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個人向け取引条件・手数料料率表 (抜粋) 2017年1月1日現在適用 -日本語訳
下表の取引条件・手数料料率がユーロ建貯蓄口座「エキュレーユ・ユーロ・パリ」（パリアカウント）に適用されます。

口座開設、口座機能、口座管理
口座開設、運用、解約
口座解約
ステートメント
月次マルチステートメント 紙面もしくは電子
口座維持管理
貯蓄口座休眠手数料(5年以上の休眠) 2014年6月13日制定の休眠預金法に基づく
支店窓口サービス
■ 現金入金及び現金出金
ルーブル支店窓口でのユーロ現金入金
特定の支店窓口でのユーロ現金出金
■ 各種書類の発行
各種書類発行手数料(コピー1通毎手数料発生)
→ 過去5年以内(1通当たり)
→ 過去5年以上(1通当たり)
■ その他
残高証明書
ダイレクトバンキング
■ ダイレクト エキュレーユ
24時間ご利用可能なダイレクトバンキングサービス登録
(インターネット、固定電話、携帯電話、smsなど)(1)
ダイレクトバンキング回線使用料
(インターネット、固定電話、携帯電話、smsなど)(1)

無料
無料
€30 (年間)

無料
無料

€14.40
€17.50
€20.30

無料
ご利用ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰによる

各種支払取引
カード
■ ご利用手数料
►キャッシュカード
CIRRUS キャッシュカード(2)
■ カードでの取引
►カードによる現金出金手数料
ユーロでのEU〔欧州連合〕加盟国内利用
→ ケスデパーニュATMでの現金出金
→ 他の金融機関のATMでの現金出金
フランス国外での外貨出金
→ ATMでの現金出金
■ 利用停止
盗難､紛失､偽造被害等正当な理由がある場合のカード利用停止料
お客様によるカードの不正利用による銀行側からのカード利用停止料
■その他
暗証番号再発行手数料
期限前カード再発行手数料

(1)

下線はダイレクト エキュレーユをご利用時のサービスです。

(2)

お取り扱いを終了しました。

€17.85 (年間)

無料
月3回まで無料
4回目以上 €1 (1件当たり)
出金額の2.80％＋€3.20
無料
€35
€7.20
€10.50

振込手数料
SEPA(1)圏内他銀行宛のユーロ建て仕向送金手数料
(IBANおよびBICが明記されている場合(2))
→ 支店窓口又は電話にて
小切手
支店でのユーロ建て小切手の預入(フランス及び海外県/海外領土)
ユーロ建銀行小切手の発行手数料
規約違反
仲介手数料
口座に受領したオペレーション金額に対して特別な介入が必要な場合の手数料
(不規則な支払請求、口座情報エラー、残高不足等...）
特別手数料
フランス国庫への通知または差押による手数料
第三債務者への通知または差押による手数料
貯蓄投資
■投資運用
►その他取引
年間利払金額通知書手数料
年間利払金額通知書再発行複写手数料
相続手続関連
書類作成手数料(死亡日の相続相当額)(3) :
→ 相続額が€2 001未満の場合
→ 相続額が€2,001以上€10,001未満の場合
→ 相続額が€10,001以上€100,001未満の場合
→ 相続額が€100,001以上の場合
外国取引関連
外国送金
仲介手数料
送金振出確認手数料
■外国送金(仕向)
ユーロ建もしくは外貨でのSEPA(1)圏外への仕向送金
→ 送金手数料
→ 外貨両替手数料〔別途〕
→ 中継銀行手数料
■外国送金(被仕向)
ユーロ建もしくは外貨でのSEPA(1)圏外からの送金
→ 送金手数料
→ 外貨両替手数料〔別途〕
→ 口座情報不足による修正手数料

(1)

€3.30 (1件当たり)

無料
€11

€8 /1件 （最高1ヶ月80€まで)
€109.80
€109.80

無料
€17.75 (1通当たり)

€55
€150
€310
€560

€25.40
€15.75

送金額の0.10％
最低€19.30 (1件当たり)(4)
送金額の0.05％
最低€8.15
€25

€12.20 (1件当たり)
送金額の0.05％
最低€8.15
€25.40

SEPA ：単一ユーロ支払地域 －EU各国及びアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス、モナコ

(2)

(3)

証券口座の場合は追加手数料あり。詳細はお問い合わせください。

(4)

国際支店のお客様には、外国送金手数料(仕向)を半額にてご利用いただけるようになりました。(SEPA圏を除く) 2016年6月1日現在適用。

補足事項：
‐カード送付料(再発行時)：33.50€
‐エキュレーユ・ユーロ・パリ適用預金金利： 2016年11月15日より2016年12月31日まで 年0.30％
2017年1月1日以降 年0.15％
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受取人口座の BICコード (Bank Identifier Code)ならびに IBAN (International Bank Account Number)情報の通知時に限る。
これらの情報は正確かつ自動でオペレーションを行う際、外国から及び外国への送金の際に必須な情報で、この2つのコードが不足している場合にはオペレーションは実行できません。
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