
大和証券は、大和ネクスト銀行を所属銀行とする銀行代理業として、「預金の受入れ」および「内国為替取引」を内容とする契約の締結の媒介を行います。

平成 27 年 6月 9 日

各 位

大和証券株式会社

株式会社大和ネクスト銀行

「外債・外貨預金セットプランキャンペーン」の 3ヶ月定期預金追加について

株式会社大和ネクスト銀行（以下、大和ネクスト銀行）および大和証券株式会社（以下、

大和証券）が現在実施しております「外債・外貨預金セットプランキャンペーン」の特別

金利が適用される外貨定期預金に 3ヶ月定期預金を追加いたしますので、お知らせします。

記

１．キャンペーン内容に 3 ヶ月定期預金を追加

※太字部分が変更箇所

対象通貨 米ﾄﾞﾙ 豪ﾄﾞﾙ ＮＺﾄﾞﾙ 南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞ ﾄﾙｺﾘﾗ

対象期間 １ヶ月定期・3 ヶ月定期

1 ヶ月

特別金利

(税引後)

年利

5.00%

(3.984%)

10.00%

(7.968%)

10.00%

(7.968%)

18.00%

(14.343%)

18.00%

(14.343%)

3 ヶ月

特別金利

(税引後)

年利

1.80%

(1.434%)

5.00%

(3.984%)

5.00%

(3.984%)

8.00%

(6.374%)

8.00%

(6.374%)

預入金額 1 千米ドル以上

5 百万米ドル以下

（1 セント単位）

1 千豪ドル以上

5百万豪ドル以下

（1 セント単位）

1 千 NZ ドル以上

5 百万 NZ ドル以下

（1 セント単位）

1 万ランド以上

5千万ランド以下

（1 セント単位）

1 千リラ以上

1 千万リラ以下

（1 クルシュ単位）

受取利息

計算例

<米ドル定期預金：預入金額 1,000 米ドルの場合＞

1 ヶ月（30日の場合）；

1,000 米ドル×5.00%×30 日÷365 日×79.685%＝約 3.27 米ドル

3 ヶ月（90日の場合）；

1,000 米ドル×1.80%×90 日÷365 日×79.685%＝約 3.53 米ドル
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２．実施日

平成 27 年 6 月 10日（水）より 3 ヶ月定期預金を追加いたします。

※上記特別金利は、当初お預入れ期間のみの適用となります。初回満期日以降の利息は、満期時

「自動継続」の場合、継続後は、満期日（継続日）当日の同一通貨かつ同一期間の大和ネクスト

銀行所定の外貨定期預金金利（通常金利）が適用されます。平成 27 年 6 月 9 日現在の外貨定期

預金１ヶ月ものの通常金利は、米ドル年 0.23% (税引後年 0.183%) 、豪ドル年 1.80%（税引後年

1.434％）、ＮＺドル 3.10%(税引後年 2.470%)、南アフリカランド年 2.50% (税引後年 1.992%) 、

トルコリラ年 4.10% (税引後年 3.267%) 、3 ヶ月ものの通常金利は、米ドル年 0.23% (税引後年

0.183%) 、豪ドル年 1.80%（税引後年 1.434％）、ＮＺドル 3.10%(税引後年 2.470%)、南アフリ

カランド年 3.70% (税引後年 2.948%) 、トルコリラ年 4.10% (税引後年 3.267%) です。最新の通

常金利は、大和ネクスト銀行ホームページまたは大和証券の本・支店にてご確認ください。

３．お取り扱い窓口

  全国の大和証券本・支店限定（インターネットからのお預入れはできません。）

  ※お預入れに際しては、お取引店(本・支店)にてお申込ください。

４.キャンペーンの注意事項

 期間中であっても、キャンペーンによるお預入れ額が一定額に達した場合等で、

予告なく本キャンペーンを変更・終了する場合がございます。また、本キャンペ

ーンは延長させていただく場合がございます。

 インターネットでは、外貨預金の口座開設やお取引はできません。

 本キャンペーンの金利の適用に際しては、外貨定期預金のお預入れ時にお客さま

からのお申出が必要です。

 やむを得ず中途解約される場合は、大和ネクスト銀行所定のお手続きが必要です。

また、中途解約された場合、本キャンペーンによる金利は適用されず、大和ネク

スト銀行所定の中途解約利率が適用されます。中途解約利率については、 大和ネ

クスト銀行のホームページまたは大和証券の本・支店にてご確認ください。

 本キャンペーンを適用したご資金は、他のキャンペーン等の優遇サービスとの併

用はできません。

 インターネット経由の外貨建て債券注文および為替取引注文は対象外です。

５. 外貨預金に関するご留意点

 大和証券は、大和ネクスト銀行を所属銀行とする銀行代理業者として、「預金の受

入れ」および「内国為替取引」を内容とする契約の締結の媒介を行ないます。

 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、お受け取りの外

貨の円換算額が、当初外貨預金預入時の払い込み円換算額を下回る（円ベースで元

本割れとなる）リスクがあります。
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 外貨定期預金の初回満期日以降の利息は、満期時「自動解約」の場合は大和ネク

スト銀行所定の同一通貨の外貨普通預金金利が適用されます。

 外貨普通預金口座へのお預入れは、大和証券口座からの振り替え又は他の金融機

関からの外貨送金をご利用ください。大和ネクスト銀行に他の金融機関から直接

外貨を振り込む場合は、当該金融機関の振込手数料がかかります。別途、経由銀

行、中継銀行で支払銀行手数料が発生する場合は、受取金額より差し引かれる可

能性があります。

 外貨預金は預金保険の対象外です。

 外貨普通預金のお預入れに先立ち、大和証券において外貨を買付する際や、外貨

普通預金の払戻し後、大和証券において外貨を売却する際の為替レートには、ス

プレッドが含まれています。当該スプレッドにかかわらず、大和証券とお客さま

との間で為替レートについて別途合意した場合は、この限りではありません。

外貨普通預金のお預入れに先立ち、大和証券において外貨を買付する際や、外

貨普通預金の払戻し後、大和証券において外貨を売却する際の為替レートには、

スプレッド (大和証券が提示する「Ask (買値) と Bid (売値) の中値」と「Ask (買

値) または Bid (売値) 」の差額をいいます) が含まれています。スプレッドは、

1 米ドルあたり片道 50 銭、1豪ドルあたり片道 1 円、1ＮＺドルあたり片道 1 円、

1 南アフリカランドあたり片道 40 銭、1 トルコリラあたり片道 2 円です。上記ス

プレッドにかかわらず、大和証券とお客さまとの間で為替レートについて別途合

意した場合は、この限りではありません。 ※為替相場の変動などにより、変更す

る場合があります。

 「外貨定期預金」の払戻しはご本人名義かつ同一通貨の外貨普通預金口座への振

り替えに限ります。

 また、「外貨普通預金」の払戻しは、原則として、（1）ご本人名義の大和証券口座

への振り替えまたは（2）ご本人名義かつ同一通貨の外貨定期預金口座への振り替

えに限ります。

 大和ネクスト銀行の外貨普通預金口座から他の金融機関の外貨預金口座への送金

はご利用できませんのでご注意ください。

 商品に関する詳細は、大和ネクスト銀行のホームページまたは、大和証券の本・

支店にて外貨預金契約締結前交付書面（兼外貨預金等書面）兼商品概要説明書を

よくご覧ください。

 個人のお客さまの場合、金利には源泉分離課税 20.315％が課税されます。（マル優

制度はご利用いただけません。）また、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。
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６. お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

 外貨建て債券を募集・売出し等により、又は大和証券との相対取引により売買する

場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。

 外貨建て債券にかかる取引により取得した外国証券等をお預かりする場合には、別

途、口座管理料（通常、年間 3,240 円（税込））がかかります。

 外貨建て債券を円換算した価値は、利金・償還金として支払われる外貨の円に対す

る為替水準により上下いたしますので、これにより投資元本を割込むことがありま

す。

 外貨建て債券の価格は金利変動等により上下いたしますので、償還前に売却する場

合には、投資元本を割込むことがあります。

 外貨建て債券の発行者または保証者および利金・償還金として支払われる外貨発行

国の経営・国情・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、

投資元本を割込むことがあります。

７.ご投資にあたっての留意点

 お取引にあたっては、「目論見書」および「外貨建て債券の契約締結前交付書面」を

よくお読みください。

 目論見書のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。なお、目論見

書がない銘柄もございます。

以 上


