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公正取引委員会からの排除命令および改善措置について 

 

 弊行は本日、公正取引委員会より、平成１８年８月から同年１０月まで使用していた、定期預金のひとつである

「パワード定期プラス」のチラシ（別紙１参照）について、不当景品類及び不当表示防止法第４条第１項第２項の

規定に違反（有利誤認）するとして、同法第６条第１項の規定に基づく排除命令を受けました。 

 

この排除命令の理由は、当該定期預金は、預金者との特約の内容により、表示された金利と異なる低い   

金利が適用される場合があるにもかかわらず、当該チラシにおいては、特定の特約設定レートにかかる一種類の 

金利のみを表示したことが、「当該定期預金の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利で

あると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがある」に該当すると 

判断されたものです。 

 

このような事態に至ったことについて、当行は、当行の広告表示チェック体制における消費者の視点からの反映が

不十分であったこと等が問題であったと考えております。お客さまをはじめ関係各位にご迷惑をおかけし深くお詫び 

申し上げます。 

 

本件に関し、当行が既に実施いたしました施策および今後の対策については下記の通りです。 

 

記 

 

（１） 当行では既に平成１８年１２月４日より、４種類の特約設定レートと金利の組み合わせを表示した    

チラシを使用し、違反状態は解消しております（別紙２参照）。 

（２） 平成１９年 1月より、「パワード定期プラス」のメリット・留意点（リスク）をおもて面に並列して表示するなど、

全く新しいタイプのチラシを使用しております（別紙３参照）。 

（３） 「パワード定期プラス」のお取引をいただいているお客さまへ、お知らせとお詫びの書面を早急にお送りする

予定です。 

（４） 今後､同様またはこれに類似した問題の発生を防止する措置を講じ、役職員に周知徹底いたします。 

（５） 追加的な再発防止策として、消費者の視点により当行の広告をチェックしていただく「消費者広告チェック 

制度」の創設（別紙４参照）など、広告チェック体制の見直しを実施してまいります。 

 

当行は、今回の排除命令を厳粛かつ真摯に受け止め、今後とも、消費者の視点に立った、よりわかりやすい 

広告表示に努めてまいります。         
                       以 上 

 

     

       お問い合わせ先 

新生銀行 広報部  

                                                  大高、内田   

                             Tel. 03-5511-5013   

N E W S  R E L E A S E



3.19
●元本は満期時に円または米ドルでお受け取り（いずれかの普通預金に入金）。
●上記の例における特約設定レートは「基準レート＝116.40円」です。2006年8月14日現在の条件に
　基づいた金利であり、市場動向により異なります。
　また、一年ごとのお受取利息額は計算日数により、変動します。

%

円・米ドルタイプ 

（税引後 年2.552%） 

たとえば、1,000万円お預け入れの場合 

255,000円 

3年間合計 

お受取利息 

お受取利息 

毎　年 
約 

765,000円 約 

特別定期預金（仕組預金） 

3年間 金利 年3.19％ 
パワード定期プラス 

インターネット：50万円以上　新生パワーコール（お電話）：250万円以上　店頭：250万円以上 預 入 金 額 

毎年円で好利息を受け取る定期預金 

（特約設定レート後決めタイプ） 

3年 
もの 

金利 

年 

本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ものと認め、中途解約に応じる場合、元本割れとなる場合があります。 

注意事項  

（税引後 年2.552%） 

（税引後） 

（税引後） 

パワード・定期プラス_表面_2006.08.18入稿 

別紙１-１



毎年しっかり円の好利息を受け取りたい。 

そんなご要望にお応えする「パワード定期プラス」。 

資産運用の入門編としておすすめの定期預金です。 

3年間、毎年円で好利息を受け取れ、 
満期金は円か米ドルで受け取る新タイプの定期預金。 

毎年円で好利息をお受け取りいただける好金利の定期預金 

期間は3年または5年。毎年の中間利払日には、お選びいただいた金利で利息を円でお受け取りいただけます。 

POINT

1

満期時に元金を円または米ドルでお受け取り （いずれかの普通預金に入金） POINT

2

1年ごとのお受取利息 
（毎年） 

500万円 
 約255,000円 

約127,000円 

約76,000円 

お預入金額 

約765,000円 

約382,000円 

約229,000円 300万円 
 

1,000万円 

お受取利息計算例（税引後） 

【パワード定期プラス（特約設定レート後決めタイプ）について】■パワード定期プラスは通貨オプションを内包しており、満期日の2営業日前の東京時間午後3時の円-米ドルの為替
レートが特約設定レートと同じか円安の場合、円で元金のお受け取り、円高の場合、円の元金を特約設定レートで米ドルに交換のうえでお受け取りとなり、それぞれの円普通預金、
外貨普通預金に入金されます。また、満期日以降は該当通貨の普通預金店頭表示金利が適用されます。■当行所定の条件（金利・期間・設定レートの組み合わせ）を
お選びいただけます。期間は3年または5年となります。■特約設定レートは「基準レート」「基準レート－5円」「基準レート－7.5円」「基準レート－10円」の中からお選びいただけます。
特約設定レートおよび適用金利は、後日送付される「確認書」でご確認いただきます。■特約設定レートの基準レートは設定日の当日、東京時間の午後3時に決定されます。
■本預金の中途解約は原則できません。当行がやむを得ないものと認め、満期前解約に応じる場合、満期前解約に伴い発生する解約日から満期日までの本預金の再構築額
およびそれに伴う費用を当行所定の計算により算出した金額を元本から差し引いたうえで、同口座の円普通預金へ入金します。この場合、当初預入金額を下回り、元本割れ
が生じる可能性があります。■満期時に米ドルでお受け取りとなり、その後円転する場合は、為替手数料（原則として片道1円・2006年8月14日現在のものであり、将来変更
となる場合があります。）を含む当行TTBレート（外貨から円貨への換算相場）が適用されます。このため、外貨でお受け取りとなった以降、為替変動がなかった場合でも
お受け取り金額は、外貨に交換された円の元金を下回ることがあります。■外貨でのお受け取りとなり、その後円転した場合、その為替相場によっては為替差損が生じ、当初
元本を割り込む可能性があります。■満期時に外貨での元金お受け取りとなった場合、預金保険の対象ではなくなります。■上記金利・利息は2006年8月14日現在、「特約設定
レート=基準レート=116.40円」の場合の条件を基に算出しています。金利および設定レートは市場動向により変動します。■店頭に説明書をご用意しています。 

2006-8

米ドル為替レートの推移 
ご参考 

過去約20年間の平均値 1米ドル=122.74円 

50

100

150

250

200

1986年1月 1990年1月 1995年1月 2000年1月 2005年1月 

満期日2営業日前の為替レートが特約設定レートと

同じか円安の場合は円で、円高の場合は特約設定

レートで米ドルに交換のうえ、元金のお受け取りと

なります。 

お申し込みの際は過去の為替レートの推移を

ご確認のうえ、お申し込みいただくことをおすすめ

いたします。 

商品イメージ図 

円安米ドル高 元金を円で 
お受け取り 

元金を円で 
お受け取り 

元金を米ドルで 
お受取り 円高米ドル安 

基準レート

特約設定レート

預入日の 
東京時間午後3時 

特約判定日（満期日の2営業日前）の 
東京時間午後3時 

※商品イメージ図は、新生銀行の為替相場観を示すものではありません。 
　お客さまのご判断でお申し込みください。 
※外貨現金のお引き出しはできません。外貨建て送金には、別途送金手数料が
かかります。 

3年もの 

この他に5年ものもございます。 

3年間のお受取利息合計 

※左記の例における特約設定レートは「基準レート＝116.40
円」です。2006年8月14日現在の条件に基づいた金利で
あり、市場動向により異なります。また、一年ごとのお受取
利息額は計算日数により、変動します。 

※利息は、毎年の中間利払日および満期日に分割して支払
われます。 

本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ものと認め、中途解約に応じる場合、元本割れとなる場合があります。 

注 意事項  

右のグラフは過去の実績を示すものであり、 
将来を予測するものでも、当行の為替相場観を 
示すものでもありません。（出所：ブルームバーグ） 

パワード・定期プラス_裏面_2006.08.18入稿 

別紙１-２



本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ものと認め、中途解約に応じる場合、元本割れとなる場合があります。 
また、市場の環境等によっては大きく元本割れする可能性もあります。 

円・米ドルタイプ 

＜満期後は円または米ドル普通預金店頭表示金利となります＞ 

詳しくは裏面をご覧ください。 

仕組預金（デリバティブ預金） 

3年間 金利 年3.02％ 
パワード定期プラス 

インターネット：50万円以上　新生パワーコール（お電話）：250万円以上　店頭：250万円以上 

満期金は円または米ドルで受け取る仕組預金 

（特約設定レート後決めタイプ） 

元本は満期時に円または米ドルでお受け取り 
（満期時の為替レートにより、当行が受け取り通貨を判定し、いずれかの普通預金に入金します。） 

注意事項  

（税引後 年2.416%） 

●満期時のお受け取り通貨は、満期日の2営業日前の実勢為替レートに基づき当行が判定
いたします。詳しくは裏面をご覧ください。

●米ドル普通預金に入金となった場合、その後円転する場合は、為替レートの変動により米
ドルに交換された円の元金を下回り、元本割れとなることがあります。
●米ドル普通預金に入金となった場合、その後円転する場合は、為替手数料（原則として片道
1円）を含む当行ＴＴＢレート（外貨から円貨への換算相場）が適用されるため為替レートの変
動がなかった場合でも、米ドルに交換された円の元金を下回り、元本割れとなることがあります。

●金利は2006年10月2日現在、「特約設定レート＝基準レート＝118.33円」の場合であり、
市場動向等により毎日変動します。

金利は2006年10月2日現在、「特約設定レート＝基準レート＝118.33円」の場合。
特約設定レートは原則として「基準レート」「基準レート －5円」「基準レート －7.5円」
「基準レート －10円」からお選びいただけます。また、特約設定レートにより金利が
変わります。（特約設定レート＝基準レート －10円＝108.33円の場合、金利は 年
1.04％（税引後 年0.832％）となります。） 

3.02
税引後  
年2.416%3年もの 

金利　年 

預 入 金 額 

今ならボーナス利息をプレゼント！ 詳しくは裏面へ。 
期間 

限定 

2006年12月8日（金）～2007年2月1日（木）まで 

別紙２-１



※金利・利息は2006年10月2日現在の条件に基づいたものであり、市場動向により毎日変動します。また、1年ごとのお受取利息は計算日数により変動します。 
※特約設定レートは原則として上記4つの条件よりお客さまがお選びいただけます。 
※3年ものの他に5年ものもございます（条件・金利は異なります）。 

本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ものと認め、中途解約に応じる場合、元本割れ
となる場合があります。また、市場の環境等によっては大きく元本割れする可能性もあります。申し込みに
あたっては、余裕資金を充当いただき、自己の資金繰り等に重大な支障をきたさないことをご確認ください。 

3年間、毎年円で利息を受け取れ、 
満期金は円か米ドルで受け取る新タイプの仕組預金。 

毎年円で利息をお受け取りいただける仕組預金 
期間は3年または5年。毎年の中間利払日には、お選びいただいた金利で計算した利息を 
円でお受け取りいただけます。 

POINT

1

満期時に元金は円または米ドルの普通預金に入金 POINT

2

【パワード定期プラス（特約設定レート後決めタイプ）について】■パワード定期プラスは通貨オプションを内包しており、満期日の2営業日前の東京
時間午後3時の円-米ドルの為替レートが特約設定レートと同じか円安の場合、円で元金のお受け取り、円高の場合、円の元金を特約設定レートで
米ドルに交換のうえでお受け取りとなり、それぞれの円普通預金、外貨普通預金に入金されます。■当行所定の条件（金利・期間・設定レートの組
み合わせ）をお選びいただけます。期間は3年または5年となります。■特約設定レートは原則として「基準レート」「基準レート －5円」「基準レート 
－7.5円」「基準レート －10円」の中からお選びいただけます。特約設定レートおよび適用金利は、後日送付される「確認書」でご確認いただけます。
■特約設定レートの基準レートは設定日の当日、東京時間の午後3時に決定されます。■本預金の中途解約は原則できません。当行がやむを得
ないものと認め、満期前解約に応じる場合、満期前解約に伴い発生する解約日から最終満期日までの本預金の再構築額およびそれに伴う費用を
当行所定の計算により算出した金額を元本から差し引いたうえで、同口座の円普通預金へ入金します。この場合、当初預入金額を下回り、元本
割れが生じる可能性があります。■満期時に米ドルでお受け取りとなり、その後円転する場合は、為替手数料（原則として片道1円・2006年10月2
日現在のものであり、将来変更となる場合があります。）を含む当行TTBレート（外貨から円貨への換算相場）が適用されます。このため、外貨で
お受け取りとなった以降、為替変動がなかった場合でもお受け取り金額は、外貨に交換された円の元金を下回ることがあります。■外貨でのお受
け取りとなり、その後円転した場合、その為替相場によっては為替差損が生じ、当初元本を割り込む可能性があります。■満期時に外貨での元金
お受け取りとなった場合、預金保険の対象ではなくなります。■満期日以降、元金は円普通預金または米ドル普通預金に入金となり、それぞれの
普通預金店頭表示金利が適用されます。■外貨現金でのお引き出しはできません。外貨建て送金には、別途手数料がかかります。■店頭に説
明書をご用意しています。※金利は2006年10月2日現在のものであり、市場動向等により毎日変動します。【ボーナス利息（特別利息）について】
店頭・コールセンターの場合2006年12月8日から2007年2月1日13：30まで、インターネットの場合同日14：00までに、パワード定期プラスをご設定いた
だくと、通常の適用利率のほかに募集期間最終日の翌営業日から1ヵ月後の応当日までの１ヵ月間のみに対して、年1.5％（税引後 年1.2％）の特別
金利を別途適用します。1年を12ヵ月とする月割計算した特別利息を預入日から約１ヵ月経過後以降の当行所定の日に支払います。特別利息の
支払前に解約された場合は、特別利息をお受け取りいただけません。 

－－－－以上は、パワーフレックス口座をお持ちの個人のお客さまがご利用いただけます。 

2006-12

満期日2営業日前の為替レートが特約設定レートと同じか円安の場合は円で、円高の場合は特約設定レート
で米ドルに交換のうえ、元金のお受け取りとなります（当行が判定いたします）。 

●米ドル普通預金に入金となった場合、その後円転する
場合は、為替レートの変動により米ドルに交換された
円の元金を下回り、元本割れとなることがあります。  

●米ドル普通預金に入金となった場合、その後円転 
する場合は、為替手数料（原則として片道1円）を 
含む当行ＴＴＢレート（外貨から円貨への換算相場）が 
適用されるため為替レートの変動がなかった場合でも、 
米ドルに交換された円の元金を下回り、元本割れとな 
ることがあります。  

●外貨現金のお引き出しはできません。外貨建て送金 
には、別途送金手数料がかかります。 

商品イメージ図 

円安米ドル高 元金を円で 
お受け取り 

元金を円で 
お受け取り 

元金を米ドルで 
お受取り 円高米ドル安 

基準レート

特約設定レート

預入日の 
東京時間午後3時 

特約判定日（満期日の2営業日前）の 
東京時間午後3時 

※商品イメージ図は、新生銀行の為替相場観を示すものではありません。 
　お客さまのご判断でお申し込みください。 

注意事項 

3年もの金利・受取利息（税引後）例　（500万円預入の場合） 

毎年のお受取 
利息（税引後） 約120,800円 

年3.02％ 
（税引後 年2.416％） 

約75,600円 

年1.89％ 
（税引後 年1.512％） 

約58,400円 

年1.46％ 
（税引後 年1.168％） 

約41,600円 

年1.04％ 
（税引後 年0.832％） 

金　利 

特約設定レート 基準レート（118.33円） 基準レート ー5円（113.33円） 基準レート ー7.5円（110.83円） 基準レート ー10円（108.33円） 

今ならボーナス利息をプレゼント！ キャンペーン期間 2006年12月8日（金）～2007年2月1日（木）まで 

 

約1～2ヵ月後の特別利息 

約10,000円 
約5,000円 
約3,000円 

お預入金額 

500万円 

 

300万円 

 

1,000万円 

期間 

限定 

２４時間３６５日 
 お気軽にどうぞ 

期間中、パワード定期プラスにお預け入れいただくと、後日（預入日より約1～2ヵ月後）ボーナス
利息（特別利息）をプレゼントいたします。 

店頭・コールセンターの場合2007年2月1日13：30受付完了分まで、インターネットの場合
同日14：00受付完了分までが対象となります。お時間にはご余裕をもってお申し込みください。 

別紙２-２



●金利および基準レートは2006年12月11日現在のものであり、市場動向等により毎日変動します。

満期金は満期時に円または米ドルでお受け取りとなります。 
（満期時の為替レートにより、当行が受け取り通貨を判定し、いずれかの普通預金に入金します。） 

利息は円で確定、しかも満期まで１年ごとにお受け取りいただけます。 

満期金を円でお受け取りになる可能性が高くなります 

満期時の為替レートが特約設定レートより円高になった場合、満期
金は「米ドル」でお受け取りいただきます（米ドル普通預金に入金）。

満期金が「米ドル」でのお受け取りとなった場合、その後円転する際
は、為替レートの変動により米ドルに交換された円の元金を下回り、
元本割れとなることがあります。また為替レートの変動がなかった場
合でも、為替手数料（原則として片道1円）を含む当行ＴＴＢレート（外
貨から円貨への換算相場）が適用されるため、米ドルに交換された円
の元金を下回り、元本割れとなることがあります。

為替レートがお預け入れ時より円安になった場合でも、為替差益を
得ることはできません。

原則として中途解約できません。中途解約された場合、元本割れと
なることがあります。また、市場の環境等によっては大きく元本割れす
る可能性もあります。

確定した「円」の利息を、満期まで毎年受け取れます。

満期時の為替レートが特約設定レートより円安であれば、
満期金を円でお受け取りいただきますので、為替差損
が発生しません。

満期時の受け取り通貨が外貨預金とならない限り、預
金保険の対象となります。

米ドルに交換される場合、特約設定レートで
交換されるため為替手数料はかかりません。

3

4

2

1

3

4

2

1

おすすめポイント ご注意いただくポイント 

商品の特長 

仕組預金（デリバティブ預金） 

3年間 金利 年2.88％ 
パワード定期プラス 

満期金が満期時の為替レートにより円または米ドルとなる仕組預金 

（特約設定レート後決めタイプ） 

（税引後 年2.304%） 

あとぎ  

円・米ドルタイプ 

＜満期後は円または米ドル普通預金店頭表示金利が適用され、上記金利は適用されません＞ 

金利 

年 2.88 税引後  
年2.304%

左記の金利は2006年12月11日現在の「特約設定レート（満期時に
受取通貨を判定する為替レート）＝基準レート＝116.70円」の場合。
特約設定レートは、例えば下記の通り複数の条件の中からお選び
いただけます。その場合、適用金利は異なります。 3年 

もの 
特約設定 
レート 

基準レート 
（116.70円） 

基準レート ー5円 
（111.70円） 

基準レート ー7.5円 
（109.20円） 

金　利 年2.88％ 
（税引後 年2.304％） 

年1.80％ 
（税引後 年1.44％） 

年1.39％ 
（税引後 年1.112％） 

預入金額 インターネット：50万円以上　新生パワーコール（お電話）：250万円以上　店頭：250万円以上 

商品の内容を十分にご理解いただき、余裕資金でお申し込みください。 
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（500万円預入の場合）3年もの金利・受取利息（税引後）例 

●満期金が「米ドル」でのお受け取りとなった場合、その後
円転する際は、為替レートの変動により米ドルに交換され
た円の元金を下回り、元本割れとなることがあります。  
●満期金が「米ドル」でのお受け取りとなった場合、その後
円転する際は、為替手数料（原則として片道1円）を含む当
行ＴＴＢレート（外貨から円貨への換算相場）が適用される
ため為替レートの変動がなかった場合でも、米ドルに交換
された円の元金を下回り、元本割れとなることがあります。  
●外貨現金のお引き出しはできません。外貨建て送金には、
別途送金手数料がかかります。 

満期時のお受け取り通貨について 

満期日2営業日前の為替レートが特約設定レートと同じか円安の場合は円で、円高の場合は特約設定レートで
米ドルに交換のうえ、満期金をお受け取りいただきます（当行が判定し、いずれかの普通預金に入金します）。 

例えば預入金額500万円、特約設定レート＝基準
レート（116.70円）で設定し、満期時の為替レート
が1米ドル＝110円だった場合、米ドル普通預金に
入金された元金をすぐに円に交換（TTB＝109円）
すると、お受け取り金額は約467万円となります。 

商品イメージ図 

円安米ドル高 満期金を円で 
お受け取り 

満期金を円で 
お受け取り 

満期金を米ドルで 
お受取り 円高米ドル安 

基準レート

特約設定レート

預入日の 
東京時間午後3時 

特約判定日（満期日の2営業日前）の 
東京時間午後3時 

※商品イメージ図は、新生銀行の為替相場観を示すものではありません。お客さまのご判断でお申し込みください。 

２４時間３６５日 
 お気軽にどうぞ 

※金利・利息は2006年12月11日現在の条件に基づいたものであ
り、市場動向により毎日変動します。また、1年ごとのお受取利息
は計算日数により変動します。 
※特約設定レートは複数の条件よりお客さまがお選びいただけます。 
※3年ものの他に5年ものもございます（条件・金利は異なります）。 

毎年のお受取 
利息（税引後） 約115,200円 

年2.88％ 
（税引後 年2.304％） 

約72,000円 

年1.80％ 
（税引後 年1.44％） 

約55,600円 

年1.39％ 
（税引後 年1.112％） 

金　利 

特約設定レート 基準レート（116.70円） 基準レート ー5円（111.70円） 基準レート ー7.5円（109.20円） 

500万円 約42,844.90米ドル 約467万円 

満期時の為替レート 
TTB=109円で円に交換 

1米ドル=116.70円 
で米ドルに交換 預入元金 

中途解約時の思わぬ出費にご注意ください 

本預金は原則として中途解約できません。ただし、当行がやむを得な
いものと認め中途解約をお受けした場合、中途解約日から満期日ま
での期間に対応する同条件の預金を新たに調達（再構築）する必要
があります。その場合、必要となる中途解約時点の市場価格で計算
された再構築額とそれに伴う費用を、損害金としてお客さまにご負担
いただきます。再構築額は主に以下の点から算出されます。 

　 中途解約時の通貨オプションの価値 
　 この預金の適用金利と中途解約時の残存期間に対応する 
　（預入通貨の）市場金利との差 
※一般的に、為替通貨が預入通貨高になればなるほど、またはお預け入れからの経過期間が短いほど、損害金は高くなる関係にあります。 
※現在の金利水準（2006年12月11日現在）では、預入後すぐの中途解約であっても再構築に伴う費用として、3年もので元本の6％程度、 
　5年もので元本の9％程度の損害金が発生すると見込まれます。なお、市場動向等により損害金は前記以上の水準になる可能性もあります。 

1

2

＜損害金イメージ図＞ 

元本 
払戻元本 

損害金 

損害金 

元本割れ 

市場金利との 
差の評価 

中途解約時の 
通貨オプション 
評価 

2

1

【パワード定期プラス（特約設定レート後決めタイプ）について】■パワード定期プラスは通貨オプションを内包しており、満期日の2営業日前の東京
時間午後3時の円-米ドルの為替レートが特約設定レートと同じか円安の場合、円で元金のお受け取り、円高の場合、円の元金を特約設定レートで
米ドルに交換のうえでお受け取りとなり、それぞれの円普通預金、外貨普通預金に入金されます。■当行所定の条件（金利・期間・設定レートの組
み合わせ）をお選びいただけます。期間は3年または5年となります。■特約設定レートは複数の条件の中からお選びいただけます。特約設定レー
トおよび適用金利は、後日送付される「確認書」でご確認いただけます。■特約設定レートの基準レートは設定日の当日、東京時間の午後3時に決
定されます。■本預金の中途解約は原則できません。当行がやむを得ないものと認め、満期前解約に応じる場合、満期前解約に伴い発生する解
約日から最終満期日までの本預金の再構築額およびそれに伴う費用を当行所定の計算により算出した金額を元本から差し引いたうえで、同口
座の円普通預金へ入金します。この場合、当初預入金額を下回り、元本割れが生じる可能性があります。■満期時に米ドルでお受け取りとなり、
その後円転する場合は、為替手数料（原則として片道1円・2006年12月11日現在のものであり、将来変更となる場合があります。）を含む当行
TTBレート（外貨から円貨への換算相場）が適用されます。このため、外貨でお受け取りとなった以降、為替変動がなかった場合でもお受け取り
金額は、外貨に交換された円の元金を下回ることがあります。■外貨でのお受け取りとなり、その後円転した場合、その為替相場によっては為替
差損が生じ、当初元本を割り込む可能性があります。■満期時に外貨での元金お受け取りとなった場合、預金保険の対象ではなくなります。■満
期日以降、元金は円普通預金または米ドル普通預金に入金となり、それぞれの普通預金店頭表示金利が適用されます。■外貨現金でのお引き
出しはできません。外貨建て送金には、別途手数料がかかります。■店頭に説明書をご用意しています。※金利は2006年12月11日現在のもので
あり、市場動向等により毎日変動します。 

－－－－以上は、パワーフレックス口座をお持ちの個人のお客さまがご利用いただけます。 

元金の受け取り 
イメージ 

元金を米ドルで 
受け取った場合の 
リスクについて 
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「消費者広告チェック制度」の創設について 

 

広告制作の事前または事後に消費者の皆さまの視点で当行の広告をチェックしていただく、「消費者

広告チェック制度」を創設いたします。内容は以下を予定しています。 

 

 

１． 広告モニター制度 

約２００名の一般消費者の方を選び、広告モニターにご就任いただきます（任期は６ヵ月または１年）｡ 

当行の新しい広告や実施中の広告について定期的にチェックしていただき､ご意見を広告制作・改善に

反映します。調査は、ＷＥＢを中心に運営していく予定であり、商品・表示などに対する質問シートに  

ご回答いただき、またフリーアンサーもいただく予定です。６ヵ月または１年間、継続的に当行広告を   

チェックしていただくため、当行広告の改善点も踏まえた意見をいただくことができると考えております。   

この制度は、平成１９年４月のスタートを予定しています。 

 

 

２． 広告モニターグループインタビュー制度 

従来は、キャンペーンの直前など不定期にこうした機会を設けておりましたが､今後は原則として３ヵ月 

ごとに、一般消費者または当行顧客の方を選び、数名のグループ（５～６名を予定）で一同に会し、  

当行の新しい広告や実施中の広告についてご覧いただき､そのご意見を広告制作・改善に反映します。 

上記１．と異なり、消費者または顧客同士、複数の目でディスカッション形式により広告をチェックして  

いただくことができると考えております。この制度は、平成１９年３月からスタートし、既に第１回目を実施 

しております。 

 

 




