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本日、株式会社大和ネクスト銀行よりプレスリリース「大和ネクスト銀行の『えらべる預

金』11月 10 日に誕生～お客さま、企業・団体と共に創る“共創型預金”～」を発表いたし

ましたので、ご報告申し上げます。 

 

 

以 上 

 



 

平成 29 年 11 月 6 日 
各 位 

株式会社大和ネクスト銀行 
 

大和ネクスト銀行の「えらべる預金」11 月 10 日に誕生 

～お客さま、企業・団体と共に創る“共創型預金”～ 

 
 株式会社大和ネクスト銀行（以下、大和ネクスト銀行）は平成 29 年 11 月 10 日（金）より、お預入

れいただいたお客さまと共に預金を創るプラットフォーム「えらべる預金」の取り扱いを開始いたしま

す。 
 

記 
 背景 

日本では長い間、定期預金は「金利」の高さが最大の魅力で

した。しかし、円定期預金についてはマイナス金利政策の導入、

あるいは外貨預金についても「金利」による預金商品の差別化が

困難な状況になりつつあります。 
大和ネクスト銀行は、このような預金商品を取り巻く状況を

打破し、「金利」以外の魅力をお客さまと共に創る共創型預金「え

らべる預金」の取り扱いを 11 月 10 日（金）より開始いたします。 
 
 「えらべる預金」のプラットフォームについて 

お客さまや企業・団体からのご要望等に基づき、大和ネクスト銀行が預金商品を組成し、お客さまへ

提供します。 
お客さまが当該預金商品へお預入れいただくことで、預金を通じた企業・団体への支援につながりま

す。 

 

取扱開始当初は外貨預金を対象としますが、円預金での取り扱いも予定しております。 

今後、当プラットフォームを通じて、様々な「金利」以外の魅力のある預金を、お客さまや各企業・各団体と共

に創り上げてまいります。 

 
  

お客さま 

（預金者） 
企業・団体 

預入 

大和ネクスト銀行 

預金商品命名 

支援 商品・情報提供 

預金商品提供 

  預金商品 



 

 「えらべる預金」の初回提供予定商品 

 【もらえる】 プレゼント定期預金（プレゼント内容） 
大和ネクスト銀行と各企業がタイアップすることで実現し、一度は試してみたかった商品・サー

ビスがもれなくもらえる定期預金。 
「健康」「安心」「グルメ」「趣味」の４つのカテゴリーから、お客さまがお好きなものをお選び

いただけるようにラインアップを充実させていく予定です。 
 すこやか 5 種のアソート 

ケーキ（アレルギー対応） 
プレゼント定期預金 

「マイ暮らす」 
ライフサポート 

プレゼント定期預金 

まごころ一杯 
減塩おみそ汁 

プレゼント定期預金 
タイアップ

企業 株式会社 スワン 
HITOWAライフパートナー

株式会社 
（旧 長谷川興産株式会社） 

アサヒグループ食品 
株式会社 

プレゼント

内容 
すこやか 5 種のアソート

ケーキ（アレルギー対応） 
特定箇所の１時間の清掃お

よびハウスケア BOOK 等 
まごころ一杯減塩おみそ

汁 24 食 

 【応援する】 応援定期預金（応援内容） 
預金を通じて、様々な分野でがんばる人たちを大和ネクスト銀行と一緒に応援する定期預金。金

利を少し低めに設定する代わりに、その分に大和ネクスト銀行がさらに上乗せし、お客さまが選

んだ団体・活動を応援します。 
初回は「こどもの自立支援」をテーマに４つの応援先を用意。 

預金 
名称 

児童養護施設を退所

する高校 3 年生 
（茨城） 
応援定期預金 

児童福祉施設のこど

もたちの将来の夢

（愛知） 
応援定期預金 

こども食堂普及 
（石川） 
応援定期預金 

大和証券グループ  夢
に向かって！こどもス

マイルプロジェクト 
応援定期預金 

応援先

団体 
茨城県児童福祉 
施設協議会 

NPO 法人 こどもサ

ポートネットあいち 
石川県内のこども 
食堂 

公益財団法人  パブリ

ックリソース財団 
団体の

活動 
内容 

県内の児童養護施設

を退所する高校生の

ための自立支援金の

給付事業 

児童養護施設を退所

する児童のための日

常生活支援・宿泊提

供等活動 

どんなこどもでも

来られるこども食

堂の運営・新設の

活動 

「大和証券グループ                  

輝く未来へ  こども応

援基金」を通じ、こど

もの貧困問題に取り組

む NPO 法人等への支

援を行います。  

 

※応援定期預金へのお預入れは、税額控除の対象となる寄付行為ではありません。そのため、寄付

を証する書面等の発行はありません。 
※中央共同募金会を通じた応援となります。 
 



 

 【予想する】 懸賞定期預金（懸賞内容）※取扱中 
株価や為替レートなど、将来の値動きを予想する楽しみを提供する定期預金。 
的中すると、賞金やボーナス金利をプレゼントさせていただきます。 

預金名称 日経平均株価予想型 為替レート予想型 

予想内容 将来の日経平均株価を予想 将来の米ドル/円レートを予想 

懸賞内容 ①賞金プレゼント 
 予想値と実際の値の差に応じて賞金をプレゼント 
 ホールインワン賞：5 万円、ニアピン賞：5 千円～1 万円 
②ボーナス金利プレゼント 
 大和ネクスト銀行が指定する基準日と比較して、予想日の日経平均株価が「上

がる・下がる」または為替レートが「円高・円安」を予想し、的中した場合は、

懸賞定期預金にもれなくボーナス金利を加算します。 
 

 「えらべる預金」の商品概要 

 プレゼント定期預金 応援定期預金 懸賞定期預金 

対象通貨 米ドル 米ドル 米ドル、豪ドル、NZ ドル 

ご利用対象 個人のお客さま 個人のお客さま 個人のお客さま 

預入期間 1 年 3 ヶ月、6ヶ月、1年 3 ヶ月 

最低預入金額 10,000 米ドル以上 1,000 米ドル以上 1,000 米ドル、1,000 豪ド

ル、1,000NZ ドル以上 

最低預入単位 0.01 米ドル 0.01 米ドル 0.01 米ドル、豪ドル、NZ ドル 

限度額 なし なし 25 万米ドル、30万豪ドル、

30 万 NZ ドル 

満期時の取り

扱い 

自動解約のみ 自動解約のみ 自動解約のみ 

金利 通常金利と同様 通常金利マイナス 0.10% 通常金利と同様 

  ＊プレゼント定期預金（各プレゼント）、懸賞定期預金の申し込みは、お 1 人さま各 1 回とさせていただきます。 

 

 株式会社大和ネクスト銀行について 

株式会社大和ネクスト銀行（代表取締役社長：中村比呂志）は、「「貯蓄から投資へ」の潮流の中、証

券グループの銀行として、お客さまの資産形成ニーズに沿った商品・サービスを提供すること」およ

び「銀行の公共的使命を全うするため、健全な業務運営、安定的な経営基盤の維持・強化に努め、 

社会からの揺るぎない信頼を確立すること」を経営方針として、2011 年に開業した大和証券グルー

プ本社が 100%出資する銀行です。 

 

· 「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」

自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 

· 「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。 

· 本件商品は、大和ネクスト銀行の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び本件商品の取引に関して、一切の責任を負いませ

ん。 

· 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。 

· 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。 

 



 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社大和ネクスト銀行 経営企画部 福冨（Tel.03-5555-6591） 

以上 


