
平成 28年 9月 29日 

 

めぶきフィナンシャルグループ発足記念施策について 

 

 足利銀行（頭取 松下 正直）は、このたび、「めぶきフィナンシャルグループ」の

発足 ※を記念し、常陽銀行との経営統合後に「めぶきフィナンシャルグループ発足記

念施策」（以下、「本施策」といいます。）を共同で開始しますので、下記のとおりお

知らせいたします。 

本施策は、お客さまのライフイベント等で発生する各種ニーズにお応えし、より付

加価値の高い金融サービスを提供していくものです。 

新金融グループは、今後とも、地域振興・創生のけん引役として、グループの創意

を結集し、質の高い総合金融サービスの提供により地域の持続的成長に貢献してまい

ります。 

なお、本施策以外の施策・イベントは「めぶきフィナンシャルグループ発足にかか

る施策一覧」に記載しております。 
※株式会社常陽銀行との経営統合により、平成 28年 10 月 1 日に発足する予定です。 

 

記 

１．個人・法人のお客さま共通施策 

（１）統合記念投資信託の共同設定 

経営統合を記念して、茨城県・栃木県に関連する企業の株式を組み入れた投

資信託を設定し、両行で販売します。 

２．個人のお客さま向けの施策 

（１）資産運用キャンペーン 

投資信託・外貨預金・円定期預金の取引（20 万円以上）、または積立投信、

外貨積立をご契約していただいたお客さまに県産品をプレゼントするキャン

ペーンを行います。 

（２）無担保ローンキャンペーン 

マイカーローン・教育ローンを非対面チャネルでお申し込みいただいたお客

さまに、金利割引キャンペーンを行います。 

３．法人のお客さま向けの施策 

（１）法人インターネットバンキング手数料無料キャンペーン 

法人インターネットバンキングを新規にご契約いただいたお客さまに、契約

料および月額基本手数料を優遇するキャンペーンを行います。 

（２）シンクタンクセミナーの相互提供 

両行のシンクタンクのセミナーでそれぞれの地域情報、企業動向等を発信し

ます。また、それぞれの会員が相手方の会員待遇でセミナーに参加できるよう

にし、経済交流機会の拡大を図ります。 

 

以 上 



【統合記念投資信託の共同設定の概要】 

商 品 名 先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド  

<愛称 ふたつの夢> 

お申込期間 平成 28年 10月 3日（月）～ 11月 21日（月） 

運用会社 野村アセットマネジメント株式会社 

ファンドの

特色 

・先進国の債券および茨城県・栃木県の関連株式に投資します。 

・債券と株式への投資比率は、70％：30％を基本とします。 

・支払い済みの分配金累計額を加算した基準価額（1万口当り）が

一定水準（11,000円）以上となった場合には、安定運用に切り替

えることを基本とし、繰上償還します。 

 
 

【資産運用キャンペーンの概要】 

名  称 めぶきフィナンシャルグループ発足記念 資産運用キャンペーン 

期  間 平成 28年 10月 3日（月）～ 11月 30日（水） 

対 象 者 個人のみ（個人事業主を含む） 

キャンペーン

内 容 

対象となるお取引をしていただいたお客さまに抽選で 2,000名に 

茨城県産品をプレゼント 

対象取引 

次のお取引をしていただいたお客さまが対象となります。 

お取引内容によって当選確率が変わります。 

 対象の条件 当選確率 

投資信託 20万円以上のご購入 5倍 

外貨預金 日本円から 20万円以上のお預入れ 5倍 

積立投信 新規のお申込み（1万円以上） 3倍 

外貨積立 新規のお申込み（1万円以上） 3倍 

円定期預金 20万円以上のお預入れ（期間1年以上） 1倍 

（注１）積立投信、外貨積立の増額は除きます。 

（注２）インターネットバンキングでのお取引も対象となります。

円定期預金は、ＡＴＭでのお預け入れも対象となります。 

（注３）プレゼントの当選は 1人 1個が上限となります。 

 
 
 
 
 
 
 

（別紙） 



【無担保ローンキャンペーンの概要】 

名  称 めぶきフィナンシャルグループ発足記念 金利割引キャンペーン 

期  間 平成 28年 10月 1日（土）～ 平成 29年 4月 30日（日） 

キャンペーン 

内 容 

・キャンペーン期間中にインターネット（ホームページ）、FAX、メール

オーダーで対象ローンの事前申込みをされた場合、年 2.3％（変動

金利・保証料込）の金利を適用させていただきます。 

・保証会社の審査によっては、金利が変更となる場合がございます。 

対象取引 
・マイカーローン 

・教育ローン（証書貸付型・カードローン型） 

その他 

・お申込みに際しては、当行所定の審査をさせていただきます。審

査結果によっては、ご希望に添いかねる場合もありますので、ご

了承ください。 

 

 

【法人インターネットバンキング手数料無料キャンペーンの概要】 

名  称 
めぶきフィナンシャルグループ発足記念 

法人･事業主向けインターネットバンキング手数料無料キャンペーン 

期  間 平成 28年 10月 3日（月）～ 平成 29年 3月 31日（金） 

キャンペーン 
内 容 

・キャンペーン期間中に法人インターネットバンキングを新規にお

申込みいただいたお客さまを対象に、契約料および 3カ月分の月

額基本手数料を無料にいたします。 

（注）月額基本手数料の無料期間は、お申込月を含めた 3カ月間と

なります。無料期間経過後には、所定の月額基本手数料をお

支払いいただきます。 

対象商品 

法人インターネットバンキングが対象になります。 

契約料 1,080円（税込） 

月額基本手数料※ 3,240円（税込） 

※照会・振込サービスのみの場合は 1,080円となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 



【シンクタンクセミナーの相互提供の概要】 

概 要 
常陽産業研究所とあしぎん総合研究所の両社が主催する各種セミナー

にそれぞれの会員優待価格でご参加いただける相互提供を行います。 

期 間 平成 28年 10月 3日（月）～ 平成 29年 4月 30日（日） 
 
＜対象となる平成 28年度セミナー内容＞ 

月 日程 セミナータイトル ジャンル 開催地 主催 
価格 

一般 会員優待 

10

月 

12日 

（水） 

営業力強化セミナー（レベルアップ

編） 

営業 

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ 
宇都宮 

あしぎん 

総合研究所 
21,600円 7,560円 

13日 

（木） 

商談力強化セミナー 

～心理学を営業に活かす～ 

営業 

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ 
つくば 

常陽 

産業研究所 
32,400円 10,800円 

18日 

（火） 

部下がイキイキ働く職場を創る！ 

コミュニケーション力強化セミナー 

階層別 

研修 
水戸 

常陽 

産業研究所 
32,400円 10,800円 

19日 

（水） 
あしぎん新入社員フォローセミナー 

階層別 

研修 
足利 

あしぎん 

総合研究所 
21,600円 7,560円 

19日 

（水） 

お客様の怒りを営業に変える！ 

クレーム対応講座 

クレーム

対応 
つくば 

常陽 

産業研究所 
32,400円 10,800円 

25日 

（火） 

26日

（水） 

あしぎん新入社員フォローセミナー 
階層別 

研修 
宇都宮 

あしぎん 

総合研究所 
21,600円 7,560円 

26日 

（水） 

女性リーダーのための 

リーダーシップと指導力強化研修 

階層別 

研修 
郡山 

常陽 

産業研究所 
32,400円 10,800円 

11

月 

8日 

（火） 

～新入社員フォローアップ～もう一

度見直そう！ビジネスマナーの基本 

接遇 

マナー 
水戸 

常陽 

産業研究所 
32,400円 10,800円 

8日 

（火） 

中堅社員セミナー 

（レベルアップ仕事術） 

階層別 

研修 
宇都宮 

あしぎん 

総合研究所 
21,600円 7,560円 

11日 

（金） 

営業推進力強化セミナー～営業力を

高めるための基本と戦略～ 

営業戦略 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 
水戸 

常陽 

産業研究所 
32,400円 10,800円 

16日 

（水） 

よりよい組織を創るための業務管理

力と業務改善力養成講座 

階層別 

研修 
つくば 

常陽 

産業研究所 
32,400円 10,800円 

18日 

（金） 

1 日でわかる！経理の重要業務と会

計・税務の実務処理 

簿記・経理 

中級 
つくば 

常陽 

産業研究所 
32,400円 10,800円 

12

月 

6日 

（火） 

女性リーダーセミナー 

（プラス発想を引き出す質問力） 

階層別 

研修 
宇都宮 

あしぎん 

総合研究所 
21,600円 7,560円 

7日 

（水） 

【半日セミナー】 

経営を強くする会計 7つのルール 

階層別 

研修 
水戸 

常陽 

産業研究所 
22,680円 7,560円 

1 

月 

17日 

（火） 

管理者セミナー 

（業績アップマネジメント） 

階層別 

研修 
宇都宮 

あしぎん 

総合研究所 
21,600円 7,560円 

2 

月 

3日 

（金） 
電話応対セミナー（基礎編） 

実務セミ

ナー 
宇都宮 

あしぎん 

総合研究所 
21,600円 7,560円 

7日 

（火） 
先輩社員向けマナーセミナー 

接遇 

マナー 
宇都宮 

あしぎん 

総合研究所 
21,600円 7,560円 

9日 

（木） 

人と組織が強くなる成長の仕掛け 

～評価制度・人事考課～ 
人事 つくば 

常陽 

産業研究所 
32,400円 10,800円 

3 

月 

7日 

（火） 
若手社員セミナー（基礎力強化） 

階層別 

研修 
宇都宮 

あしぎん 

総合研究所 
21,600円 7,560円 

  
以 上 

ご留意事項につきましては、次ページに記載しております。 



 
公共債､外貨預金､投資信託､保険商品､通貨スワップ取引､金利スワップ取引に関するご留意事項 

 
各商品のお申込みの際は、最新の「契約締結前交付書面（投資信託の場合は、目論見書・補完書面）、保険商品の場合は、契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり・（定

款）・約款および特別勘定のしおり（変額保険商品のみ）」をお渡ししますので、内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。「契約締結前交付書面」などは、足利銀行の

本支店の店頭にご用意しております。当行では、お客さまに合った商品をご提案しております。ご相談の内容によりましては、ご購入いただけない場合もございますので、予めご

了承ください。なお、一部お取扱いできない店舗があります。 

 

公共債について 

【投資リスク】 債券（個人向け国債を除く）の価格は、金利変動等により変動しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を下回るおそれがあります。また、発行者の信

用状況の悪化や発行者に対する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。 

【費用等】 債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、国債（個人向け国債を除く）をご購入の際に｢経過利子｣が必要となる場合があります。 

●公共債は、預金ではなく、預金保険の対象ではありません。●償還日（満期日）に額面金額にて償還されます。●債券の利払時期には、買取・中途換金のできない期間があ

ります。●いったん約定が成立したお取引きは、取消しや内容の変更ができません。●新発債（国債）を発行日より前にご購入される場合は、その国債が予定通り発行されるこ

とを条件としてご購入いただきます。このため、国の都合により、その国債の発行が延期または中止となった場合には、ご購入の約定は取消されます。また、ご購入代金をお支

払い済みの場合は、お客さまの指定預金口座にご購入代金を返金いたします。なお、返金するご購入資金には付利いたしません。●お申込みの際は、最新の「契約締結前交

付書面」をお渡ししますので、内容を十分ご確認いただいたうえで、ご自身でご判断ください。「契約締結前交付書面」は、足利銀行の本支店の店頭にご用意しております。●当

行では、お客さまに合った商品をご提案しております。ご相談の内容によりましては、ご購入いただけない場合もございますので、予めご了承ください。●一部お取扱いできない

店舗があります。●マル優・特別マル優のお取扱いは、障がい者の方や寡婦年金を受給されている方などが対象になります。 

【個人向け国債について】 

●個人向け国債を中途換金する際は、原則として※「直前 2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685」により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子相

当額を加えた金額より差し引かれることになります。 

※ 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引きのある本店又は支店にお問い合わせください。 

●個人向け国債は発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により

被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。 

 

外貨預金について 

【投資リスク】 外貨預金は、為替相場の変動によりお引出時の円貨額がお預入れ時の円貨額（投資元本）を下回るおそれがあります。 

【費用等】 お預入れ時の円貨から外貨への換算レートには当日の TTS レート(対顧客電信売相場)を、お引出時の外貨から円貨への換算レートには当日の TTB レート(対顧客

電信買相場)をそれぞれ適用します。そのため、為替相場の変動がない場合でも換算レートの差 (TTS－TTB、米ドルの場合 2 円、ユーロの場合 3 円、オーストラリアドルおよび

ニュージーランドドルの場合 4 円、中国人民元の場合 60 銭) があるため、円に戻した際、投資元本を下回るおそれがあります。お預入れ・お引出方法や通貨により手数料等が

異なるため、手数料等の金額や上限額または計算方法を表示することができませんのでご了承ください。中国人民元等の新興国通貨については、政府の通貨政策や市場環境

の変化などにより、流動性や市場機能が大きく低下した場合等には、やむを得ずお取引きを停止させていただく可能性があります。 

●外貨預金は、預金保険の対象ではありません。当行の信用状況により、お客さまが損失を被るリスク（信用リスク）があります。●外貨定期預金において中途解約は原則とし

てお取扱いできません。ただし、やむを得ない事情により中途解約する場合には、外貨普通預金の利率が適用となります。また、中途解約に伴う損害金をご負担していただく場

合があります。 

 

投資信託について 

【投資リスク】 投資信託は、値動きのある証券（株式、債券など）に投資しますので、市場環境等により基準価額が変動します。なお、新興国の金融市場や政情は一般的に先

進国よりも不安定で脆弱な面があり、先進国市場への投資に比べ、より大幅に価額が変動することがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動による

影響も受けます。したがって、元本・分配金は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を下回るおそれがあります。  

【費用等】 お申込みにあたっては、当行所定のお申込手数料（お申込金額に対し最大 3.24%(税込)）がかかります。保有期間中は、信託報酬(信託財産純資産総額に対し実質

最大年 2.1384％(税込)程度)が日々信託財産から差引かれるほか、監査報酬、有価証券等売買時の売買委託手数料、外貨建資産保管費用、信託事務の諸費用等がかかりま

すが、これらはファンドにより異なるため具体的な金額等を表示できません。詳細は各ファンドの｢契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)｣にてご確認ください。また、一部の

ファンドでは換金時に、信託財産留保額が基準価額から差引かれます。手数料等の合計額については、お申込金額、保有期間等により異なるため表示することができませんの

でご了承ください。 

●投資信託は、預金ではなく、預金保険の対象ではありません。●投資信託は、設定・運用を投信会社が行う商品です。●投資信託の運用による損益は、投資信託を購入され

たお客さまに帰属します。●当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。●一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、

特定日にしか換金できないものがあります。 

 

保険商品について 

【投資リスク】 ●変額保険商品は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの増減につながるため、株価や債券価格の下

落、為替相場の変動により、積立金額、解約返戻金額は既払込保険料を下回ることがあり、損失が生ずるおそれがあります。 

●定額保険商品のなかには、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金に反映される商品があります。この商品の場合、市場金利の変動により解約返戻金が既払

込保険料を下回ることがあり、損失が生ずるおそれがあります。具体的には、中途解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少し、逆に、下

落した場合には増加することがあります。●外貨建保険商品は、為替相場の変動により、お受取りになる円換算後の保険金額がご契約時における円換算後の保険金額を下回

ることや、お受取りになる円換算後の保険金額が、既払込保険料を下回ることがあり、損失を生ずるおそれがあります。 

●保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会

社が経営破綻に陥った場合、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも削減が行われることがあります。 

【費用等】 商品によっては、契約初期費用、保険関係費用、資産運用関係費用、また中途で解約された場合は解約控除等の費用をご契約者さまにご負担いただく場合があり

ます。その際、商品によってご負担いただく手数料の項目・呼称・手数料率・計算方法（合計額を算出する方法も含む）等は異なるため、一律の算出する方法を表示することがで

きませんのでご了承ください。●保険商品は、預金ではなく、預金保険の対象ではありません。●保険商品は各保険会社を引受会社とする商品で、当行は各商品における契約

締結の媒介をおこないます。●保険商品のお申込みの有無が当行とお客さまとの他の取引に影響を与えることはありません。●各商品に関する内容をご説明させていただく前

にお客さまにご確認・ご同意いただく事項があります。●当行では、お客さまに合った商品をご提案しております。ご相談の内容によりましては、ご契約いただけない場合もござ

いますので、予めご了承ください。●法令上の規則を踏まえ、商品によっては、お客さまの当行への融資お申込状況やお勤め先等により、当行でお申込みいただけない場合が

あります。●保険会社による保険金や給付金などのお支払いについて、受取人の故意による場合や、健康状態などについてお客さまが事実を告知されなかったり、事実と異な

ることを告知された場合などは、保険金や給付金などが支払われない場合があります。●現在ご加入中の保険契約を解約･減額など見直した場合は、お客さまに不利益が生じ

る可能性があります。また、新たにお申込みになるご契約を、健康上などの理由で、保険会社が引受できない場合がありますので、ご注意ください。●ご検討にあたっては、各

商品のパンフレット、契約概要・注意喚起情報、ご契約のしおり・（定款）・約款、および特別勘定のしおり（変額保険のみ）等をお渡ししますので、内容を十分お読みのうえ、ご自

身でご判断ください。これらは、足利銀行の本支店の店頭にご用意しております。●一部お取扱いできない店舗があります。 

 

通貨スワップ取引、金利スワップ取引について 

【投資リスク】 ●通貨スワップ取引は、通貨の価格、金融市場の指標の変動等による影響を受けますので、為替相場や金利水準の動向によっては、通貨スワップの市場価格

が下落し損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。●金利スワップ取引は、市場金利の変動による影響を受けますので、市場金利水準の動向によっては、金利スワ

ップの市場価格が下落し損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。●当行の経営・財務状況の変化などにより取引が清算される場合があり、それにより損失が発生

する場合があります。 

【費用等】 通貨スワップ取引や金利スワップ取引に係る手数料など諸費用はかかりません。 

●通貨スワップ取引や金利スワップ取引は、預金保険の対象ではありません。●通貨スワップ取引や金利スワップ取引は原則、中途解約ができませんが、やむを得ない理由で

当行が同意し、中途解約に応じた場合、当行が提示する「清算金」をお支払いいただく場合があります。清算金の額は為替相場、市場金利等の動向によって変動します。 
 

 

 

 

(平成 28 年 4 月 7 日現在) 

商号 株式会社足利銀行 
登録金融機関 関東財務局長（登金）第４３号 
加入協会 日本証券業協会 



 めぶきフィナンシャルグループ発足にかかる施策一覧 

実施項目 実施概要 スケジュール 備考 

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

個人 
資産運用 

 投資信託・外貨預金・円定期預金の取引（20 万円以上）、または積立投信、
外貨積立をご契約していただいたお客さまに県産品をプレゼントするキャンペ
ーンを行います。 

平成 28年 10月 3日 
～平成 28年 11 月 30日 

本件 

マイカー・教育ローン 
 マイカーローン・教育ローンを非体面チャネルでお申し込みいただいた

お客さまに、金利割引キャンペーンを行います。 
平成 28年 10月 1日 

～平成 29年 4月 30日 

法人 

法人インターネット 
バンキング 

 法人インターネットバンキングを新規にご契約いただいたお客さまに、契約料
および月額基本手数料を優遇するキャンペーンを行います。 

平成 28年 10月 3日～ 
平成 29年 3 月 31日 

シンクタンク 
セミナー 

 両行のシンクタンクのセミナーでそれぞれの地域情報、企業動向等を発信
します。また、それぞれの会員が相手方の会員待遇でセミナーに参加でき
るようにし、経済交流機会の拡大を図ります。 

平成 28年 10月 3日 
～平成 29年 4月 30日 

施
策 

預り資産 

共同ファンド設定 
 経営統合を記念して、茨城・栃木に関連する企業の株式を組み入れた投資信託

を設定（平成 28年 11 月 22 日設定）し、両行で販売します。 
平成 28年 10月 3日 

～平成 28年 11 月 21日 

預り資産セミナー 

 TV でおなじみの落語家による講演と両行で新たに設定する共同ファンドを
ご案内する資産運用セミナーを開催します。 
 10月 9日（宇都宮）、10月 11 日（足利）、10月 13日（水戸）、 

10月 17日（つくば）、 

平成 28年 10月 9日 
～平成 28年 10 月 17日 

（左記参照） 

9 月 7 日 
公表済 

チャネル 

両行間振込手数料の 
本支店化 

 両行間の振込手数料を自行本支店宛と同額に引下げをします。 
平成 28年 10月 1日～ 

8 月 5 日 
公表済 

ＡＴＭ相互入金 
 両行のキャッシュカードをお持ちのお客さまが、相手行のＡＴＭを利用して

入金できるようにします。 

イ
ベ
ン
ト 

地域創生 

地域産品応援 
プロジェクト 

 地域資源を活用した特産品等の商品改善・開発につなげるため、モニター評価
を行うテストマーケティングのイベントを実施します。 
（おいしさ向上品評会 in水戸） 

平成 28年 10月 12 日 

7月 19日 
公表済 

 地域資源を活用した特産品等の食品事業者への販路拡大支援、バイヤーへの
商品仕入支援のため、商談会を開催します。 
（おいしさつながるフードフェスタ in 宇都宮） 

平成 28年 11月 22 日 

ものづくり企業 
フォーラム 

 地域のものづくり企業を支援するため、足利銀行・常陽銀行の共催により
ドイツ・台湾の企業を招聘したものづくり企業フォーラムを開催します。 

平成 29年 2 月 22日 

 

 


	280929　ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ（めぶきフィナンシャルグループ発足記念施策）足利銀行1
	◎ご留意事項201604
	めぶきフィナンシャルグループ発足にかかる施策一覧

