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東京都港区六本木一丁目６番１号 
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代 表 取 締 役 社 長   川島 克哉 

問い合せ先：   企画部  石部 直樹 

電話番号 ： 03－6229－1247（代表） 

 

 

SBI 証券、住信 SBI ネット銀行による外貨入出金サービス開始のお知らせ 

～銀行口座と証券口座間で 7 種類の外貨で資金移動が可能に～ 
 

 

 

株式会社 SBI 証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：澤田安太郎、以下「SBI 証券」という。）と住信 SBI

ネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川島克哉、以下「住信 SBI ネット銀行」という。）

は、10 月 5 日（金）18：00（予定）より SBI 証券口座と住信 SBI ネット銀行外貨預金口座間で 7 種類の海外通

貨の入出金が可能となる外貨入出金サービスを開始することとなりましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

SBI 証券は個人投資家の皆様にグローバルな取引機会を提供するために、外国株式や外国債券、外貨建 MMF な

どの外貨建商品を積極的に拡充しております。これまで外貨建商品を購入いただくためには、事前もしくは取引

と同時に対象通貨を購入いただく為替取引が必要でした。また外貨建商品の売却や利金を受取る場合に現地通貨

でお受取りいただくことが可能ですが、証券口座から引き出していただく際には円貨への為替取引を行っていた

だく必要がありました。また外貨で保有いただいても金利等をお支払いする仕組みにはなっておりませんでした。 

他方、SBI 証券と住信 SBI ネット銀行はこれまで、銀行口座にある円貨預金を証券口座での買付余力に反映す

る「SBI ハイブリッド預金」や、信用取引で追加保証金の差し入れが必要となった場合に自動で銀行口座から証

券口座に資金を移動する「追加保証金等自動振替サービス」など、お客様の保有資産を効率よく利用できるサー

ビスを共同で提供してまいりました。 

 

このたび SBI 証券と住信 SBI ネット銀行が開始するサービスは、対象となる 7通貨の外貨を SBI 証券の外貨建

口座と住信 SBI ネット銀行の外貨普通預金口座間で外貨のまま資金移動していただくことが可能となるサービ

スです。SBI 証券で外貨建商品を購入いただく際には、お客様は住信 SBI ネット銀行で保有されている外貨普通

預金を SBI 証券の外貨建口座に入金して商品の買付にご利用いただけます。また SBI 証券で外貨建商品を売却し

売却代金を現地通貨で受け取っていただいた場合や外国債券等の利金を現地通貨でお受取りになられた場合に

は、当該通貨を住信 SBI ネット銀行の外貨普通預金口座に出金いただけます。これによりお客様は外貨預金金利

をお受取りいただくことが可能となるだけでなく、住信 SBI ネット銀行で提供する外貨定期預金、外貨仕組預金

に資金を振替えることができるようになります。 

 

今回のサービス開始により外貨建取引での資金効率が一層高まり、これまで以上にお客様の資産形成を支援す

ることが可能となります。SBI 証券と住信 SBI ネット銀行はお客様のグローバルな投資・資産運用ニーズにお応

えするために今後も外貨建商品の拡充に取り組むとともに、取引利便性の向上のためのサービス拡充にも積極的

に取り組んでまいります。 
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● 外貨入出金サービスの概要 

 

＜SBI 証券口座への入金＞ 

利用可能金融機関 住信 SBI ネット銀行 

振込手数料 無料（SBI 証券負担） 

入金時間（買付余力への

反映のタイミング） 
リアルタイム 

ご利用可能時間 24 時間（毎営業日 19:00～19:30 のメンテナンス時間を除く） 

ご利用可能なお客様 
住信 SBI ネット銀行の外貨口座及び SBI 証券の外貨建口座を保有されているお

客様 

利用可能通貨（7通貨） 米ドル、ユーロ、豪ドル、NZ ドル、カナダドル、南アフリカランド、香港ドル

入金 小単位 
低 10 通貨単位以上、1/100 通貨単位ごと 

（例：米ドルの場合 10 ドル以上 1セント単位） 

1 回あたり入金 大単位 
100 万通貨単位 ：米ドル、ユーロ、豪ドル、NZ ドル、カナダドル 

1,000 万通貨単位：南アフリカランド、香港ドル 

 

＜住信 SBI ネット銀行 外貨預金口座への出金＞ 

振込手数料 無料（SBI 証券負担） 

出金時間 

15:00 までに受付いたしました出金指示については、翌銀行営業日にお客様が

登録された住信 SBI ネット銀行の口座へお振込 

（15:00 以降に受付いたしました出金指示については、翌々銀行営業日のお振

込） 

ご利用可能時間 24 時間（毎営業日 19:00～19:30 のメンテナンス時間を除く） 

ご利用可能なお客様 
住信 SBI ネット銀行の外貨口座を保有し SBI 証券で出金先指定口座の登録を完

了されたお客様 

利用可能通貨（7通貨） 米ドル、ユーロ、豪ドル、NZ ドル、カナダドル、南アフリカランド、香港ドル

出金 小単位 
低 10 通貨単位以上、1/100 通貨単位ごと 

（例：米ドルの場合 10 ドル以上 1セント単位） 

1 回あたり出金 大単位 
100 万通貨単位 ：米ドル、ユーロ、豪ドル、NZ ドル、カナダドル 

1,000 万通貨単位：南アフリカランド、香港ドル 

 

※ サービスの詳細は SBI 証券 WEB サイトでご確認ください。10 月 5 日 18:00 以降に掲載予定です。 

（http://www.sbisec.co.jp） 

 

 

＜金融商品取引法に係る表示＞ 

商号等  株式会社SBI証券 金融商品取引業者 

登録番号 関東財務局長（金商）第44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 

 

＜銀行代理業の概要＞ 

所属銀行 住信 SBI ネット銀行株式会社 

銀行代理業者 株式会社 SBI 証券 

許可番号 関東財務局長（銀代）第 12 号 

取扱業務 円貨普通預金口座開設の媒介（勧誘および受付）並びに、円貨定期預金、外貨預金、円仕組預金、

外貨仕組預金の受入れ及び個人を貸付先として使途を特定しない資金（事業の用に供するためのものを除く）

の貸付を内容とする契約締結の媒介（勧誘） 

SBI 証券が媒介を行うお客様 個人のお客様 

※ただし未成年のお客様や転居先が不明のお客様、ならびに法人のお客様は口座開設の媒介をいたしません。 

取扱商品 円貨普通預金、円貨定期預金、円仕組預金（預金保険制度の対象です。）、外貨預金、外貨仕組預

金、ネットローン 
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※商品概要・金利等は住信 SBI ネット銀行 WEB サイトをご確認ください。 

手数料、円貨普通預金口座開設並びに、円貨定期預金、外貨預金、円仕組預金、外貨仕組預金の受入れ及び個

人を貸付先として使途を特定しない資金（事業の用に供するためのものを除く）の貸付を内容とする契約締結

の媒介（勧誘）手数料は無料です。円貨定期預金、外貨預金、円仕組預金、外貨仕組預金及びネットローンの

申込みには事前に住信 SBI ネット銀行の口座開設が必要となります。 

その他の商品・サービスに関する手数料は、住信 SBI ネット銀行 WEB サイトをご確認ください。  

 

 

******************************************************************************************************** 

本プレスリリースに関するお問い合わせ先： SBI 証券       経営企画部 03-5562-7215 

住信 SBI ネット銀行 企画部   03-6229-1247 
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