豪ドル

外貨の扉 
〈トビラ〉

本商品の詳細、および外貨預金に関するご留意点についてくわしくは、裏面を必ずご覧ください。

今後、予告なく上記内容の変更、継続、または取扱を中止する場合がございます。

麻布十番
支店限定

さらに、麻布十番支店の店頭窓口でお申し込みいただき、かつ上記対象期間中にお預け入れの
手続を完了されたお客さまに対して、為替手数料（片道）を無料とさせていただきます。

年 %2ヵ月もの
初回特別金利

3万豪ドル×3.1874％（税引後）×60/365日=157.18豪ドル

本キャンペーン預入時
の為替手数料
（円資金からのお預け入れ）

通常の店頭の為替手数料
50,000米ドル×1円／1米ドル
＝50,000円

当初2ヵ月（60日）間で得られるお利息（税引後）の計算例
500万円×0.7968％（税引後）×60/365日＝6,549円

（税引後
  年0.7968%）

初回特別金利
2ヵ月もの

個人のお客さま対象 店頭窓口のみの受付

3万米ドルをお預け入れの場合の
為替手数料（片道）の計算例 US$30,000×0.5円＝15,000円

本商品預入時の為替手数料
（円資金からのお預け入れ）

通常の店頭の為替手数料 1.0円

円0.5

為替手数料優遇（本商品預入時） 1米ドルあたり

3万豪ドルをお預け入れの場合の
為替手数料（片道）の計算例 A$30,000×1.25円＝37,500円

本商品預入時の為替手数料
（円資金からのお預け入れ）

通常の店頭の為替手数料 2.5円

円1.25

為替手数料優遇（本商品預入時） 1豪ドルあたり

外貨定期預金の
お預入金額まで
お申し込みいただけます

麻布十番支店の店頭窓口でお申し込みいただいた場合／お預入金額が500万円以上、3億円以内

本キャンペーン預入時
の為替手数料
（円資金からのお預け入れ）

通常の店頭の為替手数料
62,500豪ドル×2.5円／1豪ドル
＝156,250円 円0円0

為替手数料無料（本キャンペーン預入時）
〈1米ドル100円 50,000米ドルお預け入れの場合〉 〈1豪ドル80円 62,500豪ドルお預け入れの場合〉

麻 布 十 番 支 店
オ ー プ ン 記 念

為替手数料
無料キャンペーン

外貨定期預金のみのお預け入れも可能

麻布
十番支店
限定

外貨定期預金を円貨に替える際は通常の為替手数料（1米ドルあたり片道1円、１豪ドルあたり片道2.5円）がかかります。
本商品の初回特別金利の受取利息より為替手数料（片道）が大きくなる場合があり、外国為替相場に変動がない場合でも、満期時における円貨額
（利息額含む）がお預入時の円貨額を下回り、「元本割れ」が生じるリスクがあります。
SMBCダイレクト（インターネット・モバイルバンキング）の外貨預金のお取引の場合、為替手数料は店頭の半額となります。また、SMBCダイレクト
では外国為替相場や適用金利も店頭でのお預け入れと異なるため、お申込時の状況によっては本商品よりも有利になる場合があります。

4.0 4.0

年 %1.0



個人のお客さま（屋号付口座でのお申込はできません）対象となるお客さま

当行の店頭窓口でのお申込に限ります。
※ＳＭＢＣダイレクトではお申し込みできません。なお、ＳＭＢＣダイレクト（インターネット・モバイルバンキング）の外貨預金のお取引の
場合、為替手数料は店頭の半額となります。また、ＳＭＢＣダイレクトでは外国為替相場や適用金利も店頭でのお預け入れと異なる
ため、お申込時の状況によっては本商品よりも有利になる場合があります。

お申込方法

ご利用条件

パーソナル外貨定期預金対象商品

外貨定期預金

円定期預金

対象商品

米ドル・豪ドル円資金からのお預け入れ  ※外貨資金からのお預け入れは対象となりません。対象となる資金

※外貨預金の店頭での為替手数料は通常1米ドルあたり片道1円、１豪ドルあたり片道2.5円です。
※本商品の為替手数料の割引は、円資金を外貨預金にお預け入れする場合にのみ適用します。
※本商品の初回特別金利の受取利息より為替手数料（片道）が大きくなる場合があり、外国為替相場に変動がない場合でも、満期時
における円貨額（利息額含む）がお預入時の円貨額を下回り、「元本割れ」が生じるリスクがあります。

スーパー定期：1円以上1円単位（総合口座でご利用の場合は、1万円以上1円単位）　　大口定期：1,000万円以上1円単位
※ただし、円定期預金のお預入金額は、外貨定期預金のお預入金額の円換算金額を上限とします。お預入上限金額は、当行所定の
レートにて判定します。実際に外貨定期預金をお預け入れいただくレートとは異なる場合がございます。

為替手数料

○海外の金融機関から当行への海外送金の場合、お客さまに資金内容の確認を行う場合があります。確認後、お口座に入金いたし
ます。○当行に振込・送金していただく際に他の金融機関へ支払う手数料等や、海外の金融機関から当行への海外送金があった
際に当行にお支払いいただく手数料等については、お客さまに負担していただくことになります。お手続方法や、書類の記入方法は
お手続きされる金融機関により異なります。くわしくは、お手続きされる金融機関にご確認ください。○当行で実施する他の外貨預金
のキャンペーン、為替手数料割引、外国関係手数料割引等との併用はできません。○当行に新たに口座を開設されるお客さまは、
ご本人さま確認書類（運転免許証・旅券等の顔写真付書類）をご用意ください。顔写真付の書類をお持ちでない場合には、あわせて
公共料金領収書等の書類をご提示いただく等、当行所定の方法により、ご本人さまの確認をさせていただきます。○海外送金や
小切手等でのお預け入れは、普通預金口座に入金するまで時間がかかる場合があります。本商品のご利用にあたっては余裕を
持ったお手続をお願いいたします。○本商品を適用する際は、店頭窓口に本商品により外貨定期預金や円定期預金を作成する旨を
お申し出てください。○今後予告なく商品の内容を変更、継続、または取扱を中止することがあります。○ご利用条件を満たさない
場合は、ご利用いただくことができません。○税引後利率は、小数点以下第4位未満を切り捨てて表示しています。○上記税引後の
税率は、20.315%で計算しており、復興特別所得税が付加されております。

ご留意点

・3万米ドル以上（1補助通貨単位）　・3万豪ドル以上（1補助通貨単位）
※1件あたりのお預入金額は3万通貨単位以上となります。
※100万米ドル相当額以上の場合、分割でのお預入となります。

・やむを得ず中途解約する場合は、上記金利は適用されず、解約日の当該外国通貨の普通預金利率を適用します。
・上記の初回特別金利は当初お預入期間2ヵ月のみの適用となります。パーソナル外貨定期預金の自動継続時は、満期日当日
の2ヵ月ものの店頭金利で自動継続されます。

お預入金額

米ドル  初回特別金利　
2ヵ月もの  年4.0%（税引後 年3.1874%）

豪ドル  初回特別金利
2ヵ月もの  年4.0%（税引後 年3.1874%）

適用金利

キャンペーン名

対象期間
【麻布十番支店オープン記念】外貨の扉〈トビラ〉為替手数料無料キャンペーン

【外貨預金に関するご留意点】
○ご検討にあたっては、最新の「商品説明書」を必ずご覧ください。「商品説明書」は当行本支店等にご用意しています。○外貨預金には、為替変動リスクが
あります。外国為替相場の動向等によっては、払戻時の円貨額がお預入時の円貨額を下回る等、「元本割れ」が生じるリスクがあります。○TTSレート（円貨
から外貨に替えるレート）とTTBレート（外貨から円貨に替えるレート）には差（米ドルであれば1米ドルあたり2円）がありますので、外国為替相場に変動がない
場合でも、払戻時の円貨額がお預入時の円貨額を下回り、「元本割れ」が生じるリスクがあります。○TTSレートとTTBレートの差は往復の為替手数料に
相当し、相場公表通貨における差は1通貨単位あたり最大16円です。○外貨によるお預け入れまたはお引き出しの際には原則、手数料がかかります。外貨
現金の場合、たとえば米ドルであれば1米ドルあたり2円かかります。送金等その他の手数料については、お取引内容により異なりますので、あらかじめ表示する
ことができません。○その他の通貨におけるTTSレートとTTBレートの差および外貨現金の取扱手数料等は、前記とは異なりますので窓口までお問い合わせ
ください。○外貨預金は、預金保険の対象外です。預金保険については窓口までお問い合わせください。○インターネットバンキング・モバイルバンキング・
テレホンバンキング（SMBCダイレクト）での外貨預金取引は、20歳以上の方に限ります。○SMBCダイレクト ライトをご利用のお客さまは、インターネット
バンキング・モバイルバンキング（SMBCダイレクト）での外貨預金取引は残高・明細照会のみご利用いただけます。預入・解約等はご利用いただけません。

（2018年●月●日現在）

自動継続・自動解約　
※自動継続の場合、満期日までに継続を停止するお申出がない場合には、満期日に当初預入時と同じお預入期間で自動継続します。

2ヵ月もの 年1.0%（税引後 年0.7968%）　
※自動継続後の適用金利は、満期日当日の店頭金利が適用となります（初回特別金利は適用されません）。
※中途解約の場合､初回特別金利は適用されず､解約日まで所定の中途解約利率が適用となります。

自動継続型（元利継続型、利払式）
※満期日までに継続を停止するお申出がない場合には、満期日に当初預入時と同じお預入期間で自動継続します。
※10億円以上のお預け入れの場合は、満期自動解約型となります。

満期日の取扱

お預入金額

適用金利

満期日の取扱

円資金からのお預け入れによる外貨定期預金に、初回特別金利と為替手数料の優遇をご提供します。
さらに、外貨定期預金と同時に円定期預金をお申込の場合、円定期預金に初回特別金利をご提供します。
※外貨定期預金のみのお申込も可能です。ただし、円定期預金のみのお申込はできません。 
※外貨定期預金と円定期預金は必ず同時にお申し込みください。外貨定期預金をお申し込みされ、後日、円定期預金をお申し込み
いただくことはできません。
※何度でもお申し込みいただけます。

2ヵ月お預入期間

2ヵ月お預入期間
対象通貨

スーパー定期・大口定期

2018年3月19日（月）～2018年6月29日（金）　※左記期間中にお預け入れのお手続が完了していることが必要です。

1米ドルあたり：片道0.5円　１豪ドルあたり：片道1.25円
【麻布十番支店の店頭窓口でお申し込みいただいた場合】
おひとりさまあたり各通貨500万円以上、3億円以内をお預け入れの場合
1米ドルあたり：片道0円　１豪ドルあたり：片道0円

本キャンペーンの条件・ご留意点等 三井住友銀行 麻布十番支店は
「予約制」です

スマートフォン
（タブレット端末）で パソコンで

ご来店いただく際には、事前に、 お電話 、 スマートフォン 、 パソコン で
ご来店予約をお願いします。お待ちいただくことなく、ご相談・お手続きいただけます。

お電話で
三井住友銀行 麻布十番支店（お問い合わせ：平日9：00～17：00）

QRコードから
予約できます

お客さま情報を入力いただき、お好きなパスワードを設定してください。

入力内容をご確認いただいたら、申込完了です。

来 店したいご 希 望 の日時を選 んでください

ご相談の内容に応じて、
来店予約ボタンをタップしてください

ページが進むと、ご相談内容とご相談店舗（麻布十番支店）は
すでに選択されています。

ご希望の日にちをチェック ご希望の時間帯をチェック

TEL：03 -3453 -5301

SMBC 来店予約

1 .  日にちを選択してください 2 .  時間帯を選択してください

店舗を選択してください
“店舗を選択する”ボタンをクリックすると店舗検索ページが立ち上がり
ますので“キーワードから探す”で「麻布十番」を入力いただき、「麻布
十番支店」を指定してください。

クリックしてください

いずれかをタップしてください

ご相談内容を選択してください

こちらにチェック※お手続の場合もこちらを選択ください。


