
2021年3月現在

外貨定期預金契約締結前交付書面（兼 外貨預金等書面)

(この書面は、法令等の規定に基づく契約締結前交付書面兼外貨預金等書面です。）

■ 他の通貨へ両替する際には、「外貨預金の預入/引出にかかる手数料及び適用レート」及び「為替手数料表」のブラジル銀行東京支
店（以下「当行」と称す）所定の為替レートが適用されます。預入れの場合は、預入元金が売渡為替レート（TTS）で他の通貨に交換さ
れます。また、払戻金もしくは利息を他の通貨に交換する場合には、買受為替レート（TTB）が適用されます。TTSおよびTTBの差を、
それぞれ為替手数料として負担していただくため、お預入れ時とお引出し時の為替相場に変動がない場合でも、お引出し時の受取
額がお預入れの額を下回る場合があります。

■ お客さまは、この預金に預入れの通貨を他の通貨に交換することができます。通貨を交換する場合には、当行所定の買受為替レー
ト（TTB）が適用されます。このため、為替相場に変動がなかった場合でも元本割れとなるリスクがあります。

■ この預金への預入れを円貨から外貨に交換して行った場合、払戻金を払戻し時の為替レートにより円換算すると、為替相場の動向
によっては為替差損が生じ、円換算後の払戻金額が預入時円貨額を下回り、円貨ベースでの元本割れが生じるリスクがあります。

■ この預金への預入れを外貨で行い、預入元金を他の外貨に交換した場合には、払戻金を払戻し時の為替レートにより預入通貨に
換算すると、為替相場の動向によっては為替差損が生じ、預入通貨換算後の払戻金額が預入時預入通貨額を下回り、預入通貨ベー
スでの元本割れが生じるリスクがあります。

■ ブラジルレアルは、先進国通貨である米ドル、日本円等とは異なり、外国為替市場での取引量が少ないエマージング国通貨です。エ
マージング国の通貨は、一般的に通貨の流動性が低いため為替変動リスクが比較的大きくなります。

M
O

D
.1

5/
10

J 
V.

M
ar

21

お申込みの前に、記載内容をよくお読みいただき、内容をご理解ください。

外貨預金には、為替変動に伴う元本割れリスクがありますので、外貨預金の仕組みを十分ご理解のうえ、お申込みください。

為替手数料について

為替変動リスクについて

カントリーリスクについて



外貨定期預金

個人および法人のお客さま

外貨普通預金から同通貨の定期預金へ振替による一括預入となります。

外貨定期預金から同通貨の普通預金へ振替による払い戻しとなります。

該当なし

ございません。

商品概要
あらかじめ預入期間および利率が固定された外国通貨
建ての預金です。

預入期間 

一般社団法人全国銀行協会
連絡先：　　 全国銀行協会相談室
電話番号：　 0570-001-7109 または 03-5252-3772 
ホームページ：  https://www.zenginkyo.or.jp/adr/

当行は外国銀行支店であり、取扱う預金は日本およびブラジル本国の預金保険制度の対象ではありません。また、ブラジル銀
行（バンコ・ド・ブラジル・エス・エイ）が破綻した際には、預金の払出しが迅速に行われない場合があります。

１年を超える定期預金については、 自動継続のお取扱いはありません。１年以内の定期預金について自動継続を選択したお
客さまは、お客さまから満期日までに解約のお申し出がない場合、満期日に税引き後の利息を元金に組み入れた金額を元本
とする、前回と同一期間の定期預金として取引が自動的に継続します。自動継続後の利率は、継続日における店頭金利を適用
します。
自動継続を停止するお申し出がお客さまからあった場合、もしくは、自動継続以外(満期お受取り)の場合には、定期預金にお
預かりしている資金は利息と合算され、満期日に同通貨の普通預金へ振替入金されます。
自動継続日および満期日が、銀行休業日に該当する場合、お取引は翌銀行営業日に実行されます。翌銀行営業日が翌月とな
る場合、自動継続日および満期日は銀行休業日の前営業日が適用されます。銀行休業日は、各通貨によって以下の通りとなり
ます。
米ドル定期預金の場合： 日本における土曜日・日曜日およびニューヨークの祝日
ユーロ定期預金の場合： 日本における土曜日・日曜日およびフランクフルトの祝日
レアル定期預金の場合： 日本における土曜日・日曜日および日本、 ニューヨーク、 リオ・デ・ジャネイロ、 ブラジリアの祝日

1補助通貨単位以上（1米ドルセント  /  1ユーロセント  /  1レアルセント）

米ドル（USD）、ユーロ（EUR）およびレアル（BRL）

法人のお客さま：  総合課税
個人のお客さま： 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。年収2,000万円以下の給与所得者

の方で為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。
為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。

※ 税金に関する詳しいお問い合わせは、お客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願いします。 
※ 法人のお客さまが2016年1月1日以降お受取りになる預金利息については、地方税の特別徴収が廃止になっております。

お預入れ・お引出しの方法や通貨等により手数料等が異なるため、手数料等の金額や上限額、又は計算方法を予めお示しす
ることはできません。詳しくは、後記「外貨預金の預入・引出にかかる手数料及び適用レート」及び「為替手数料表」をご参照く
ださい。

お取引明細はAAIグローバルオンライン取引・ウェブ版／モバイル版（アプリ）、BBジャパン・インターネットバンキング又はBB
ジャパン・モバイルバンキングから照会ができます。お取引明細書を郵送で受取い方は、所定の申込書で申込みいただきま
すようお願い申し上げます。当サービスは有料となります（当行の「手数料一覧表」をご参照下さい。

支払方法

計算方法

為替差損益

付加できる特記事項

お問い合わせ先

利息

営業店、またはコールセンター 0120-09-5585 までお問い合わせください。

3, 6, 12, 18, 24, 36 および 60 ヶ月
※ 通貨により提供される預入期間が異なる場合がありますので、
申込み時にご確認ください。

満期日前解約はお取扱いいたしません。 ただし、 当行がやむを得ないものと認めて満期日前解約に応じる場合は、 預入期間
中の利息は付きません。 元金のみを払戻しいたします。

当行所定の利率を適用いたします。 金融情勢の変化等に応じて予告なく変更することがあります。 適用利率については営業
店、又は当行ホームページ（bb.com.br/japan/jp）でもご確認いただけます。

利息は、 定期預金の金額に応じ、 お預入時において当行所定の金利が適用されたうえで計算されます。 付利単位を1補助通
貨単位とし、 1年を360日とする日割計算とします。

自動継続扱いの場合には、 お客さまから特別な指示がない限り、 満期当日に利息は元本とともに一括して支払われ、 自動継
続されます（上記「満期日」をご参照ください）。 自動継続扱い以外（満期お受取り）の場合には、 満期日当日に利息は元本とと
もに一括して同通貨の普通預金に振替入金されます。

預入

利息

税金

手数料および
適用相場

商品説明　外貨定期預金

米ドル: 2,000.00米ドル （二千米ドル）               ユーロ: 2,000.00ユーロ （二千ユーロ）               レアル: 2,000.00レアル （二千レアル）

預入方法

最低預入額

預入単位

取扱通貨

払戻方法

商品名

法人のお客さま：  総合課税
個人のお客さま：  源泉分離課税20.315％（国税15.315％、地方税5％）
※ 2013年1月1日～2037年12月31日 まで国税（15％）に復興所得税（0.315%）が付加されます。

満期日

預金保険制度

対象のお客さま

期日前における途中解約
の取扱いについて

対象事業者となっている
認定投資者保護団体

お取引明細

当行が契約している
指定紛争解決機関

適用利率

M
O

D
.1

5/
10

J 
V.

M
ar

21



外貨預金の預入・引出にかかる手数料及び適用レート

取引 手数料・適用レート等

円（預金）から外貨預金へ
レアル（預金）から米ドル又はユーロ預金へ
米ドル（預金）からユーロ預金へ

為替レートはTTS（お客さまが外貨をご購入するレート）を適用します。

外貨（預金）から円預金へ
米ドル又はユーロ（預金）からレアル預金へ
ユーロ（預金）から米ドル預金へ

為替レートはTTB（お客さまが外貨をご売却するレート）を適用します。

外貨現金でのお預入れ・お引出し

手数料： 当行の「手数料一覧表」をご参照ください。※3

適用レート： 為替がある場合は、取引に関連する通貨によってTTSもしくはTTBが適用されます。

居住者口座向け：  かかりません。 ※3 

非居住者口座向け： 当行の「手数料一覧表」をご参照ください。 ※3

適用レート： 為替がある場合は、取引に関連する通貨によってTTSもしくはTTBが適用されます。

以下の留意事項は個人のお客さまに限ります。

※1 米ドル現金でのお預入れ時の外貨現金取扱手数料は無料となりますが、当該入金額については原則 6ヶ月の据置期間中はお取引ができません。

※2 6ヶ月の据置期間を経過した米ドル預金の場合、外貨現金取扱手数料は無料になります。

※3　6ヶ月の据置期間中に米ドル預金口座より米ドル現金を引出す場合、あるいは当行にあるその他の預金口座への振替や他行への送金を行う場合
は、１通貨単位あたり２円の手数料がかかります。ただし、米ドル預金口座の据置期間は預金額によって異なる場合がありますので、当行「STEP 
UP パッケージ」をご参照ください。詳しくは営業店およびホームページbb.com.br/japan/jp にてご確認ください。

 なお、ユーロおよびレアル普通預金からのお振替に関しては、外貨現金取扱手数料はかかりません。

注）

✽ 上記手数料に消費税はかかりません。

✽ 当行の「手数料一覧表」は営業店およびホームページbb.com.br/japan/jp にてご確認ください。

国内の銀行からの送金の受入れ

海外の銀行から送金の受入れ

海外の銀行から送金の受入れ

国内の他営業所へ預金振替

日本国内の他行あてお振込み

手数料： 当行の「手数料一覧表」をご参照ください。※3

適用レート： 為替がある場合は、取引に関連する通貨によってTTSもしくはTTBが適用されます。

手数料： 当行の「手数料一覧表」をご参照ください。 ※3

適用レート： 円対当該外貨通貨のTTB（円建送金の場合）

手数料： 当行の「手数料一覧表」をご参照ください。 ※3

適用レート： 為替がある場合は、取引に関連する通貨によってTTSもしくはTTBが適用されます。

下記表内の「手数料」には、為替手数料は含まれません。

米ドル：  1米ドルあたり 2円の外貨現金取扱手数料がかかります。※1 ※2

ユーロ：  1ユーロあたり 2.5円の外貨現金取扱手数料がかかります。
レアル：  1レアルあたり 5円の外貨現金取扱手数料がかかります。
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為替手数料表

通貨 片道 往復

日本円

日本円

日本円

レアル

レアル

レアル

米ドル

米ドル

米ドル

ユーロ

ユーロ

ユーロ

１レアルあたり最大５円 １レアルあたり最大10円

１米ドルあたり最大６円

１ユーロあたり最大10円

１米ドルあたり最大４レアル

１ユーロあたり最大６レアル

１ユーロあたり最大６米ドル

１ユーロあたり最大５円

１米ドルあたり最大２レアル

１ユーロあたり最大３レアル

１ユーロあたり最大３米ドル

１米ドルあたり最大３円

（注）

1.  上記為替手数料は、為替市場動向および当行の判断により予告なしに変動する場合があります。

2. 為替相場に急激な変動があった場合、予告なく取り扱いを中断することがあります。

3. 取引等に適用する為替レートは当行所定の条件や規則に従って定め、営業店、コールセンター（0120-09-5585）およびホームページ bb.com.br/japan/jp で
公表いたします。
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