サマーキャンペーン
取
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0 日㈮

キャンペーン商品

定期 預金
抽選プレゼントコース
金利上乗せコース

投資信託・iDeCo
投信自動積立・
iDeCo現金プレゼント
資産運用プラン

（令和4年6月21日作成）

地域とともに発展する

TAJIMA BANK

定期預金
抽選プレゼントコース
当日ご持参いただいた現金、または他金融機関からの振込等により新たにお預け入れいただいた
資金で、定期預金をお預け入れいただいたお客さまを対象に、抽選で50名様に
「兵庫県特産品

カタログギフト」
（5,000円相当）
をプレゼント！
スーパー定期／大口定期預金

1年もの

お預け入れ金額

1口 100万円以上

店頭表示金利
（令和4年6月21日現在 年0.002％
（税引後 年0.001％）
）
でのお預け入れとなります。
（ご継続後は満期時
点の店頭表示金利を適用いたします。最新の金利については、窓口でご確認ください。）

※写真はイメージであり、実際とは異なります。

金利上乗
せコース
乗せコース
キャンペーン期間中に、
ＡＴＭ・インターネットバンキングにより新たな資金で定期預金をお預け
入れいただくと、次の金利を適用いたします。

〈スーパー定期〉
自動継続・通帳式限定

1年もの

0.03％

年

（税引後 年0.023％）

上記金利の適用は、初回満期日までとなります。
（ご継続後は満期時点の店頭表示金利を適用いたします。）
※令和4年6月21日現在のスーパー定期1年ものの店頭表示金利は年０.002％
（税引後 年０.001％）
です。
最新の金利については窓口でご確認ください。

預入金額

１口１万円以上1,000万円未満

※ATMでのお預け入れは、現金の場合は１口１万円以上１００万円以下、振替の場合は1口1万円以上1,000万円未満となります。
（ただし、
１日の上限額は1,0００万円未満です。）
ATMでのお預け入れには、あらかじめ総合口座通帳または定期預金通帳のいずれかが必要
となります。
※インターネットバンキングでのお取引は
「たんぎんインターネットバンキングサービス」
をご契約いただいているお客さまが対象とな
ります。

投資信託・iDeCo
資産
資 産 運 用プラン
キャンペーン期間中に、投資信託と定期預金を同時にお申込みいただいた場合に、定期預金に
特別金利を適用いたします。
投資信託と定期預金を同時にお申込みいただきます。 投資信託は、
「金額指定」
でのご購入に限定させていただきます。
一部対象とならない投資信託があります。詳しくは窓口までお問い合わせください。

25%

コース

インターネットバンキング からもお申込み
いただけます！
預入期間
1年

お申込み総額の

年0.25%
（税引後 年0.199%）

50%

コース

お申込み総額の

お申込み総額の

25%以上 75 %以下

年0.80%
（税引後 年0.637%）

お申込み総額の

50%以上 50%以下

投資信託

定期預金

（販売手数料、消費税等を含む）

「スーパー定期」
「大口定期預金」

50万円以上

預入期間
1年

投資信託

定期預金

（販売手数料、消費税等を含む）

「スーパー定期」
「大口定期預金」

100万円以上

上記金利の適用は、初回満期日までとなります。
（ご継続後は満期時点の店頭表示金利を適用いたします。）
令和4年6月21日現在の店頭表示金利

※最新の金利については店頭でご確認ください。

◎スーパー定期1年もの／年０．
002％（税引後 年０．
０01％）
◎大口定期預金1年もの／年０．
002％（税引後 年０．
０01％）

投信自動積立・iDeCo現金プレゼント
キャンペーン期間中に、投信自動積立またはiDeCoをご契約いただいたお客さまを対象に、
ご契約金額に応じて現金プレゼント！
投信自動積立は令和4年10月時点でお取引実績のあるお客さまを対象とさせていただきます。

ご契約金額が
「1万円以上3万円未満」
の場合

ご契約金額が
「3万円以上5万円未満」
の場合

もれなく現金

500円

ト
プレゼン

もれなく現金

1,000 円

内容

令和4年6月27日㈪ 9：00 〜 令和4年7月29日㈮ 17：00

お金のかしこい増やし方
積立投資の基本
役立つ制度 NISA・iDeCo

もれなく現金

ト
プレゼン

かんたん！ 資産づくりセミナー
視聴期間

ご契約金額が
「5万円以上」
の場合

2,000円

ト
プレゼン

視聴期間中、いつでもお好きな時間に
ご視聴いただけます。

参加
無料

申込期限 令和4年7月28日㈭ 17：00

▶次のQRコード
（URL）
よりお申込みください。

https://f.msgs.jp/webapp/form/20033̲nqdb̲10/index.do
※お申込みの際ご記入いただいた個人情報は、本セミナー実施のために使用させていただきます。
※視聴期間、内容等は予告なく変更・中止する場合があります。
※サマーキャンペーン取扱期間とセミナー視聴期間は異なりますのでご注意ください。

定 期 預 金に関する留意点
金利は税引前であり、利息には復興特別所得税を含めた20.315%の税金がかかります。
満期日前に解約される場合は、当行所定の中途解約利率を適用いたします。
自動継続・通帳式
（総合口座含む）
のみの取扱いとなります。
（インターネットバンキングでお預け入れされる場合は総合口座のみの取扱いとなります。）
総合口座にお預け入れの場合は、
満期日の到来をお知らせする
「定期預金満期および中間利息お支払のご案内」
は作成いたしません。
当商品は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。
店頭および当行ホームページに
「スーパー定期」
「
、大口定期預金」
の説明書をご用意しております。
抽選プレゼントコース
店頭表示金利
（令和4年6月21日現在 年0.002％
（税引後 年0.001％）
）
でのお預け入れとなります。
（ご継続後は満期時点の店頭表示
金利を適用いたします。最新の金利については、窓口でご確認ください。）
窓口のみの取扱いとさせていただきます。
厳正な抽選のうえ、当選者を決定します。当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。なお、発送は令和4年12月を予
定していますが、諸事情により遅れる場合がありますので、
ご了承ください。
抽選権は、お預け入れ金額100万円ごとに1口といたします。お一人さまの重複当選はありません。
権利放棄による返金等はいたしかねます。
対象定期預金を中途解約された場合、抽選権を無効とさせていただく場合があります。賞品お受け取り後に中途解約された場合は、賞
品実費をご負担いただくことがあります。
当選品は一時所得となり、確定申告が必要な場合があります。
昨年度サマーキャンペーン期間中にお預け入れいただいた定期預金を書替継続いただく場合は、1口200万円以上で抽選対象とさせ
ていただきます。
（年金定期、プレ年金定期500、退職金特別金利定期預金、資産運用プラン、店舗限定定期預金等の金利上乗せ定期預
金は除きます。）

投 資 信 託に関する留意点
投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お
受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、
この他に通貨の価格変動により基準価額が変動す
るため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
投資信託には、主に次の手数料等がかかります。
①お申込み時
※手数料等は左記①〜③
・申込手数料………取得申込日または取得申込日の翌営業日の基準価額に対して最高3.85%
（税込）
の合計額となりますが、
②保有期間中
お申込金額、保有期間
・信託報酬…………純資産総額に対してファンド毎に定める料率を乗じて得た額
等により異なるため合
※運用状況等により変動する投資信託もあり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

・その他の費用……信託事務の諸費用、有価証券売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等

※運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

③換金時
・信託財産留保額…換金申込日または換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 最高0.5%
※ファンドによっては、信託財産留保額が必要ないものもあります。

計額を表示することが
できません。
※手数料等の詳細につい
ては、ファンド毎に異な
りますので、各ファンド
の契約締結前交付書面
（投資信託説明書〈交付
目論見書〉）をご確認く
ださい。

投資信託は預金保険・保険契約者保護機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。
投資信託は元本および分配金が保証されている商品ではありません。
但馬銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
投資信託ご購入の際は契約締結前交付書面
（投資信託説明書〈交付目論見書〉）
により必ず内容をご確認のうえ、
ご自身でご判断ください。
契約締結前交付書面
（投資信託説明書〈交付目論見書〉）
は当行本支店にご用意しております。
投信自動積立・iDeCo
（個人型確定拠出年金）
現金プレゼント
現金プレゼントは、
令和４年11月頃を目途に投信自動積立または個人型確定拠出年金のお引落し指定口座
（当行口座に限ります）
に振込さ
せていただきます。
投信自動積立は、令和４年10月時点の取引実績がキャンペーン開始時より１万円以上増加している場合を対象とさせていただきます。
現金プレゼントは雑所得となり、確定申告が必要な場合があります。

i DeC o（ 個 人 型確定拠出年金）に関する留 意 点
原則60歳まで途中引出しはできません。
老齢給付金は原則60歳から受取りできます。ただし、60歳時点で加入期間が10年に満たない場合は受取可能年齢が最大65歳まで引
き上がります。
加入時、運用期間中、受取時に各種手数料がかかります。将来の受取額は運用成果次第で増減します。

キャンペーン全般に関する留意点
対象は個人のお客さまとさせていただきます。
期間中であっても、金利情勢、当行の事情等により、サービス内容の変更またはお取扱い
を中止することがあります。
変更・中止の場合は店頭に掲示等を行い、個別に通知いたしませんのでご了承ください。

［登録金融機関］
商 号 等：株式会社 但馬銀行
（登録金融機関）
登録番号 近畿財務局長
（登金）
第14号
加入協会：日本証券業協会

