外貨両替レート優遇サービス概要
１．概要
お客さまは、当社の指定する手続に従い申込みを行うことで、トラベレックス社の店
舗公示レート※１より「３．取扱通貨および優遇幅」に記載された優遇幅を減算したレ
ートにて、トラベレックス社との外貨両替取引※２を行うことができます。
当社の提供する「店頭外国為替証拠金取引」の口座を有し、かつ申込受付日の属する
本件サービス利用資格
月の前月において２０万通貨単位以上※３の取引を行った方。
外貨取扱通貨
「３．外貨取扱通貨および優遇幅」記載
優遇幅
「３．外貨取扱通貨および優遇幅」記載
・最大両替金額合計１０万円
・１万円単位
※最低両替金額は１万円からとなります。
両替金額
※外貨通貨は、３種類まで選択が可能となります。
※現金のみのお取扱となります。
※外貨コインは取扱っておりません。
※外貨通貨の券種の変更等は受け付けておりません。
利用回数
１回／月
月曜日０：００から金曜日２４：００
申込受付日
※営業時間は０：００から２４：００となります。なお、土日祝日における申込みは、
翌営業日が申込受付日となります。
申込承認日
申込受付日以降の、当社がお客さまに対し「確認メール」を送付する日
申込受付日の翌営業日から起算して４営業日以降において、お客さまの希望するトラ
ベレックス社の店舗において外貨両替取引を行う日
受渡日
※受渡しの際、トラベレックス社による本人確認作業がございます。そのため、
「写真
付本人確認書類」及び「確認メールを印字したもの」※４をご持参ください。
受渡場所
トラベレックス社が定める取扱店舗の中から、お客さまが任意に事前指定した店舗
受渡時間
お客さまが受渡場所として任意に事前指定したトラベレックス社の店舗の営業時間内
変更・取消
不可※5
※１ 店舗公示レートとは、受渡日においてトラベレックス社の店舗で提示されているレートをいい、当社の提
示する店頭外国為替証拠金取引におけるレートとは異なります。
※２ 外貨両替取引は、
「日本円」から「外貨通貨」のみのお取扱いとなります。
※３ 注文が約定した時点で、お取引とみなします。そのため、注文中のものはお取引に含まれません。
取引数量は、総取引数量で計算いたします。
（例）１万通貨単位のご注文に対し、新規約定した後、当該ポジションを同数量決済約定した場合、２万通貨
単位として計算されます。
※４ 携帯画面 可。
※５ 本件サービスの変更、取消を行う場合は、当社の承諾が必要となります。
本件サービス内容

２．取扱店舗
店舗名
羽田空港 国内線第 1 ターミナル店

月曜日から金曜日
9:00-19:00

土日祝日
9:00-19:00

羽田空港 国際線ターミナル駅店

6:00～23:00

6:00～23:00

成田空港 第１ターミナル店

7:10-19:00

7:10-19:00

成田空港 第２ターミナル店

7:10-19:00

7:10-19:00

7:00-22:30

7:00-22:30

中部国際空港
セントレアアクセスプラザ店
関西国際空港 関西空港駅店
新千歳空港 国内線到着ロビー店

5:45-23:30

5:45-23:30

7:15-18:00

7:15-18:00

夏季ダイヤ（4 月～10 月末）

夏季ダイヤ（4 月～10 月末）

7:50-20:40

7:50-20:40

冬季ダイヤ（11 月～3 月末）

冬季ダイヤ（11 月～3 月末）

7:50-20:30

7:50-20:30

※フライトによって営業時間変更

※フライトによって営業時間変更

あり

あり

T-CAT 店

7:00-16:00

7:00-16:00

八重洲店

10:00-20:00

10:00-20:00

福岡空港 国際線出発ゲート店

新宿西口店

10:00-18:00

10:00-18:00

日比谷店

10:00-18:00

休み

YCAT 店

10:00-18:00

10:00-18:00

秋葉原店

09:30-20:00

09:30-20:00

アクアシティお台場店

11:00－18:00

11:00－18:00

大手町店

10:30-18:30

休み

東急横浜店

10:00-18:00

10:00-18:00

汐留日テレプラザ店

11:00～19:00

11:00～19:00

３．外貨取扱通貨および優遇幅
取扱通貨名

優遇幅（円）※４

取扱通貨名

優遇幅（円）※４

アメリカ - ドル - USD

1.50 台湾 - ドル - TWD

0.04

カナダ - ドル - CAD

1.50 シンガポール - ドル - SGD

1.00

ＥＵ- ユーロ - EUR

2.00 タイ - バーツ - THB

0.04

イギリス - ポンド - GBP

2.00 インドネシア - ルピア - IDR

スイス - フラン - CHF

1.50 マレーシア - リンギット - MYR

スウェーデン - クローナ – SEK

0.20 ベトナム ‐ ドン ‐ VND

ノルウェー - クローネ – NOK

0.20 ブラジル - レアル - BRL

0.80

デンマーク - クローネ – DKK

0.20 メキシコ - ペソ - MXN

0.10

チェコ - コルナ - CZK

0.10 フィリピン - ペソ - PHP

0.03

ハンガリー - フォリント - HUF

0.01 サウジアラビア ・ リヤル - SAR

0.40

ポーランド - ズロチ - PLN

0.60 フィジー - ドル - FJD

0.60

ロシア - ルーブル - RUB

0.04 パシフィック - フラン - XPF

オーストラリア - ドル - AUD

1.50 エジプト - ポンド - EGP

0.20

ニュージーランド - ドル - NZD

1.50 南アフリカ - ランド - ZAR

0.20

0.001 トルコ - トルコリラ - TRY

0.70

0.20 ＵＡＥ - ディルハム - AED

0.40

韓国 - ウォン - KRW
中国 - 元 - CNY

0.0002
0.30
0.0001

0.012

0.20
香港 - ドル - HKD
※ 優遇幅は、金融情勢等に応じ、適宜見直す場合があります。
４．申込手順
１．取引画面にログイン後、
「専用申込みフォーム」から、必要事項を記載していただき、お申込みください。
２．当社の「店頭外国為替証拠金取引」においてお客さまが登録したメールアドレス宛てに、当社から「確認
メール」を送信いたします。
３．お客さまがご指定されたトラベレックス社店舗において、外貨両替取引を行ってください。
※ご本人確認をさせていただきますので、運転免許証・パスポート等の「写真付本人確認書類」及び当社の
「確認メールを印字したもの」
（携帯画面 可）をご持参ください。
５．問い合わせ先
セントラル短資ＦＸ株式会社
セントラル短資ＦＸ株式会社 カスタマーデスク（平日２４時間対応）
電話番号 0120-30-8806 もしくは 03-6833-0250
祝日は、電子メール 「support@central-tanshifx.com」9:00-18:00
トラベレックスジャパン株式会社
電話番号 03-3568-1061
以

上

