
 

2021年 12月 27日 

各 位 

 

「米ドル金利上乗せキャンペーン」を開始します！ 
～いよぎんダイレクトでいつでもどこでもお得で便利に～ 

 
株式会社伊予銀行（頭取 三好 賢治）は、「米ドル金利上乗せキャンペーン」を開始しますので、

下記のとおりお知らせいたします。 

このキャンペーンでは個人のお客さまを対象とし、キャンペーン期間中に円貨から米ドルを預け入

れいただいた特典として、金利と店頭預入時の為替手数料を優遇いたします。いよぎんダイレクトで

のお預け入れも可能で、非対面・非接触で世界の基軸通貨である米ドルを保有することができます。 

当行は、お客さまのニーズに合った商品・サービスをご案内し、資産運用を応援します。 

 

記 

○キャンペーン期間 

 2022年 1月 4日（火）～2022年 3月 31日（木）  

 

○「米ドル金利上乗せキャンペーン」 

項  目 内  容 

キャンペーン名 米ドル金利上乗せキャンペーン 

対象の方 20歳以上の個人 

通  貨 米ドル 

預入原資 円貨からの預け入れ限定 

種  類 自動継続（元加式のみ） 

預け入れ方法 いよぎんダイレクト 店頭 

金  額 500米ドル以上 10,000米ドル以上 

預入期間・金利 

（通常：年0.05%） 

1か月 年 10.0% － 

3か月 年 3.5% 年 3.5% 

6か月 年 2.0% 年 2.0% 

１年 年 1.5％ 年 1.5％ 

預け入れ時の為替手数料 

（円→米ドル） 
1米ドルにつき50銭 1米ドルにつき50銭（通常：1円） 

※支払い時の為替手数料（米ドル→円）についてはお預け入れ方法を問わず、店頭の場合１米ドルに

つき1円、いよぎんダイレクトの場合1米ドルにつき50銭となります。 

※詳細は別紙をご参照ください。 

以 上 

   

【本件に関するお問い合わせ】 伊予銀行個人コンサルティング部（担当：北原） TEL（089）907-1073 
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■キャンペーン詳細

外貨利息額 10,000米ドル×1.5％＝150米ドル
税引後外貨利息額 150米ドルー（150米ドル×15.315％+150米ドル×5％）＝119.53米ドル
税引後外貨元利金 10,000米ドル+119.53米ドル＝10,119.53米ドル

ご利用いただける方
預入形態
通貨

預入原資
満期時のお取り扱い
最低預入金額

お預け入れ時の為替手数料（1米ドルあたり）

いよぎんダイレクト
20歳以上の個人
外貨定期預金
米ドル

円貨からのお預け入れ
自動継続（元加式のみ）

500米ドル
10.0%
3.5%
2.0%
1.5％
50銭

お預け入れ方法
店頭

20歳以上の個人
外貨定期預金
米ドル

円貨からのお預け入れ
自動継続（元加式のみ）
10,000米ドル

－
3.5%
2.0%
1.5％
50銭

預入期間
金利

１か月
３か月
６か月
1年

■当初お預け入れ金額10,000米ドル、金利1.5％、期間1年のお利息計算例

商 号 等 ： 株式会社伊予銀行（登録金融機関）
登録番号 ： 四国財務局長（登金）第2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

インターネットバンキング
（いよぎんダイレクト）

500米ドル以上
お預け入れ時の為替手数料（1米ドルあたり） いつでも50銭

期間1か月

年10.0%
（税引後 7.968%）

通常 年0.05％
（税引後 0.039％）

期間3か月

年3.5%
（税引後 2.789%）

通常 年0.05％
（税引後 0.039％）

期間6か月

年2.0%
（税引後 1.593%）

通常 年0.05％
（税引後 0.039％）

期間1年

年1.5%
（税引後 1.195%）

通常 年0.05％
（税引後 0.039％）

少額から始められる！
※お支払い時の為替手数料はお預け入れ方法を問わず店頭の
場合は１米ドルにつき1円、インターネットバンキング（いよぎ
んダイレクト）の場合1米ドルにつき50銭となります。
※特別金利は、初回お預け入れ期間のみ適用となります（具体的
な計算例は下部をご参照下さい。）。満期日にご継続いただい
た後の適用利率は、満期日時点（満期日が銀行休業日の場合
は翌営業日）の店頭表示利率とさせていただきます。
※税引後の金利は、小数点第3位未満を切り捨てて表示してお
ります。

※いよぎんダイレクトのスマートフォン版では外貨預金のお取り扱いメニューが
表示されません。スマートフォンからご利用いただく場合もパソコン版を表示
してご利用ください。

キャンペーン
特設サイトは
こちらから！！

預入金額

店 頭

10,000米ドル以上
お預け入れ時の為替手数料（1米ドルあたり） 通常1円→50銭

期間3か月

年3.5%
（税引後 2.789%）

通常 年0.05％
（税引後 0.039％）

期間6か月

年2.0%
（税引後 1.593%）

通常 年0.05％
（税引後 0.039％）

期間1年

年1.5%
（税引後 1.195%）

通常 年0.05％
（税引後 0.039％）

預入金額

キャンペーン
上 乗 せ利金
ド ル米

2022年1月4日（火）～2022年3月31日（木）

ためる・ふやす



（２０２２年１月4日現在）

●市場環境の変化等により、キャンペーン内容・条件を変更する場合やキャンペーンの取り扱いを中止する場合があります。
●本キャンペーンをご利用いただける期間は以下の通りです。
　①店頭によるお預け入れの場合 2022年1月4日（火）9時～2022年3月31日（木）15時　※銀行休業日を除きます。
　②「いよぎんダイレクト」によるお預け入れの場合　2021年12月30日（木）15時～2022年3月31日（木）15時
　　※土日祝日を含め原則24時間ご利用いただけますが、システムメンテナンス等の理由によりご利用いただけない場合がございます。
●本キャンペーンによる特別金利の適用は当行の円預金口座からの振替によるお預け入れに限ります。
●お預け入れの通貨は「米ドル」に限ります。
●店頭でのお預け入れは「通帳式」に限ります。
●「いよぎんダイレクト」で外貨定期預金口座を開設する場合、通帳は発行いたしません。通帳が必要な場合は、事前に「いよぎんダイレクト」にご登録いただいた通帳式の外貨定期預金
口座へお預け入れいただくか、「いよぎんダイレクト」で口座開設した後に、当行本支店窓口において、当行所定の手続きにより発行いたします。
●店頭でお預け入れいただく場合の為替手数料は、お預け入れ時のみ1米ドルにつき50銭とします。お支払い（円に交換する）いただく場合は、通常の1米ドルにつき1円とします。
　※「いよぎんダイレクト」でお預け入れおよびお支払い（円に交換）する場合、為替手数料はそれぞれ1米ドルにつき50銭でお手続きできます。
●満期日以降は元加継続（お利息を元金に組み入れて自動継続）となります。自動継続時に適用される金利は満期日（満期日が銀行休業日の場合は翌銀行営業日）の店頭表示利率とさせ
ていただきます。
●やむを得ず中途解約する場合は、お預け入れ日から中途解約日までの適用金利は、中途解約日における米ドルの外貨普通預金の金利となります。
●店頭に説明書（外貨定期預金 契約締結前交付書面（兼外貨預金等書面））をご用意しています。

キャンペーンに関するご留意事項

●外貨預金は為替相場の変動により為替差損が生じ、お引き出しの円貨額がお預け入れ時の払い込み円貨額を下回るリスク（為替変動リスク）があります。
●円を外貨にする際（お預け入れ時）および外貨を円にする際（お引き出し時）はそれぞれ為替手数料（例えば１米ドルにつき１円）がかかります。（お預け入れおよびお引き出しの際は、為
替手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTS(お預け入れ時適用相場)、TTＢ（お引き出し時適用相場）をそれぞれ適用します。）したがって、為替相場に変動がない場合でも、往復
の為替手数料（お預け入れ時とお引き出し時の合計で、例えば1米ドルにつき2円）がかかるため、お引き出し時の円貨額がお預け入れ時の払い込み円貨額を下回るなど、元本割れが生
じる場合があります。
●外貨預金は預金保険の対象ではありません。
●外貨定期預金をやむを得ず中途解約する場合は、お預け入れ日から中途解約日までの適用金利は、中途解約日における当該通貨建ての外貨普通預金の金利となります。
●外貨預金の利息部分については、個人のお客さまは20.315％（国税15.315％、地方税5％）が源泉分離課税され、法人のお客さまは15.315％（国税15.315％）が総合課税されます。

外貨預金に関するご留意事項

●いよぎんダイレクトのスマートフォン版では外貨預金のお取り扱いメニューが表示されません。スマートフォンからご利用いただく場合もパソコン版を表示してご利用ください。
●土・日・祝日を含めて原則24時間お取り扱いいただけます。銀行営業日の0：00～15：00までに申込受付したお取り引きは当日公表相場でお取り引きが成立いたします。銀行営業日の
15：00～24：00および銀行休業日に申込受付したお取り引きは翌銀行営業日のお取り引きを予約いたします。
　※システムメンテナンスのため、次の時間帯等はお取り扱いできません。
　①毎日23：55～翌日0：05　　②毎月第２・第３日曜日23：00～翌月曜日7：00
　※銀行営業日の9：00～相場公表時刻（米ドルは10：15頃、その他の通貨は11：00頃となります。）までは各種照会のみのお取り扱いとなります。
　※上記以外にもシステムメンテナンスが必要となった場合には、ご利用いただけない場合がございます。
●一営業日当たりのお預け入れ上限は100,000通貨までとなっております。
　※インターネット外貨普通預金との累計
　※累計外貨額の集計単位：銀行営業日15：00～翌銀行営業日15：00
●インターネット外貨預金での外貨普通預金の口座開設および外貨定期預金の口座開設・預け入れの場合は、銀行法施行規則第１４条の１１の８第１項第１号の規定により、外貨普通預金
および外貨定期預金の契約締結前交付書面および契約締結時交付書面を電磁的方法により交付致します。契約締結前交付書面については、口座開設前に表示される「重要事項確認」
画面においてPDF化した書面をお客さまがダウンロードする方法（同号ロ）により交付し、契約締結時交付書面については「いよぎんダイレクト」外貨預金メニューの「交付書面、計算書
等の照会」画面においてPDF化した書面をお客さまの閲覧に供する方法（同号ハ）により交付いたします。

インターネット外貨預金に関するご留意事項

●いよぎんダイレクトのインターネット申込は、普通預金のキャッシュカードをお持ちの個人のお客さまが対象となります。
その他のご留意事項

土・日・祝日を含め、原則24時間いつでもお取り引きいただけます！！便利

■サービス内容

普通・定期預金

相場許容変動幅が設定できます。
相場許容変動幅の設定 ※お取引日の適用相場が公表されていない時間帯では、相場許容変動幅を設定いただくことで、公表された適用相場が設定

範囲を超えて不利となる場合は、お取り引きを自動的にキャンセルします。

外貨預金の口座開設・預入・払戻・各種照会がご利用いただけます。
※登録口座としてお届けいただける外貨預金口座は、通帳式に限ります。
※外貨預金のお預け入れは20歳以上の方に限ります。

■サービス時間 銀行営業日0：00～15：00の受付分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当日扱い
 銀行営業日15：00～24：00、土・日・祝日の受付分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・翌営業日扱い

インターネット外貨預金の為替手数料がいつでも割引されます！！お得
※窓口でのお取り引きと比べてお得です。
　米ドルの場合　お預け入れ時 ： 50銭（店頭1円）　お支払い時 : 50銭（店頭1円）

で外貨預金の
お取り引きしませんか？？

個人のお客さま向けインターネットバンキング

「ホームページ」から申込み
できます！！（書面手続き不要）
※普通預金のキャッシュ
カードをお持ちのお客さ
まが対象です。

いよぎんダイレクト

R-03

いよぎん投信デスク
「キャンペーン」「外貨預金」「いよぎんダイレクトのサービス内容」は

受付時間/9：00～17：00（銀行休業日は除きます）
０１２０-75-1444

「いよぎんダイレクト」会員専用ヘルプデスク
「いよぎんダイレクトの操作について」は

受付時間／ 平日 9：00～21：00
 休日（土・日・祝） 9：00～17：00

０１２０-１４-0680

お問い合わせは、お近くの〈いよぎん〉の窓口または

※システムメンテナンス等の理由によりご利用いただけない場合がございます。
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