
2023年4月3日現在

ちば興銀コンタクトセンター

0120-89-7850
バン クは チ バ コ ウ

平日 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

携帯電話からはこちら

（通話料はお客さま負担）（音声ガイダンス2番）
043-203-4612

ちば興銀ホームページ

www.chibakogyo-bank.co.jp

※くわしくは、当行本支店窓口におたずねいただくか、
ホームページをご覧ください

検 索ちば興銀

いつでもお預入れ、お引出しができる外貨普通預金です。
□外貨普通預金の商品概要

米ドル、ユーロ、オーストラリア・ドル、ニュージーランド・ドル、英ポンド、中国元
※ATMでの英ポンド、中国元のお預入はできません

定めはございません

お預入通貨

お預入期間

各1補助通貨単位　※ATMでのお取引時は1回あたり1通貨以上5万通貨未満となりますお預入金額

●外貨利息は２０．３１５％（国税１５．３１５％、地方税５％）の源泉分離課税となります
●為替差益は雑所得として総合課税となります税金（※）

ご注意

お利息
毎日の当行所定の利率を適用いたします

毎日の最終残高について、1年を365日として日割計算します
各1補助通貨単位

〈適用利率〉
〈お利息の計算方法〉
〈付利単位〉

お預入・
お引出方法

●マル優のお取扱いはできません●入出金時に所定の外国為替手数料をご負担いただ
きます●為替変動によってはお引出時の円貨額がお預入時の円貨額を下回り、元本割
れとなる可能性もあります●当預金は、預金保険の対象外となります

自動継続される外貨定期預金です。
□コスモス・リレー外貨定期預金の商品概要

米ドル、ユーロ、オーストラリア・ドル、ニュージーランド・ドル、英ポンド
※ATMでの英ポンドのお預入はできません

1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年の中からお選びいただけます

お預入通貨

お預入期間

100通貨以上　※ニュージーランド・ドル、英ポンドは10,000通貨以上お預入金額

為替予約

中途解約

税金（※）

ご注意

お利息

お預入・
お引出方法

●外貨利息は２０．３１５％（国税１５．３１５％、地方税５％）の源泉分離課税となります
●為替差益は雑所得として総合課税となります

金額、お預入期間ごとに当行所定の方法で算出した固定金利を適用します
　　　　1年365日の日割り計算でお利息を計算します
各1通貨単位

〈適用利率〉
〈お利息の計算方法〉
〈付利単位〉

円貨による一括お預入れを基本とさせていただきますが、外貨普通
預金からのお預入れも可能です
満期日に元利金を円貨に転換して一括でのお引出しを基本とさせて
いただきますが、外貨普通預金へのご入金も可能です
※ATMでの外貨普通預金からのお預入れはできません

〈お預入方法〉

〈お引出方法〉

●マル優のお取扱いはできません●入出金時に所定の外国為替手数料をご負担いただき
ます●為替変動によっては満期日の解約時の円貨額がお預入時の円貨額を下回り、元本
割れとなる可能性もあります●当預金は、預金保険の対象外となります

満期日の為替レートを予約できます
●受付は満期日の2営業日前までとさせていただきます●自動継続の場合は、継続停止後
のお取扱いとなります●元金の一部または分割予約はできません●一度締結した予約は
取消せません

●原則的に中途解約はできません●当行がやむを得ないと認めた場合は、当行所定のコス
トをご負担いただき、お預入時にさかのぼって当該通貨の普通預金金利を適用します

●中面1頁目に記載の「外貨預金に関するご注意」を必ずご一読ください。
※法人のお客さまのお利息は総合課税となります、くわしくはお客さまご自身で税務署や公認会計士・監査法人・
税理士その他専門家にご相談ください。

随時お預け入れいただけます
随時お引き出しいただけます

〈お預入方法〉
〈お引出方法〉



□外貨預金ATMサービスの概要

外貨預金ATMサービスのご利用には、あらかじめキャッシュカード付きの普通預金、外貨普通預金、外貨
定期預金の口座開設が必要です。
ATM操作は預金者ご本人さまが行ってください。
円貨、外貨ともに現金でのお取扱いはいたしません。
お取扱いは当行のATMであれば、お取引店の制限はありません。
外貨普通預金から外貨定期預金へのお預入れ（外貨→外貨）はお取扱いしておりません。
満期日当日の解約予約はできません。また、解約予約分の為替相場は、満期日当日の相場になります。
外貨定期預金の満期元利金をキャッシュカードの口座以外（外貨普通預金口座など）に入金する場合は、
あらかじめお取引店窓口においてお手続きが必要です。
ATMでの外貨普通預金、外貨定期預金の通帳繰越はお取り扱いたしませんので、お取引店の窓口まで
お越しください。
ATMでは、外貨定期預金の先物為替予約相場の利用はできません。

●

●
●
●
●
●
●

●

●

ATMのお取扱に関するご注意

外貨普通預金に
関するお取引き

外貨普通預金通帳、普通預金キャッシュカード
（いずれも同一名義人さまのものに限ります）

外貨定期預金に
関するお取引き

外貨定期預金通帳、普通預金キャッシュカード
（いずれも同一名義人さまのものに限ります）

ご用意いただくもの

米ドル 午前10時30分～午後4時（銀行休業日を除く）

ユーロ、オーストラリア・ドル、
ニュージーランド・ドル

午前11時頃～午後4時（銀行休業日を除く）

ご利用時間

ご利用いただける方
当行で外貨預金取引をいただいている個人の方

お取引内容

お取引金額

キャッシュカードの口座から外貨普通預
金の口座へ振替入金ができます。

お取扱通貨 米ドル、ユーロ、オーストラリア・ドル・ニュージーランド・ドルのみ
（その他通貨は、お取り扱いできません）

お預入期間

お取扱内容
コスモス・リレー外貨定期預金外貨普通預金

外貨普通預金へのお振替（円→外貨）
キャッシュカードの口座から振替にて外
貨定期預金のお預入れができます。

定めはございません。 1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年

外貨および円貨のどちらでもご指定いただけます。

外貨定期預金お預入れ（円→外貨）

外貨普通預金の口座からキャッシュカー
ドの口座へ振替入金ができます。

外貨普通預金からのお振替（外貨→円）
外貨定期預金の満期元利金をご指定
の口座に入金するご予約ができます。

外貨定期預金解約予約

外貨普通預金、外貨定期預金の通帳記入ができます。
通帳記入

１回あたり１通貨以上5万通貨未満 1回あたり100通貨以上10万通貨未満
※ニュージーランド・ドルは10,000通貨以上10万通貨未満

米ドル、ユーロ、オーストラリア・ドル、ニュージーランド・ドルの
当日のTTS、TTB（当行所定）がご覧になれます。

為替相場照会

「外貨普通預金へのお振替」（円→外貨）、「外貨定期預金のお預入れ」（円→外貨）
については、キャッシュカードの1日の利用限度額以内となります。
外貨でのご指定については、補助通貨のご指定はできません。

※

※

外貨預金に関するご注意

●外貨定期預金のお引出金額で外貨建て送金を行う場合、①と②の合計

額を手数料としていただきます。

① 送金手数料＋支払銀行手数料（依頼人負担の場合）

② 送金金額の１／２０％×ＴＴＳレート（最低１,５００円）

　　　※ ②は国内向けの場合無料です。

●外貨定期預金は原則として、中途解約できません。当行がやむを得ない

と認めた場合は、解約コストをご負担いただき、お預入時に遡って、当該

通貨の普通預金金利を適用します。また、金融情勢によっては清算金を

円貨にてお支払いいただく場合があり、元本を下回る場合があります。

●外貨預金は預金保険の対象ではありません。

●くわしくは店頭に用意しております説明書（契約締結前交付書面等）を

ご覧ください。

●円を外貨にする際（お預入時）、外貨を円にする場合（お引出

時）は手数料[例：1オーストラリア・ドルあたり片道2.5円、往復

5円（ＡＴＭ・ちば興銀ダイレクト利用の場合、片道1.25円、往復

2.5円）、1ニュージーランド・ドルあたり片道2.55円、往復5.10円

（ＡＴＭ・ちば興銀ダイレクト利用の場合、片道1.28円、往復

2.56円）、1ユーロあたり片道1.5円、往復3円（ＡＴＭ・ちば興銀

ダイレクト利用の場合、片道0.75円、往復1.5円）、1米ドルあた

り片道１円、往復2円（ＡＴＭ・ちば興銀ダイレクト利用の場合、

片道0.5円、往復1円）]がかかります。

●外貨預金は為替相場の変動により為替差損が生じ、受取時の

円貨額が預入時の払込円貨額を下回る元本割れの可能性が

あります。また、往復の為替手数料[例：1オーストラリア・ドルあ

たり5円（ＡＴＭ・ちば興銀ダイレクト利用の場合、2.5円）、1

ニュージーランド・ドルあたり5.10円（ＡＴＭ・ちば興銀ダイレクト

利用の場合、2.56円）、1ユーロあたり3円（ＡＴＭ・ちば興銀ダイ

レクト利用の場合1.5円）、1米ドルあたり2円（ＡＴＭ・ちば興銀

ダイレクト利用の場合1円）]がかかる為、為替相場に変動がな

い場合でも受取時の円貨額が預入時の払込円貨額を下回る

ことがあります。

ATMのタッチパネル操作で、外貨預金の
お振替やお預入れ、通帳記入が簡単にで
きます。

お近くのちば興銀ATMで、平日午後4
時までご利用可能。お取引店まで行か
なくても、空いた時間に安心してご利
用いただけます。

窓口よりも断然早くお取り引きいた
だけます。また、ATMでその日の振替
相場をご確認いただけますので、タイ
ムリーにお振り替えいただけます。

為替手数料は窓口でのお取扱いの半額※（米ドル片
道50銭、ユーロ片道75銭、オーストラリア・ドル片道1円
25銭、ニュージーランド・ドル片道1円28銭）となります。
※円→外貨、外貨→円それぞれに必要です。

※外貨定期預金解約予約および通帳記入は午前10時30分よりご利用いただけます。（ユーロ、オーストラリ
ア・ドル、ニュージーランド・ドル）※外貨定期預金の満期日当日は、相場確定後に自動継続いたしますので、記
帳が可能となるのが、午後以降となる場合があります。

※お取引きの内容によっては同一名義であってもお取り扱いできない場合がありますので、お取引店にご確認
ください。

株式会社 千葉興業銀行

1 2



操作は簡単 ！
タッチパネルの説明に従って操作を すすめてください。
迷わずスピーディーにお取引きがで きます

START

まずはじめに、　　　　　　　　　　 のボタンを押してください。

お取引内容のラインナップが表示されます。

ご希望のお取引内容のボタンを押してください。

お取引きが開始されます。ご希望のお取引内容のページを開き、

解説に従って操作を行ってください。

5ページへ外貨普通預金へのお振替

（円→外貨）A

7ページへ外貨普通預金からのお振替

（外貨→円）B

9ページへ外貨定期預金お預入れC

13ページへ外貨定期預金解約予約D
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1

外貨普通預金へのお振 替

（円→外貨）

A

ご希望の外貨の

為替相場を確認。

　　　　　　ボタンを押す。確認

2

3

お取引きにあたっての

注意事項を確認。

　　　　　ボタンを押す。確認

外貨普通預金通帳、普通預金キャッシュカードを

ATMへ入れ、暗証番号を入力。

4

5

6

画面に表示される

お取引内容のご確認。

　　　 　　ボタンを押す。確認

外貨普通預金通帳･普通預金キャッシュカード･

ご利用明細書をお受け取りください。

外貨普通預金通帳

普通預金キャッシュカード

●

●

ご用意いただくもの

※いずれも預金者ご本人さまの通帳、キャッシュカードに限ります。

お取引金額を

外貨または円貨で

指定したあと、

　　 　　　ボタンを押す。確認
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外貨普通預金からのお 振替

（外貨→円）

外貨普通預金通帳

普通預金キャッシュカード

●

●

ご用意いただくもの

※いずれも預金者ご本人さまの通帳、キャッシュカードに限ります。

ご希望の外貨の

為替相場を確認。

　　　　　 ボタンを押す。確認

お取引きにあたっての

注意事項を確認。

　　 　　　ボタンを押す。確認

外貨普通預金通帳、普通預金キャッシュカードを

ATMへ入れ、暗証番号を入力。

画面に表示される

お取引内容のご確認。

　　　 　　ボタンを押す。確認

外貨普通預金通帳･普通預金キャッシュカード・

ご利用明細書をお受け取りください。

お取引金額を

外貨または円貨で

指定したあと、

　　 　　　ボタンを押す。確認1

2

3

4

5

6
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外貨定期預金

お預入れ

C

外貨定期預金通帳

普通預金キャッシュカード

●

●

ご用意いただくもの

いずれも預金者ご本人さまの通帳、キャッシュカードに限ります。

ご希望の外貨の

為替相場を確認。

　　 　　　ボタンを押す。確認

1

2

2

お取引きにあたっての

注意事項を確認。

　　　　　ボタンを押す。確認

お取引きにあたっての

注意事項を確認。

　　　　　 ボタンを押す。確認

お取引きにあたっての

注意事項を確認。

　　　　　ボタンを押す。確認

画面に表示される

同意内容のご確認。

同意される場合は

ボタンを押す。

同意する

　　　　 　 　　　　　　　を押される場合は営業時間中に窓口で

お手続きください。

ＡＴＭ取引は同意された場合のみご利用いただけます。

同意しない

1.ＡＴＭによる取引のため、お預入れの都度、事前に本外

貨定期預金契約の概要やリスク等に関する説明書面（契

約締結前交付書面）は交付しないものとします。

2.お取引成立後、ご契約内容に関する書面（契約締結時交

付書面）は交付しないものとします。内容は通帳および

ご利用明細にてご確認ください。

同意内容

外貨普通預金からのお預入

はできません。

※
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外貨定期預金

お預入れ

C

外貨定期預金通帳、普通預金キャッシュカードを

ATMへ入れ、暗証番号を入力。

お取引金額を外貨

または円貨で指定。

3

4

適用利率を

ご確認のうえ、

お預入期間を選択。

1ヶ月

3ヶ月

6ヶ月

1年

5

選択可能な継続方法が表示されるので、

確認の上、キーを押す。

画面に表示されるお取引内容のご確認。

　　 　　　ボタンを押す。確認

6

8

7

外貨定期預金通帳･普通預金キャッシュカード・

ご利用明細書をお受け取りください。
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外貨定期預金

解約予約

D

外貨定期預金通帳

普通預金キャッシュカード

●

●

ご用意いただくもの

※いずれも預金者ご本人さまの通帳、キャッシュカードに限ります。

お取引きにあたっての

注意事項を確認。

　　　　　ボタンを押す。確認

確認

外貨定期預金通帳をご

覧になり、解約予約を

行う預入番号（５桁）を

入力。

　　　　　　ボタンを押す。

外貨定期預金通帳、普通預金キャッシュカードを

ATMへ入れ、暗証番号を入力。

外貨定期預金通帳･普通預金キャッシュカード・

ご利用明細書をお受け取りください。

画面に表示される

お取引内容のご確認。

　　    　ボタンを押す。確認

満期日に元金および

利息を入金する口座

を選択。

外貨定期預金の満期元利金を

キャッシュカードの口座以外(外貨

普通預金口座など）に入金する

場合は、あらかじめお取引店窓口

においてお手続きが必要です。

※

満期日当日の解約予約は

できません。また、解約予約

分の為替相場は、満期日

当日の相場になります。

※
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