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あなたの資産と未来に潜む、

33つのリスクリスク

先行きの不透明感

1│有事のリスクリスク
  金融資産の戦国時代

2│暴落のリスクリスク
  買った時には高かった

3│目減目減りのリスクリスク

私たちは常にリスクと共に生きています。
ときには予測できない事態が、経験したことのない規模とスピードで私たちの日常に
迫ってくることも。
世界を見渡すと、感染症ウイルスや多くの地域が抱える紛争の火種、米中貿易摩擦
など、一歩先の見えない深い霧の中にいる状態です。
日本国内においても、経済活動の停滞に加えて増税や年金、国の財政への懸念
など、将来はもちろん現在の生活にも不安を感じさせる材料は少なくありません。
経験を未来への学びとして生かすために、私たちの生活と資産はこうしたリスクと隣り
合わせであることを忘れてはならないのです。

過去の歴史を振り返ってみても、オイルショック（1973年・1979年）、ブラック
マンデー（1987年）、ITバブル崩壊（2000年）、リーマンショック（2008年）、コロナ
ショック（２０２０年）、ロシアによるウクライナ侵攻（２０２２年）など、株価の暴落はほぼ
10年を目安として、繰り返し起こっていることがわかります。
2020年のコロナショックでは、株価の下落は約3割にも達し、多くの人が資産の
大幅な目減りを経験しました。
過去の歴史は、いずれ株価の暴落などが起こりうることを示して、どのようにしたら
資産を守れるのかを私たちに問いかけているのです。

過去に学ぶ、リスク回避の必要性

今、そこにあるリスク

リスクを回避し、
資産を守るための方法とはQ.
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不況時や紛争、テロなどにより地政学的リスクが高まったとき、金価格は値上がりする
傾向があります。世界経済が不安定なときこそ、その強さを発揮する「金」は投資に
おける守備の要として近年さらに支持を集めています。

「金融資産」と呼ばれる債券や株式は、ある時点で高い価値を持っていたとしても経済情勢
や企業の業績により一瞬にしてその価値が変動し、場合によっては失われることもあり
ます。しかし「実物資産」の「金」は、資産そのものの価値が大きく揺らぐことはありません。 

「金」は保有しやすい投資商品であることも特徴のひとつです。同じ実物資産の不
動産や美術品などと比較した場合、「金」はご自身のご予算にあわせた金額で購入
でき、その後の管理の負担も少なく、金銭で返還を受けることも容易に行えます。
「金」は大切な資産を同時に失う危険性から資産を守る「守りの金」としても活躍します。

答えは「「金」金」でした。

1│有事のリスクを有事のリスクを「減らす」「減らす」

 
2│暴落のリスクを暴落のリスクを「回避する」「回避する」

3│目減りのリスクを目減りのリスクを「乗り越える」 「乗り越える」 

国際金融アナリスト
豊島逸夫

スイス銀行で外国為替貴金属
ディーラーとして活躍。独立後は金
市場や国際金融などの情報発信を
行うとともに“貴金属アナリストの第
一人者”として尽力。投資初心者にも
分かりやすい解説にはファンも多い。

A.  「有事の金」に「インフレヘッジの金」。金の説明には
必ず出てくる表現ですが、陸の国境がなく、長いデフレ
に慣れた日本人にはピンときませんでした。しかし、コロ
ナ禍とウクライナ侵攻で、その意識が激変しています。
 戦争などの有事が他人事ではなくなり、有事に強い
資産としての金が切迫感を持ち注目されるようになり
ました。さらに、バブルが弾けてデフレに近い経済状態
が長く続き、物価が上がるインフレは死語になりました
が、コロナで一転、世界的に物価が急騰しています。
さすがに日本でも、久しぶりのインフレに備える資産
として金が再注目されています。
　しかも、円建ての国内金価格は史上最高値を付け
るに至りました。ここでのキーワードは何と言っても「円安」。金はそもそもドル建てで売買
されるので、ドル高・円安が大幅に進行したことで史上最高値を大きく更新したわけです。
　しかし、ここで個人投資家には大きな疑問が湧きます。「そんな高値で買っていいの？」
と。もっともな疑問です。
　答えを先に言えば、長期的には価格が上がるけれど、短期的には価格が変動する金の
ような投資媒体は、無理のない範囲で少額から毎月積み立てをしましょう。それを１年近く
続け「かけ湯」のように慣れたところで本格的に金投資を考えても遅くはありません。史上
最高値という誘惑的な言葉に舞い上がり、まとめ買いするのは賢明な判断とは言えませ
ん。有事の金とて同じこと。私は「有事の金のドカ買いは悪魔の選択」と諭しています。
　中長期的に積み立てると言っても、金価格が徐々に上がっていかなければ成り立ちま
せんよね。ここでのキーワードは「金の埋蔵量」。既に陸の金鉱脈は開発され、これからは
海底の金資源開発に挑まなければなりません。そうは言っても、金鉱石１トンから抽出さ
れる純金の量は２グラムもあれば御の字です。これでは金価格が１０倍以上にでも跳ね
上がらないと採算ラインには合わないでしょう。
　この希少性こそ、金の価値の原点です。何があっても独自の価値を維持できる資産
は、金以外に考えられません。

※この原稿は２０２2年7月に執筆されたものです。

国内金価格が高値更新でも金が買われる理由内金価格が高値更新でも金が買われる理由

「三菱の金」は、世界が認めたブランドです。
三菱マテリアルが金の製錬に取り組み始めたのは明治29年のこと。その後100年
以上の長きにわたり金地金を製造しています。ロンドン貴金属市場協会公認の
熔解検定業者として登録マークである「三菱」を刻印し、永遠の資産を提供して
いるのです。
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わたしに合ったわたしに合った
「金」「金」の始め方。の始め方。

「月額積立購入」「月額積立購入」
積立購入金額をご自身で設定し、金融機関口座から引落とし。
月々3,000円から無理なく預貯金感覚で着実に購入できる上
「ドルコスト平均法＊」によって価格変動リスクを抑えられます。
＊ドルコスト平均法…購入金額を按分し、一定金額ずつ購入していく方法。

「スポット購入」「スポット購入」
相場を見て、その日の価格で購入可能。その日に注文購入する
「当日スポット購入」と、任意の月を選んで積立購入する
「月間スポット積立購入」の２つがあります。
いずれも購入手数料は無料です。

「インターネット取引サービス」「インターネット取引サービス」（オンライントレード）（オンライントレード）

24時間アクセスOK。ご登録いただくと寄託残高や取引履歴を
いつでもチェックできるほか、相場情報などをメルマガでお届け。
優遇されたWeb価格で、当日スポット購入や市場売却受託サービスを
利用して金銭で返還を受けられるメリットがあります。

「店頭」＆「電話」「店頭」＆「電話」
直営店「ゴールドショップ三菱」では、アドバイザーが直接ご要望をお伺いします。
また、お問い合わせ・ご注文は、お電話でも承ります。

預貯金感覚で
毎月無理なく
着実に買いたい。

まとまったお金で
タイミングを見て
買いたい。

いつでも手軽に
パソコンやスマホで
取引したい。

最初はやっぱり
プロの説明を
聞いて買いたい。
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0120-3214-39
受付時間 10：00～17：00（定休日：土曜・日曜・祝日）

積立購入から、スポット購入まで。
［マイ・ゴールドパートナー］なら、
無理のない金額から金・プラチナ・
銀のご購入が可能です。

店舗情報はこちらでご覧いただけます。
https://gold.mmc.co.jp/shop/
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■ 月額積立（定額）購入の場合
　 ＝ドルコスト平均法

長期保有で
価格変動リスクを軽減できる「ドルコスト平均法」「ドルコスト平均法」とは？とは？

金価格が
1日目4,000円/g、
2日目8,000円/g、
3日目6,000円/gの場合。

※金価格の状況により変動します。
※あくまで例として掲載しています。

「ボーナス月プラス積立購入「ボーナス月プラス積立購入」もOKもOK
月々の積立購入金額はあまり無理せず、余裕がある月に多く積み立てたい…
そんなとき、その都度注文購入する手間を省けるのが「ボーナス月プラス積立購入」。
年2回まで、月々の積立購入金額に加算でき、金融機関口座から自動引落とし
となります。月額積立購入のお申し込みと同時に設定できます。

価格変動する商品を複数回にわたって買う際に、“毎回一定量”ではなく、
“毎回一定金額分”を買う方法。価格が安い日には多く、
価格が高い日には少なく購入するため、価格変動リスクを抑える効果があります。

■ 定量購入の場合

（ｇ）
0

（円 /g）

金購入重量 金価格

1日目 2日目 3日目

購入金量 1g 1g 1g

4,000円 8,000円6,000円購入金額

3g
18,000円

▶購入金額の合計は
　どちらも18,000円だが、
　購入する金の量は
　定額購入（ドルコスト平均法）
　の方が多くなっている。
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金購入重量 金価格
安い日には多く 高い日には少なく

※ボーナス月プラス積立購入の積立購入手数料は無料です。
※月額積立購入をお申し込みいただいている貴金属が対象となります。
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残高報告書
送付

月額積立
開始

●金・プラチナ・銀を組み合わせて積立
    購入金額は、金・プラチナ・銀それぞれに設定することが可能です。

●月額積立購入には積立購入手数料がかかります
　ご購入される全ての貴金属の積立合計金額によって手数料が変わります。
　 ※手数料には消費税（10％）が含まれます。

月額積立購入

例えば、金を月々20,000円積立購入すると…

（月額積立購入に年2回のボーナス月プラス積立購入55,000円を併用した場合）
20,000円×12か月×10年＝500g

※6月から月額積立を始めた場合のシミュレーションです。計算上金価格を一律7,000円/gと仮定しており、
　実際の金価格の状況により変動します。
※別途積立購入手数料と年会費がかかります。

月々の購入額はご自身で設定OK！（3,000円以上、1,000円単位）

ご指定の金融機関口座からの自動引落とし＊で、手間なく着実に貯まります。
＊引落とし日の前に金融機関口座の残高をご確認ください。

ドルコスト平均法による定額購入だから、
価格変動リスクも軽減でき、長期保有におすすめ。

毎月決まった金額を、金融機関口座から引落として積立。
「ドルコスト平均法」による購入で、価格変動リスクを軽減できます。

なお、積立購入は消費寄託になります。

ボーナス月
プラス積立加算

ボーナス月
プラス積立加算

100g金地金に
引出し可能

500g金地金に
引出し可能

月額積立
初回引落し

申込
（毎月5日締切）

月額10,000円以上：1,000円につき26円（本体価格：23.9円）
月額10,000円未満：1,000円につき31円（本体価格：28.6円）

※イメージです

会員契約期間開始日から会員契約期間満了日まで継続してご利用いただいたことに対する特典
として、会員契約期間満了前月までの12か月間の購入取引に基づき、会員契約期間満了日に
お客様の消費寄託残高へ会員継続ボーナスを加算します。
※会員継続ボーナスは計算方法ならびに料率を変更または中断・中止することがあります。



お電話でも価格をご確認いただけます！
0120-45-3214 受付時間 10：00～17：00（定休日：土曜・日曜・祝日）

弊社発表小売価格

4/1 5 10 15 20 25 30

金価格の推移（例）

この日の価格で
買いたい！

この日の価格で
買いたい！

7,800

7,900

8,000

8,100

8,200
（円（円/ｇ）

注文日の価格で
任意の金額分を一括購入

ドルコスト平均法で
申込翌月の１か月間を
積立購入

無料

・電話（会員専用ダイヤル）
・オンライントレード（優遇価格あり）
  （▶P12参照）

・店頭

・電話（会員専用ダイヤル）
・オンライントレード

※ご成約後、翌営業日午前中までに弊社指定の金融機関口座へ購入金額をお振込みください
　（振込手数料はお客様のご負担となります）。
※当日スポット購入は消費寄託または混蔵寄託でのお預かり方法をお選びいただけます
　（▶P13「お預かり方法」参照）。

※毎月20日が翌月分の申込締切日です。
※ご注文後、翌営業日午前中までに弊社指定の金融機関口座へ購入金額をお振込みください
　（振込手数料はお客様のご負担となります）。

「当日スポット購入」「当日スポット購入」なら…なら…

「月間スポット積立購入」「月間スポット積立購入」なら…なら…

当日スポット購入

購入方法

申込方法

購入手数料

月間スポット積立購入

買うタイミングをご自身で判断したい方に、
当日スポット購入と月間スポット積立購入をご用意。
状況に応じて組み合わせてご利用いただけます。
※スポット購入手数料はどちらも無料です。 ※購入金額はどちらも10,000円以上1,000円単位となります。

スポット購入のタイミングは、
メルマガでチェック!
※インターネット取引サービス（オンライントレード）
　にご登録いただくと、金・プラチナ・銀の
   優遇されたWeb価格と相場概況を
   メールでお届けします（▶Ｐ12参照）。

［マイ・ゴールドパートナー］なら、インターネット取引サービス（オンライントレード）
で優遇されたWeb価格が適用となります。

申込確認書が届き次第すぐにご利用いただけます。
受付時間 10：00～17：00（定休日：土曜・日曜・祝日）までお気軽にお問い合わせください。ご不明な点は 0120-3214-39
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任意の月に定額分をスポット購入し、積み立てていく方法。
スポット購入とドルコスト平均法、両方のメリットがあります。

その日の価格を見て「買い！」と思ったときに、任意の金額分を一括購入。
チャンスを逃さず、ご注文いただいた日の価格で購入できます。

スポット購入
余裕資金のあるときや、価格が安いと思ったとき。

買いたいタイミングで、インターネットやお電話からご購入いただけます。

昨日より安い！
だったら買おうかな！

※画像はイメージです

会員契約期間開始日から会員契約期間満了日まで継続してご利用いただいたことに対する特典
として、会員契約期間満了前月までの12か月間の購入取引に基づき、会員契約期間満了日に
お客様の消費寄託残高へ会員継続ボーナスを加算します。
※会員継続ボーナスは計算方法ならびに料率を変更または中断・中止することがあります。



ゴールドパーク https://gold.mmc.co.jp/

ご利用登録はオンライントレードをクリック！

ご利用開始は
ログインをクリック!
※画像はイメージです

［マイ・ゴールドパートナー］会員様限定！ PCやスマートフォンから、
お取引や残高照会、相場のチェックをリアルタイムで。

簡単操作で、買いたいタイミングで注文OK
※オンライントレード取引サービス執行時間:
　10:00～17:00（土曜・日曜・祝日除く）

　上記以外は時間外取引となり、ご注文の受付のみとなります。

あ、けっこう
貯まってる♪

●Web価格や相場概況をメルマガ配信

トップ画面

金・プラチナ・銀それぞれのWeb価格や
寄託残高をいつでもどこでも確認できます

マイ・ゴールドパートナー　オンライントレード

「ゴールドパーク」
三菱マテリアル地金情報発信サイト

スポット購入注文画面
マイ・ゴールドパートナー　オンライントレード

インターネット取引
サービス（オンライントレード）（オンライントレード）

金の基礎知識や相場概況まで、情報いろいろ

いつでも待たずに、タイミング良く取引したいなら、
インターネット取引サービス（オンライントレード）にご登録ください。
PCやスマートフォンから24時間アクセスOK。
購入・市場売却受託サービスや寄託残高・取引履歴の確認が簡単です。

●優遇されたWeb価格や成り行き・指値注文など、
　オンライントレードだけのサービスいろいろ
・当日スポット購入や市場売却受託サービスをご利用の際、
 優遇されたWeb価格が適用されます。
  ※Web価格はメルマガや「ゴールドパーク」トップ画面からご確認いただけます。

・成り行き＊注文だけでなく指値＊注文も受け付けており、
  日中に価格を確認する時間がないという方にも便利です。
・月々の積立購入金額の変更、世界の金貨で返還を受けたり、他のメタルへの変更な
ど、各種返還・変更取引もオンライントレードなら簡単です。

金・プラチナ・銀のWeb価格と相場概況をメールでお届けします。

●ご利用は［マイ・ゴールドパートナー］会員様限定
［マイ・ゴールドパートナー］会員登録完了後、地金情報発信サイト「ゴールドパーク」から
オンライントレードの新規利用登録が可能です。登録が完了しログインしていただいた
後は、各種取引や寄託残高照会が可能になります。
（▶P16のA.「お申し込みの流れ」参照）。

※画像はイメージです

例）2022年7月1日（金）の金価格

＊成り行き／指値：価格変動する金融商品を取引する際の注文方法のこと。「成り行き」とは
注文を出したときの相場価格で取引が成立するのに対し、「指値」とは取引したい価格を自分で
指定できます。［マイ・ゴールドパートナー］では当日スポット購入・市場売却受託サービスのイン
ターネット取引に限り、成り行き・指値注文の選択が可能です。

※プラチナと銀もWeb価格が適用されます。
※店頭価格は店頭での金地金の売買およびマイ・ゴールドパートナーでの月額積立購入、ボーナス月プラス積立購入、月間スポット
積立購入と店頭もしくはお電話での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場売却受託サービスに適用されます。

※Web価格はマイ・ゴールドパートナー専用の価格です。オンライントレード取引での当日スポット購入、等価メタル変更サービス、市場
売却受託サービスに適用されます。

●年会費が無料に
オンライントレードから残高報告書等の送付停止をお申し込みいただくと、次年度から
の年会費が無料となります。
※毎年1月にお知らせする残高報告書はオンライントレード上でご確認いただけます。
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外出中でも価格
チェックできて便利！

店頭小売価格
8,736円/g（消費税込）

Web小売価格
 8,725円/g（消費税込）

店頭買取価格
8,627円/g（消費税込）

Web市場売却受託サービス価格
8,638円/g（消費税込）

当日スポット購入

【重要】当日スポット購入の注意事項

次へ

当社Web価格 / 所有メタル残高

・当日スポット購入代金は、成約の翌営業日正午までに「電信扱い」で「お届けのお名前」にて、下記口
座にお振込みください。振込手数料はお客様のご負担となります。
・購入手数料はかかりません。
振込先：三菱UFJ銀行（銀行番号0005）／本店（支店番号001）／口座種別　当座／口座番号
9038216／口座名義　三菱マテリアル株式会社
・成約時点で注文を執行し、その旨をメールで送信します。指定受信を設定されている場合は
「mgptrade@mmc.co.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。

混蔵寄託による寄託取引を行うにあたっては、弊社が別途定める契約期間にかかる保管料　　が必要とな
ります。

寄託方法を選択してください。

消費寄託
取扱いメタル：金、プラチナ、銀

混蔵寄託
取扱いメタル：金

❶

？

？

？

スポット購入、
わたしでも
簡単にできた！

マイ・ゴールドパートナー
オンライントレード

ログアウト MENU

MITSUBISHI  MATERIALS 12
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GOLD

金 金

別途保管料が
かかります

GOLD

弊社専用金庫
で保管します

保管
方法

保管
対象

会員継続
ボーナス

保管料

お預かりしている金・プラチナ・銀を
三菱マテリアルが運用。

（イメージは銀行の普通預金）

会員継続ボーナスは消費寄託残高に加算されます。

混蔵寄託
こんぞうきたく

お預かりしている金を
三菱マテリアルが

専用金庫にて厳重に保管。
（イメージは銀行の貸金庫）

無料

有料

※所有権はお客様に帰属したまま、弊社資産とは
　区別して管理・保管します。

※寄託重量と店頭小売価格（消費税抜）によって
　異なります（別途消費税がかかります）。
※保管料は6か月ごとにご請求させていただきます
　（ご登録の金融機関口座より引落としとなります）。

消費寄託
しょうひきたく

〈金の場合〉

金 金のみ銀プラチナ

弊社 専用金庫お客様
金

保管料は
かかりません

運用
手数料

会員継続
ボーナス

会員継続
ボーナス

運用
お客様 運用

相手先弊社

お預かり方法 お受取方法

「購入時に選んだ金の寄託方法を、やっぱり変更したい」というとき、寄託方法の変更
（消費寄託から混蔵寄託へ、または混蔵寄託から消費寄託へ）は、後からでも可能です。 ！引出手数料、配送手数料には消費税（10％）が含まれます。

！ご成約後のキャンセルはできません。よくご検討の上、お申し込みください。※お客様がお持ちの金・プラチナ・銀地金の現物をお預かりするサービスは行っておりません。

お申し込み前日までの寄託残高の範囲内で取引成約時点の弊社発表店頭買取
価格で金銭で返還を受けることができます。なお、オンライントレードで市場売却受託
サービスを利用される場合は、優遇されたWeb価格が適用されます。返還金額は
ご登録の金融機関口座にお振込みいたします。
※市場売却受託サービスの利用単位は1g以上1g単位、または1,000円以上1,000円単位となります。
　解約せずに一部または全量で市場売却受託サービスのご利用も可能です。

お預かりした金・プラチナ・銀のお受取方法は、
現物引出し・等価金貨返還サービス・等価メタル変更サービス・
市場売却受託サービスからお選びいただけます。

金をご購入いただく際は、消費寄託または混蔵寄託での
お預かり方法をお選びいただけます（プラチナ・銀は消費寄託のみとなります）。

引出手数料（１本あたり）

金地金
プラチナ地金
銀地金

5g
4,400円
3,300円
ー

10g
3,300円
3,300円
ー

20g
3,300円
ー
ー

500g
無料
無料
ー

100g
8,250円
11,000円  
3,300円

1kg
無料
無料
8,800円

お申し込み前日までの寄託残高の範囲内で地金として引出せます。お申し込みは
インターネット・電話・店頭で、お渡しはご登録住所への送付＊となりますが、金地金に
限り店頭でお受け取りいただけます。　　

◎お預かり方法を後から変更できる「寄託口座変更サービス」（金のみ）

現物引出し地金で受け取る地金で受け取る

市場売却受託サービス金銭で返還を受ける金銭で返還を受ける

お申し込み前日までの消費寄託残高の範囲内で金貨で返還を受けたり、
「金→プラチナ」「プラチナ→銀」のように、他のメタルに変更いただくことも
可能です。等価メタル変更サービスは取引成約時点の弊社発表等価メタル
変更価格で変更元メタルを市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を
受け、弊社発表店頭小売価格をもって変更先メタルを購入いただきます。
※等価金貨返還サービスは配送手数料1,650円を貯まったメタルでお支払いいただきます。

等価金貨返還サービス
等価メタル変更サービス

金貨で返還を受けたり、
他のメタルに変更する
金貨で返還を受けたり、
他のメタルに変更する

GOLD GOLDPLATI
NUM SILVER

GOLD GOLD
※金・プラチナ地金は５g以上５g単位で、銀地金は100g以上100g単位でのお引出しとなります。
※お渡しする地金は大きい順の組み合わせとなります。
※郵送の場合は配送手数料1,650円を代金引換サービスによりお支払いいただきます。

＊プラチナ地金、銀地金は送付のみとなります。

※所有権は弊社へ移行しますが、お客様は弊社が
　お預かりした貴金属地金の返還請求ができます。

MITSUBISHI  MATERIALS 14



よくあるご質問　

月額積立購入には積立購入手数料がかかります。ご購入される全ての貴金属の積立
合計金額によって手数料が変わります。
（手数料は月額積立購入金額が10,000円以上、10,000円未満で異なります▶P8参照）

貴金属を組み合わせて積み立てたら、別々に手数料がかかる？

年会費880円（消費税込）がかかりますが、スポット購入は購入手数料が無料です。
また、会員様限定のオンライントレードをご利用いただけるのがメリットで、当日スポット購入
や市場売却受託サービスのご利用時に優遇されたWeb価格が適用されます。日中電話
が繋がりにくい場合でも手軽に取引でき、寄託残高や取引履歴の確認も簡単です
（▶Ｐ11・１2参照）。

月額積立はしないが金は買いたい。会員になるメリットはある？

保有していた金を売却または市場売却受託サービスを利用して
金銭で返還を受けたら、税金はどうなるの？

個別のケースについての判断は税務署で行っています。
詳しくはお近くの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のHP「タックスアンサー」へ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

金地金や金貨等も財産であることには変わりないため、相続した場合は相続税の対象に
なります。なお相続により取得する財産価額は、被相続人が死亡した日の店頭小売価格
で評価されることとなります。

相続税はどうなるの？

・年間特別控除枠（50万円）があります。
・損失が出た場合、他に譲渡所得（ゴルフ会員権や絵画等の売却による所得等）が
ある場合は、その範囲内で損益通算できます。
・保有期間が５年以内か５年超かによって課税対象金額が異なります。

譲渡所得の
場合の
計算式

短期譲渡（保有期間５年以内）の場合
譲渡価額－（取得費＋譲渡費用）－特別控除=譲渡所得金額
長期譲渡（保有期間５年超）の場合
［ 譲渡価額－（取得費＋譲渡費用）－特別控除 ］×１/２=譲渡所得金額

よく寄せられるご質問にお答えしまよく寄せられるご質問にお答えします。このほか、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。。このほか、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問はこちらでもご覧いただけまよくあるご質問はこちらでもご覧いただけます。 。 https://gold.mmc.co.jp/faq/https://gold.mmc.co.jp/faq/
店舗情報はこちらでご覧いただけま店舗情報はこちらでご覧いただけます。 https://gold.mmc.co.jp/shop/。 https://gold.mmc.co.jp/shop/

「譲渡所得（給与所得者などのケース）」の場合の税金は・・・

01200120-32143214-3939
受付時間 10受付時間 10:00～1700～17:0000
（定休（定休日：日：土曜・日曜・祝日）土曜・日曜・祝日）

通常、給与所得者等が金を売却または市場売却受託サービスを利用して利益が出た場合
には「譲渡所得」となり、他の所得と合算して総合課税の対象となります（※取引の状況に
よっては「雑所得」もしくは「事業所得」として扱われる場合もあります）。保有期間が５年を
超えている場合には「長期譲渡」となり、課税対象となる譲渡所得の金額が半分（１/２）に
なる税金面での優遇があります。

申込書またはオンラインからお申し込みいただけます。以下がそれぞれのお申し込みの流れ
になります。当パンフレット・約款をご一読の上、お申し込みください。

［マイ・ゴールドパートナー］会員になるには？

子供や孫の名義で申し込みはできるの？
お申し込みいただけます。親権者の同意が必要となりますので、詳しくは上記のお問い
合わせ窓口にご連絡ください。

Q
A 会員契約期間開始日から会員契約期間満了日まで継続してご利用いただいたことに

対する特典です。会員契約期間満了前月までの12か月間の購入取引に基づき、会員
契約期間満了日にお客様の消費寄託残高へ会員継続ボーナスを加算します。なお、
会員継続ボーナスは計算方法ならびに料率を変更または中断・中止することがあります。

会員継続ボーナスとは何ですか？Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A
1

2

3

4

5

申込書に記入（捺印2か所）

本人確認書類を同封の上、返送

約一週間後に「申込確認書」が届いたら、会員登録完了

「ゴールドパーク」からオンライントレード利用申し込み（▶P11・12参照）

利用登録完了メールが届いたら、ログインし、オンライントレード登録完了 password

1

2

3

4

オンライン入会申込ページにアクセス
https://gold.mmc.co.jp/online_membership_app/

お客様情報を入力

本人確認書類をアップロード

約一週間後に「申込確認書」が届いたら、会員登録完了

※オンラインで会員になった方はオンライントレードの利用登録は不要です。

氏名・住所・
口座情報

申込書の場合

オンラインの場合 入会申込者が弊社株主様および法人のお客様、未成年の場合は
オンライン入会申込できませんので申込書からお手続きください。
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契約期間/年会費

中途解約

契約解除

元本

特徴

手数料

購入方法 受取方法
月額積立購入

ボーナス月
プラス積立 当日スポット購入 月間スポット

積立購入 金地金 プラチナ地金 銀地金 等価メタル変更等価金貨返還

スポット購入

寄託方法
（預かり）

 現物引出し 返還・変更サービス

消費寄託

混蔵寄託

取引方法

残高報告書

注意事項

事業者の名称他
名称：三菱マテリアル株式会社／住所：〒100-8117 東京都千代田区丸の内3-2-3／代表者名：執行役社長 小野直樹／　　　所轄部署：金属事業カンパニー 製錬事業部 貴金属部／純金積立事業の開始時期：1989年 

インターネット

電話

店頭

本商品は元本を保証する商品ではありません。金・プラチナ・　　  銀は日々価格が変動しますので、
市場売却受託サービスをご利用の際に購入価格を下回る場合　 もあります。

サービス概要・注意事項一覧[マイ・ゴールドパートナー]

月々一定額を積立（ドルコスト平均法）

会員継続ボーナス対象取引

注文日に
任意金額分を
購入

金・プラチナ・銀

会員専用ダイヤルにて申込書請求の後
郵送します

購入や市場売却受託サービス等の取引サービスの執行時間は10:00～17:00（土曜・日曜・祝日　　　 は除く）となり、執行時間外は申込受付のみとなります。※寄託残高や取引履歴などの照会は原則24時間ご利用いただけます。　  　　    

年１回、１月に前年12月末時点の　　　 「残高報告書（寄託残高／平均取得価額／会員継続ボーナス）」を送付します。

任意月に
定額積立
（ドルコスト平均法）

LPPMまたは
大阪取引所
認定の地金にて
お引出し　

LBMAまたは
大阪取引所
認定の地金にて
お引出し　

他のメタルへ
変更する

3種類4サイズ
の金貨で
返還を受ける

▶Ｐ14参照▶Ｐ14参照有料
▶P14参照

有料
▶Ｐ8参照 無料無料

金のみ
※保管料別途

※成り行き、指値

無料
※配送手数料
   1,650円別途
▶Ｐ14参照

任意月（年2回まで）に
定額を加算

1年間（年会費880円）

申込受付のみ（受取は郵送）

▶ P9・10

▶ P7～10

▶ P7・8

▶ P11・12

▶ P13

▶ P14

※三菱マテリアルの経営状況などはこちらでご覧いただけます。 https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/ir/highlight/ 

お客様はご契約日から起算して14日以内は書面により会員　　契約を解除することができます。ただし、当該期間中に利用された個々の取引については、  
契約解除の対象とはなりません。なお、この契約解除により弊社　　 が損害賠償の請求や違約金の請求あるいはその他の請求を行うことはありません。

所定の解約申込書により中途解約することができます。 解約　　 手数料はかかりません。         
また、未払いの年会費等に関する請求を除いて、弊社が損害　　 賠償の請求や違約金の請求を行うことはありません。         

市場売却受託
サービス

※お申し出のない限り自動　 継続となりますが、中途解約により契約を解除することも可能です。自動継続のお知らせを契約最終月の前月にご送付します。
※年会費には消費税（10％）　 が含まれます。
※オンライントレードから残高　 報告書等の送付停止をお申し込みいただくと、次年度からの年会費が無料となります。

三菱マテリアル
ブランドの地金
にてお引出し

1kg・500g
は無料
▶Ｐ14参照

1kg・500g
は無料
▶Ｐ14参照

金銭で返還を受け
登録金融機関口座
へ振込

※マイナンバーについて  : 200万円超の金・プラチナ・金貨を売却または市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受け　 たり、市場売却受託サービスを利用して等価金貨返還や等価メタル変更をされる場合、毎月支払調書による税務署への報告が義務
付けられており、マイナンバーも記載します。当該お取引の際は、後日お客様宛に 「個人番号（マイナンバー）記載書類」ご提出のご案内　 一式（登録用紙と返信用封筒）をお送りしますので、登録用紙に該当書類のコピーを貼付して、同封の返信用封筒にてご返送ください。  
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〒101-8338 東京都千代田区内神田2-16-11 内神田渋谷ビル

　   0120-3214-39
受付時間10:00～17:00（定休日：土曜・日曜・祝日）
https://gold.mmc.co.jp/    2022年10月  消費税10％適用




