直営店/ゴールドショップ三菱の
ご案内
店舗でも本人確認書類をご提示のうえ、市場売却受託サービ
ス等をご利用いただけます。
ご来店の際には事前に各店舗までお問合せください。

東京・丸の内店

〒 100-0005
東京都千代田区丸の内 3-3-1
新東京ビル 1F
営業時間：10:00 〜 17:00
定休日：土曜・日曜・祝日
TEL：03-5252-5212

5
丸の内
二重橋
ビル

名古屋店

〒 460-0003
名古屋市中区錦 2-4-3
錦パークビル 14F
営業時間：10:00 〜 17:00
定休日：土曜・日曜・祝日
TEL：052-223-8511

大阪店

〒 530-6001
大阪市北区天満橋 1-8-30
OAP タワー 1F
営業時間：10:00 〜 17:00
定休日：土曜・日曜・祝日
TEL：06-6356-5014

ゴールドショップ三菱からのお知らせ・お願い

・マイ・ゴールドパートナーの各種サービスを店頭でご利用いただく場合は、 原則
100,000 円以上のお取引とさせていただいております。ご了承くださいますようお願い
申し上げます。

ロンドン貴金属市場協会公認熔解検定業者

マイ・ゴールドパートナー係
〒101-8338 東京都千代田区内神田 2-16-11 内神田渋谷ビル
会員専用
ダイヤル

0120-3214-39

受付時間：10:00～17:00
（定休日：土曜・日曜・祝日）

ホームページ https://gold.mmc.co.jp/

2022.10

消費税 10% 適用

本パンフレットは森林環境にやさしいFSC®森林認定紙・植物油インキを使用、水なし印刷されております。

よくお読みください。

本ガイドブックには、金・プラチナ・銀積立「マイ・ゴールドパートナー」を
ご利用になる上で大切な内容が記載されております。
よくお読みの上、大切に保管してください。

金・プラチナ・銀積立
［マイ・ゴールドパートナー］
ガイドブック
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直営店 / ゴールドショップ三菱のご案内

市場売却受託サービス等をご利用できます

各ページのマーク

該当するサービスに下記のマークがついています。
金（消費寄託）
プラチナ（消費寄託）
銀（消費寄託）
金（混蔵寄託）
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はじめに
マイ・ゴールドパートナーとは
マイ・ゴールドパートナーでは、金・プラチナ・銀の積立購入、
現物引出しや金貨への等価返還など、様々なサービスを利用
することができます。会員契約期間中（1 年間）であれば全
てのサービスを好きな時にご利用いただけます。
※お申し出のない限り自動継続となりますが、お申し出により中途解約すること
もできます。
※解約する場合には、解約希望月の 20 日までに、弊社所定の用紙でお手続きくだ
さい。

※原則として、全てのお取引は契約者ご自身でお手続きください。

まず年間スケジュールをご確認ください！

（例）4 月 5 日までに会員契約をお申し込みの場合
〈消費寄託をご利用の場合〉
月額積立購入とボーナス月
プラス積立購入（12月）
申込受付
（毎月5日締切）

月額積立購入開始

4月

会員申込
申込確認書
年会費引落
（12日）

5月
6月
7月

〈混蔵寄託をご利用の場合〉
当日スポット購入
（6月1日）

申込受付
（毎月5日締切）

当日スポット購入申込
（翌営業日午前中振込）

8月

10月

ボーナス月プラス積立購入
残高報告書送付
【1回/年】

11月
12月
1月

残高報告書
到着

2月

初回保管料のお知らせ
・引落（12日）
残高報告書送付
【1回/年】

3月
自動継続の

5月

会員契約自動継続
年会費引落（12日）
解約申込締切（20日）

6月

お知らせ
契約内容確認

２年目

会員継続ボーナス加算
（契約期間満了日）
※消費寄託残高に加算

4月

２回目保管料徴収対象期間（６か月）

ボーナス月プラス積立購入
金額引落

会員契約１年目

9月

初回保管料徴収対象期間（６か月）

代金引落
（毎月12日）

お客様の会員ご契約

会員継続ボーナス加算
（契約期間満了日）
※消費寄託残高に加算

2回目保管料のお知らせ
・引落（12日）

申込確認書に記載の会員番号を入手次第、当日スポット購入をご利用いただけま
す。購入した貴金属は消費寄託、混蔵寄託※のいずれかの方法でお預かりいたします。
※混蔵寄託は金のみのお取扱いとなります。

「月額積立購入」
申込締切日は毎月 5 日。翌月 12 日に月額積立購入金額と積立購入手数料を
自動引落とし。
「ボーナス月プラス積立購入」（年 2 回まで）
申込締切日は5日
（購入希望月の2 か月前）
。購入月の前月12日に自動引落とし。
「月間スポット積立購入」
申込締切日は毎月 20 日。成約後、翌営業日の午前中までに代金振込。
「当日スポット購入」
申込締切日は任意の日の営業時間内。
成約後、
翌営業日の午前中までに代金振込。
申し込み時にお預かり方法をお選びください。詳しくは、
7, 8 ページをご参照ください。
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マイ・ゴールドパートナー
お取引全体のしくみをご理解ください。
▪すべてのサービスを好きな時にご利用いただけます

お

お客様

店頭

電

支払
年会費
積立購入代金（消費）

お客様お届け
金融機関口座

保管料（混蔵）

購
引落

月額
ボーナス月

購
スポット購入代金
（消費・混蔵）

確認

弊社指定
金融機関口座

支払

月間スポ
当日ス

PC、スマートフォン 取引時確認メール
残高報告書

受取
金地金

郵送・店頭

プラチナ地金・銀地金

郵送

現金

支払

現物引出し
地金
金銭

返還・
郵送・店頭

金貨

等価
等価

マイ・ゴールドパートナーがご提供するサービス
マイ・ゴールドパートナーは Web・電話・店頭からいつでも
手軽に、金・プラチナ・銀をお取引いただける便利で安心なサー
ビスです。
購入方法は、積立購入、スポット購入からお選びいただけ、
購入された貴金属は弊社でお預かりいたします。
貯まった金・プラチナ・銀は、返還・変更サービスを利用し、
金貨で返還を受けたり他の貴金属へ変更することもできます
（消費寄託残高の範囲内でご利用いただけます）。
3

取引
話

三菱マテリアル

Web

預入（保管）
入（積立）

消費寄託

積立購入

金・プラチナ・銀

プラス積立購入

ット積立購入

寄託口座変更

入（スポット）
預かり

ポット購入

混蔵寄託

・市場売却

金

の引出し
の受け取り

・ 変更
金貨返還
メタル変更

※金の保管方法は消費寄託（7ページ
参照）と混蔵寄託（8ページ参照）の
2通りがあります。

※消費寄託残高の範囲内でご利用いただけます。

※各種内容につきましては各ページをご確認ください。

選べるお預かり方法
着実にじっくりと資産を増やすならば、積立購入やスポット
購入を利用し、保管料のかからない消費寄託で預けることを
ご検討ください。そして、一定量の金地金を保有している方は、
さらに安心な混蔵寄託で預けるのもおすすめです。マイ・ゴー
ルドパートナーでは寄託方法の変更も可能です。
オンライントレードをご利用いただくと手続きを簡単に行う
ことができます。
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マイ・ゴールドパートナーのお取引
オンライントレード（インターネット取引サービス）でスムーズに！
オンライントレードは、マイ ･ ゴールドパートナーでのお取引や各種照
会がインターネット上で簡単に行えるサービスです。オンライントレー
ドからお手続きいただくと、優遇された Web 価格が適用される取引もあ
ります。マイ ･ ゴールドパートナーの各種サービスをスムーズにご利用
いただくために、ぜひご登録ください。オンライン入会申込をご利用さ
れた会員の方は入会時に登録済みですので、改めてのご登録は不要です。
※ Web 価格：店頭価格より狭い取引価格差。

メリット

1

お取引の申込受付もオンラインなら簡単です。

当日スポット購入、地金引出し、各種サービスのお申し込みも、オ
ンライントレードなら平日・休日、日中・深夜を問わず可能です。
※オンライントレード取引時間 10:00 ～ 17:00（土曜・日曜・祝日除く）
※上記時間外は申込受付のみとなります。

メリット

2

当日スポット購入等の取引は、オンラインがおすすめです。

オンライントレードから当日スポット購入や市場売却受託サービス
をご利用いただくと、Web 価格が適用されます。
メリット

3

オンラインなら、指値注文も可能です。

平日の日中には、なかなか価格を確認する時間が取れないことも。そのよう
なお客様のために、オンライントレードでは指値注文も受け付けています。
※指値注文の有効期間は弊社貴金属価格発表時間から同日 24 時までの場合、およ
び貴金属価格発表日以外の場合、翌貴金属価格発表日の 17 時まで。弊社貴金属
価格発表日の 0 時から価格発表時間までの場合、同日の 17 時まで。

メリット

4

月々の積立購入金額の変更手続きも簡単です。

月々の積立購入金額の変更、ボーナス月プラス積立購入の変更、月
間スポット積立購入のお申し込みなどがお手続きいただけます。

※住所・氏名の変更、登録金融機関口座・名義の変更、解約のお申し込みについ
ては、オンライントレード上ではお申し込みできません。必要書類をご請求の上、
お手続きください。

メリット

5

寄託残高、取引履歴の照会が可能です。

ご自宅のパソコンや、スマートフォンから、原則 24 時間いつでも
寄託残高、取引履歴の照会ができます。
メリット

6

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
だきますと、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、お客様各自に
てご確認ください。
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オンライントレード（インターネット取引サービス）の利用登録は
パソコン・スマートフォンで簡単に！
利用登録は 4 ステップで簡単完了。利用登録完了後、すぐに
ご利用いただけます。
STEP

1

利用登録開始

まず〔ゴールドパーク〕へアク
セ ス し「 オ ン ラ イ ン ト レ ー ド 」
ボタンから「新規利用登録」ペー
ジへお進みください。
パソコンの場合

https://gold.mmc.co.jp/
検索
ゴールドパーク

（画面はイメージです。）

スマートフォンの場合

二次元バーコードもしくは URL よりアクセス。
アクセス後は画面の案内に従ってください。

https://mgp.mmc.co.jp/

STEP

2

登録情報入力

会員番号・会員氏名・生年月日・電話番号・メー
ルアドレス・パスワードの入力だけで簡単に
お申し込みいただけます。
※登録情報の入力画面
（画面はイメージです。）

STEP

3

受付メールの確認

4

ご利用開始

ご登録いただいたメールアドレスに受付メールを送信しますので内容
を確認してください。
STEP

利用登録時にご自身で設定したパスワードを利用してオンライント
レードにログインし、お取引を開始！
月々の積立購入開始前でも、当日スポット購入のお取引は利用可能です。

オンライントレードで
機動的な資産形成を可能に！
オンライントレードにログインすると、
お客様の現在の残高状況、金・プラチ
ナ・銀の Web 価格が一目でわかります。
原則 24 時間いつでも手軽に、ご希望の
取引や照会の画面にアクセス可能です。
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（画面はイメージです。）

選べる寄託方法
どちらでも安心。
消費寄託

「消費寄託」は、弊社が地金をお預かりした時点で、所有権は
お客様から弊社に移り、お客様は弊社に対して預けた地金を
返還請求できるという契約です。弊社は、お預かりした地金
を適切と判断する方法で運用いたします。（約款第５条参照）
なお、保管料はかかりません。

お預かり期間と自動継続

お預かりする期間は会員契約期間と同じ 1 年間です。解約申
込書で会員契約終了のお申し出がない限り、ご契約は毎年自
動継続となります。（約款第 7 条参照）

会員継続ボーナス

会員契約期間満了日には「会員継続ボーナス」を提供します。
計算方法等については１０ページをご参照ください。（約款第
11 条参照）
※会員契約期間中に中途解約や契約解除となった場合及び会員契約期間満了日に
おいて会員資格が停止された場合は適用を受けることはできません。
※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。

寄託口座変更サービス

「消費寄託」と「混蔵寄託」のいずれかに保管方法を変更
できるのが寄託口座変更サービスです。消費寄託によるお
預けの金を混蔵寄託に、逆に混蔵寄託によるお預けの金を
消費寄託に。お客様のニーズに合わせて寄託口座をお選び
ください。また、こちらのサービスは金のみのお取扱いと
なります。（約款第 21 条参照）

寄託口座変更サービス概要
取扱貴金属

金のみ

・混蔵寄託から消費寄託への変更
サービス内容
・消費寄託から混蔵寄託への変更

申込方法

寄託口座変更
変更手数料

・Web：オンライントレード
取引時間 10：00 ～ 17：00（土曜・日曜・祝日除く）
・電話：0120-3214-39
受付時間 10：00 ～ 17：00（定休日：土曜・日曜・祝日）
・店頭：ゴールドショップ三菱 各店
毎月 5 日（締切日）までに申込受付した分を、同月 20
日（20 日が休業日の場合は翌営業日）に変更いたします。
不要

注意事項
※ 受付後に市場売却受託サービスなどを利用し、変更実施日
（毎月 20 日）に重量が不足
していた場合は、申し込みは無効となります。
※ 申し込みがあった月の締切日（毎月 5 日）までに、複数回の変更申し込みがある場合、申
し込みの都度、前回の内容は無効となり、最終の申し込み内容のみが有効となります。
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混蔵寄託

「混蔵寄託」は、金地金の所有権はお客様に帰属したまま、お
客様からお預かりする金地金を弊社の財産とは区別し、専用
の金庫で管理、お客様から返還のご請求があるまで、金地金
を保管するという契約です。お預かりには「保管料」がかか
ります。
（約款第５条参照）

お預かり期間と自動継続

お預かりする期間は会員契約期間と同じ 1 年間です。解約申
込書で会員契約終了のお申し出がない限り、ご契約は毎年自
動継続となります。（約款第７条参照）

保管料

弊社所定の場所にて保管・管理するため、お預かりには「保
管料」がかかります。保管料の対象期間は６か月とし、月末
残高および月末最終営業日金店頭小売価格（消費税抜）の実
績に応じて金額を算出、お客様お届け金融機関口座より引落
としとなります（年 2 回後払い）。（約款第 10 条参照）

▪保管料の概要
計算
方法

保管料＝（月末の金混蔵寄託残高重量
×月末最終営業日金店頭小売価格〈消
費税抜〉
）の平均×所定料率（年率）
※料率および計算例は下記をご参照
ください。
※別途消費税がかかります。
※算出した保管料が 250 円（消費税
抜）未満の場合は、無料となります。

▪料率（年率）

料率の条件

対象期間（6 か月分）
お支払 の 保 管 料（ 年 2 回 ）
方法 お届けの金融機関口
座より自動引落とし

対象期間の混蔵寄託重量（平均）
2,000g 未満
2,000g 以上
5,000g 未満
5,000g 以上
10,000g 未満
10,000g 以上
20,000g 未満
20,000g 以上
30,000g 未満
30,000g 以上

▪保管料の計算例

料率（年率）
0.10%
0.08%
0.06%
0.05%
0.04%
0.03%

対象月 月末残高 月末最終営業日金店頭小売価格（消費税抜） 月末評価額
1月
5,000g
7,700 円 /g 38,500,000 円
2月
4,000g
7,600 円 /g 30,400,000 円
3月
0g
7,500 円 /g
0円
4月
3,000g
7,800 円 /g 23,400,000 円
5月
2,000g
8,000 円 /g 16,000,000 円
6月
0g
7,900 円 /g
0円
平均残高 2,333g
平均評価額 18,050,000 円
適用料率
0.08%
※ 18,050,000 円× 0.08％× 6 か月 /12 か月
保管料
7,220 円
（消費税抜）
（別途消費税がかかります。）
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様々な
「購入方法」
購入機会をしっかりサポート
マイ・ゴールドパートナーでは、金・プラチナ・銀を「ドル
コスト平均法」で一定金額ずつ購入するか、または任意の日
の価格でまとめて購入する「当日スポット購入」のいずれか
でご購入いただけます。また、ご購入いただいた貴金属は弊
社に「消費寄託」か「混蔵寄託」にてお預けいただきます。

ご購入方法の一覧
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

ドルコスト平均法。お客様があらかじめ設定した金額
を、弊社営業日数で割り、営業日毎に購入

購入方法

購入
手数料

お預かり
方法

月々の
積立購入金額を
設定

任意の月に月額
積立購入の加算
を設定。設定し
た月は翌年以降
も繰り越し
（2回/年まで設
定可能）

月額積立購入金
額に応じた積立
購入手数料
※詳細は11ペー
ジおよび16
ページをご参
照ください

任意の月に
「積立購入」の
加算を設定

当日スポット購入
任意の日に
まとめて購入

任意の日に
購入設定
（成約時点の価格）

無料

消費寄託：
金・プラチナ・銀
混蔵寄託：
金

消費寄託：
金・プラチナ・銀

※ 月額積立購入をお申し込みいただいている場合のみご利用いただけます。

混蔵寄託について（金のみ）

金は「当日スポット購入」のお申し込み時に、寄託方法とし
て「混蔵寄託」を選択することもできます。
混蔵寄託でお預かりする金は弊社所定の場所で保管いたしま
す。そのためお預かりには保管料がかかります。

寄託残高のお知らせ

年 1 回、12 月末時点のお客様の寄託残高を郵送またはオンラ
イントレードで「残高報告書」として 1 月にお知らせいたし
ます。
（約款第 13 条参照）
残高報告書には金・プラチナ・銀それぞれの寄託残高を明記
いたします。金については「消費寄託」
、「混蔵寄託」それぞ
れの寄託残高を明記いたします。
「現在の残高をすぐに知りたい」という場合には、オンライント
レードが便利です。ご利用の登録は 6 ページをご参照ください。
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会員継続ボーナス特典

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 ヵ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。所定の料率は弊社ホームページ、お電話にてご確認いた
だけます。
※購入重量は月額積立購入 ( ボーナス月プラス積立購入含 )、当日スポット購入、
月間スポット積立購入の重量です。等価金貨返還・等価メタル変更は対象に含
まれません。
※会員契約期間中に中途解約、契約解除された場合、及び会員契約期間満了日に
おいて会員資格が停止された場合は適用を受けることはできません。
※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。

会員継続ボーナスの計算例

・お預かり方法は金の消費寄託と混蔵寄託
・会員契約期間中の購入重量を消費寄託 40g 混蔵寄託 40g、
合計 80g
・会員継続ボーナスの金の料率を５円 /g
・会員継続ボーナス重量算出時の店頭小売価格を 8,000 円 /g
とした場合

▪算出結果

（80g × 5 円 /g）÷ 8,000 円 /g ＝ 0.05000g

〈モデル図〉
消費寄託 1 年目

混蔵寄託 1 年目

消費寄託購入
重量合計 40g

スポット購入

12 か月目

（会員契約満了前月）

購入なし

月額積立購入

7 か月目
6 か月目
5 か月目
4 か月目
3 か月目
2 か月目

スポット購入

1 か月目

（年会員引落月）

0g
購入なし

0g
0g
5g

合算

2g

消費寄託購入重量

2g

混蔵寄託購入重量

2g
2g
10g

11 か月目
10 か月目
9 か月目

スポット購入

2g

5g

12 か月目

（会員契約満了前月）

+

購入なし

8 か月目
7 か月目
6 か月目
5 か月目

スポット購入
購入なし

4 か月目
3 か月目
2 か月目

スポット購入

1 か月目

（年会員引落月）

10g

消費寄託 + 混蔵寄託
80g

会員継続
ボーナス

0g
0g
0g
10g
0g
0g

混蔵寄託
40g

混蔵寄託残高

月額積立購入+
ボーナス月プラス
積立購入

8 か月目

スポット購入

消費寄託残高

月額積立購入

9 か月目

10g

1年目合計

月額積立購入+
ボーナス月プラス
積立購入

11 か月目
10 か月目

消費寄託購入
重量合計 40g

0g
10g

消費寄託
40g

0g
0g
10g

会員継続ボーナス
計算対象購入重量

会員契約満了日の
寄託残高

※上記のモデル図は「会員継続ボーナス」を理解していただくためのイメージです。
※お預かり方法を変更されたい場合は「寄託口座変更サービス」をご利用ください。
詳しくは７ページをご参照ください
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じっくり着実に育てていく
手軽で便利な
「積立購入」
マイ・ゴールドパートナーでは、金・プラチナ・銀を毎月一
定金額ずつ購入し、積み立てることができます。積立購入金
額は貴金属ごとに設定することができ、年 2 回まで月々の積
立購入金額に加算する「ボーナス月プラス積立購入」もお申
し込みいただけます。
お好きな組み合わせで、お客様の資産形成を行うことができ
ます。
※ボーナス月プラス積立購入は、月額積立購入をお申し込みいただいている場合
のみご利用いただけます。

積立購入の概要
ボーナス月
プラス積立購入

月額積立購入

購入方法

申込方法

ドルコスト平均法
（月々の積立購入金額を弊社営業日数で
割り、営業日毎に購入する方法）
オンライントレード上からお手続きいただくか、
所定の申込書を会員専用ダイヤルでご請求いただき、
必要事項を記入してご返送ください。

購入金額

3,000 円以上
1,000 円単位

購入価格

弊社発表金・プラチナ・銀店頭小売価格

購入手数料

1,000 円以上
1,000 円単位

月々の
積立購入金額
※

手数料

10,000 円以上

1,000 円に
つき 26 円
（本体価格 23.9 円）

10,000 円未満

1,000 円に
つき 31 円
（本体価格 28.6 円）

無料

※金・プラチナ・銀の合計金額

お預かり方法
申込締切日

お支払方法

消費寄託
毎月 5 日

5日
（購入希望月の 2 か月前）

購入希望月前月12日に
翌月 12 日より自動引落とし
自動引落とし
（金融機関休業日の場合は
（金融機関休業日の場合は
翌営業日）
翌営業日）

※購入手数料には消費税
（10%）
を含んでおります。
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お好きな時にまとめて購入！
手数料無料の「スポット購入」
マイ・ゴールドパートナーでは、あらかじめ設定した金額で金・
プラチナ・銀を積立購入する他に、任意の期間にまとめて購
入いただくこともできます。
任意の月に購入する「月間スポット積立購入」、任意の日に購
入する「当日スポット購入」からお選びいただけます。
なお、金を「当日スポット購入」にてご購入される際には、
お預けになる方法として「消費寄託」、「混蔵寄託」のいずれ
かをお選びいただけます。
※購入金額を制限させていただく場合がございます。

スポット購入の概要
購入方法

申込方法

月間スポット積立購入
当日スポット購入
ドルコスト平均法。お申
し込み（毎月 20 日締切） ご成約時点の価格で、一度に
の翌月の積立購入金額に まとめて購入します。
合算します。
・Web：オンライントレード
取引時間 10:00 ～ 17:00
オンライントレード上か （土曜・日曜・祝日除く）
らお手続きいただくか、 ※上記時間外は申込受付のみ
会員専用ダイヤルでお申
となります。
し込みください。
・電話：0120-3214-39
※毎月 20 日締切
受付時間 10:00 ～ 17:00
（定休日：土曜・日曜・祝日）
・店頭：ゴールドショップ三菱各店

購入金額

10,000 円以上 1,000 円単位

購入価格

弊社発表金・プラチナ・銀店
頭小売価格
弊社発表金・プラチナ・
※オンライントレードからの
銀店頭小売価格
ご注文の場合、Web 小売価
格が適用されます。

購入手数料

無料

消費寄託：
金・プラチナ・銀
混蔵寄託：
金
ご成約後、翌営業日の午前中までに、代金を「電信扱い」で、
「会員名義」にて、下記金融機関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。
（振込先）三菱 UFJ 銀行 本店 当座 9038216
お支払方法
三菱マテリアル株式会社
※ご成約前にお振込みいただいた場合は振込手数料を
差引いてご返金いたしますのでご注意ください。
※当日スポット購入を店頭で申し込まれた方は店頭で
お支払いいただけます。

お預かり方法

消費寄託：
金・プラチナ・銀

注意事項
・ご成約後のキャンセルはできませんので、よくご検討の上、お申し込みください。

当日スポット購入はオンライントレードで！

オンライントレードを利用し、金・プラチナ・銀を当日スポット購入
される場合、Web 小売価格が適用されます（オンライントレードの利
用登録は 6 ページをご参照ください）。
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金・プラチナ・銀の現物引出し・
市場売却受託サービス
（略：市場売却）
金・プラチナ・銀地金の現物引出し方法
貯まった金・プラチナ・銀は、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すことができます。消費寄託、混
蔵寄託どちらからも引出しは可能です。なお、地金はサイズ
の大きい順の組み合わせになります。
（約款第 17 条参照）
・Web：オンライントレード
取引時間 10:00 ～ 17:00（土曜・日曜・祝日除く）
※上記時間外は申込受付のみとなります。
申込方法
・電話：0120-3214-39
受付時間 10:00 ～ 17:00（定休日：土曜・日曜・祝日）
・店頭：ゴールドショップ三菱 各店

注意事項
・ 地金のサイズは指定できません。
・ 消費寄託、混蔵寄託の重量を合算しての引出しはできません。
・ ご成約後のキャンセルはできませんので、よくご検討の上、お申し込みください。
・ 店頭でお申し込みいただいた後、お渡しできるのは金地金のみです。プラチナ
地金、銀地金はご登録の住所へお送りいたします。

▪引出手数料
1kg/500g
金地金

無料

100g

8,250円/本

20g/10g

各3,300円/本

5g

プラチナ地金
銀地金

4,400円/本

1kg/500g

無料

100g

11,000円/本

10g/5g

各3,300円/本

1kg

8,800円/本

100g

3,300円/本

注意事項
・ 金・プラチナ・銀地金のご送付は、お届けのご住所で日本国内に限らせてい
ただきます。金のみ店頭でお渡しすることもできます。
・ 地金引出しは、配送手数料 1,650 円を代金引換サービス等の方法により、お支
払いいただきます。
※引出手数料、配送手数料には消費税（10%）を含んでおります。

金・プラチナ・銀の市場売却
貯まった金・プラチナ・銀は、お申し込み前日までの寄託残高の範囲内で市
場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受けることができます。代金は、
取引成約日の翌営業日から7 営業日以内にお届けの金融機関口座へお振込
みいたします。適用価格は、成約時点の市場売却価格です。オンライン
トレードでお申し込みの場合は、Web 市場売却価格が適用されます。
取引単位は、1g 以上 1g 単位または 1,000 円以上 1,000 円単位となり、
消費寄託、混蔵寄託どちらからも取引可能です。解約せずに一部また
は全量取引も可能です。（約款第 18 条参照）
・Web：オンライントレード
取引時間 10:00 ～ 17:00（土曜・日曜・祝日除く）
※上記時間外は申込受付のみとなります。
申込方法
・電話：0120-3214-39
受付時間 10:00 ～ 17:00（定休日：土曜・日曜・祝日）
・店頭：ゴールドショップ三菱 各店

注意事項
・ 取引単位は貴金属ごと、寄託口座ごととなります。
・ ご成約後のキャンセルはできませんので、よくご検討の上、お申し込みください。
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金・プラチナ・銀（消費寄託）の
等価金貨返還・等価メタル変更サービス
等価金貨返還サービス

貯まった金・プラチナ・銀は、お申し込み前日までの消費寄託残高
の範囲内で、地金型金貨で返還を受けることができます（等価金
貨返還価格にて市場売却受託サービスを利用いただき、商品代金
にあてます）
。
（約款第 19 条参照）金貨は、カンガルー金貨、メイ
プルリーフ金貨、ウィーン金貨ハーモニーの 3 種類からお選びくだ
さい。サイズは、1 オンス、1/2 オンス、1/4 オンス、1/10 オン
スがあります（Web でのお手続きの場合は、Web 価格適用）
。
・Web：オンライントレード
取引時間 10:00 ～ 17:00（土曜・日曜・祝日除く）
※上記時間外は申込受付のみとなります。
申込方法
・電話：0120-3214-39
受付時間 10:00 ～ 17:00（定休日：土曜・日曜・祝日）
・店頭：ゴールドショップ三菱 各店
返還重量＝（対象の金貨小売価格＋配送手数料）÷等価金貨返還
計算方法 価 格（ 金・プラチナ・ 銀 店 頭 小 売 価 格と市 場 売 却 価 格 の 中 値 ）
※オンライントレードご利用の場合は Web 価格が適用になります。
※配送手数料 1,650 円は貯まった貴金属でお支払いいただきます。
※配送手数料には消費税（10%）
を含んでおります。

等価メタル変更サービス

貯まった金・プラチナ・銀は、お申し込み前日までの消費寄
託残高の範囲内で、それぞれ異なる貴金属に変更できます（等
価メタル変更価格にて市場売却受託サービスを利用いただき、
異なるメタルの購入にあてます）。（約款第 20 条参照）
変更元の貴金属は「等価メタル変更価格」
、変更先の貴金属は
「店頭小売価格」が適用されます（Web でのお手続きの場合は、
Web 価格適用）
。
・Web：オンライントレード
取引時間 10:00 ～ 17:00（土曜・日曜・祝日除く）
申込方法 ・電話：0120-3214-39
受付時間 10:00 ～ 17:00（定休日：土曜・日曜・祝日）
・店頭：ゴールドショップ三菱 各店
取引価格：等価メタル変更価格（金・プラチナ・銀店頭小売価格と市
場売却価格の中値）
適用価格
購入価格：金・プラチナ・銀店頭小売価格
※オンライントレードご利用の場合は Web 価格が適用になります。
〈返還・変更サービスに関する注意事項〉
・ご成約後のキャンセルはできませんので、よくご検討の上、お申し込みください。
・金貨への返還は、他の支払方法との併用はできません。
・金貨の送付は、お届けのご住所宛てとし、国内に限らせていただきます。
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各種お手続きとご注意

（契約者ご自身でお手続きください）
住所・氏名等の変更の手続き

郵便番号・ご住所・ご氏名・お電話番号が変わられた場合は、
所定の依頼書にご本人確認書類のコピーを添えてお届けくだ
さい。手続きをお忘れになると、各種ご通知が届かなくなり
ます。またその場合、金・プラチナ・銀地金の引出し、市場
売却受託サービス、等価金貨返還・等価メタル変更サービス
のご依頼をいただいても、まず変更手続きを完了してからの
受付となり、お時間がかかりますのでご注意ください。

金融機関の変更の手続き

お届け金融機関・口座番号・お届け印を変更される場合には、
所定の依頼書をご請求いただき、必要事項を記入してご返送
ください。
お申し込みの受付は毎月 5 日を締切とし翌月 12 日（当日が
金融機関休業日の場合は翌営業日）の代金引落としより変更
となります。

積立購入金額変更の手続き

積立購入金額を変更する場合には、オンライントレード上か
らお手続きいただくか、所定の依頼書をご請求いただき、必
要事項を記入してご返送ください。
月額積立購入を行わない場合は 0 円でお申し込みください。
なお、月額積立購入を再度始める場合は、3,000 円以上 1,000
円単位でお申し込みください。

購入金額の引落としがなかった場合

残高不足等の理由でご購入金額の引落としができなかった場
合、そのままでは翌月の積立購入はできません。引落としが
なかったことにお気づきになられたら、会員専用ダイヤルへ
ご連絡ください。その後のお手続き方法をご案内いたします。

元本

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
託サービス利用の際に購入金額を下回る場合もあります。

解約をせずに全量市場売却受託サービスの利用も可能

貯まった金・プラチナ・銀の市場売却受託サービスを利用される場合、解
約する必要はありません。会員契約を継続したまま、前日までの残高の範
囲内でご希望の量または金額分の市場売却受託サービスを利用して金銭で
返還を受けることができます。取引方法は、12 ページをご参照ください。

申込書、依頼書は、オンライントレードでもご請求いただけます。
会員専用
ダイヤル

0120-3214-39

受付時間 10:00 ～ 17:00 （定休日：土曜・日曜・祝日）
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手数料一覧
お取引にかかる費用をご確認ください
年会費

月額積立購入手数料

880 円

※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きますと、
次年度からの年会費が無料となります。
・ 月額積立購入金額 10,000 円以上
1,000 円につき 26 円（本体価格 23.9 円）
・ 月額積立購入金額 10,000 円未満
1,000 円につき 31 円（本体価格 28.6 円）
※金・プラチナ・銀の合計金額
※ボーナス月プラス積立購入は手数料無料

月間スポット積立購入
手数料
無料

当日スポット購入
手数料

消費寄託

保
管
料

混蔵寄託

無料
保管料＝（月末の金混蔵寄託残高重量×月末
最終営業日金店頭小売価格〈消費税抜〉
）の
平均×所定料率（年率）
※料率および計算例は 8 ページをご参照く
ださい。
※別途消費税がかかります。
※算出した保管料が 250 円（消費税抜）未
満の場合は無料となります。

地金引出しに伴う
引出手数料

金地金
1kg/500g

無料

100g

8,250 円 / 本

20g/10g

各 3,300 円 / 本

5g

4,400 円 / 本
プラチナ地金

1kg/500g

無料

100g

11,000 円 / 本

10g/5g

各 3,300 円 / 本
銀地金

1kg

8,800 円 / 本

100g

3,300 円 / 本

※年会費、月額積立購入手数料、引出手数料には消費税
（10%）
を含んでおります。
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ご利用上の注意

重要な情報です。よくお読みください。

消費寄託によりお預けされた金・プラチナ・銀地
金に対する弊社の保証責任
お客様が弊社に消費寄託された金 ･ プラチナ・
銀地金の所有権は弊社に移り、お客様は弊社に
対して、購入された地金と同種、同等、同量の
地金の返還請求権を有します。弊社は、消費寄
託された地金を、リース（貸借）市場でリース
するか、または、現先運用する等の弊社が適切
と判断する方法で、運用いたします。なお、弊
社は、消費寄託された地金を返還することを担
保するために特別に銀行と契約するなどの担保
措置は講じません。
お客様による契約の解除

お客様は、契約締結日より起算して 14 日以内
は、書面により契約を解除することができま
す。契約を解除する場合には、お客様がその
書面を発した時にその効力を生じます。ただ
し、お客様が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、弊社がお
客様への年会費や損害賠償、違約金その他の
費用の請求を行うことはありません。
中途解約について

お客様が契約の中途解約を希望される場合は、
解約申込書に必要事項をご記入の上、弊社まで
ご返送ください。お申し込みの受付は毎月 20
日（当日が弊社休業日の場合は翌営業日）が締
切りとなり、地金の購入は当月の弊社最終営業
日をもって終了いたします。なお、ご清算方法
は、地金の引出し、市場売却受託サービスのい
ずれかの方法となります。この中途解約に対し
て、未払いの年会費、その他の未払い代金に関
する請求を除き、弊社がお客様へ損害賠償の請
求や違約金等の請求を行うことはありません。
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期末解約について

弊社は、会員契約期間満了月の前月に、お客
様へ ｢自動継続のお知らせ｣ をお送りします。
お客様が期末解約を希望される場合は、弊社
に解約申込書をご請求いただき、必要事項を
ご記入の上（｢期末解約｣ をご選択）
、ご返送
ください。期末解約の受付は会員契約期間満
了月 20 日（当日が弊社休業日の場合は翌営業
日）が締切りとなります。なお、ご清算方法は、
地金の引出し、市場売却受託サービスのいず
れかの方法となります。

▪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

所管部署：金属事業カンパニー
製錬事業部 貴金属部
事業の開始時期：1989 年
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