
 

 

平成 25 年 5 月 24 日 

 

「あしぎんサマーキャンペーン」の実施について 

 
足利銀行（頭取 藤澤 智）は、平成 25 年 6月 3日（月）より、下記のとおり「あし

ぎんサマーキャンペーン」を実施いたします。 

記 

 

１．名  称 

「あしぎんサマーキャンペーン」 

２．実施期間 

平成 25 年 6 月 3 日（月）から 平成 25 年 8 月 9 日（金）まで 

３．キャンペーン内容 

（１）対象のお取引きをいただいた個人のお客さま先着 20,000 名様に、「そば千代口

2個セット」または「両面ふろしき」をプレゼントいたします。 

①株式投資信託 20 万円以上のご購入 

②積立投信 1 万円以上の新規・増額のお申込み 

③一時払年金保険 

一時払終身保険 
新規のご契約 

④外貨預金 20 万円以上の日本円からのお預入れ 

⑤個人向け国債 30 万円以上のご購入 

⑥円定期預金 50 万円以上のお預入れ（期間 1年以上） 

（２）上記のプレゼントに加えて、次のお取引きをいただいた個人のお客さまに抽選

で三菱ＵＦＪニコスギフトカードをプレゼントいたします。 

投資信託 
50 万円以上のご購入で(ＭＭＦを除く)1 口応募 

(100 万円以上 50 万円ごとに 1口ずつ追加) 

※はじめて投資信託をご購入のお客さまは抽選チャンスが 2倍になります。 

《三菱ＵＦＪニコスギフトカードプレゼント内容》 

 商 品 当選人数 

Ａ賞 三菱ＵＦＪニコスギフトカード 10,000 円分 100 名 

Ｂ賞 三菱ＵＦＪニコスギフトカード 5,000 円分 100 名 

Ｃ賞 三菱ＵＦＪニコスギフトカード 3,000 円分 100 名 

４．取扱店 

当行本支店（一部お取扱いできない店舗があります） 

※キャンペーンの詳しい内容および対象商品のご留意事項については、添付の

チラシにてご確認ください。 

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。 



（別紙） 

【プレゼントの対象となるお取引きにおける留意点】 

<株式投資信託・外貨預金について> 

○株式投資信託については、手数料・消費税もご購入金額に含みます。すでにご

契約のある積立投信でのご購入は対象となりません。 

○外貨預金については、他通貨間のお預入れも対象となります。 

<積立投信について> 

○ご契約の口数・金額にかかわらずお一人さま 1回限りとなります。 

<円定期預金について> 

○当行の普通預金・当座預金・貯蓄預金にお預入れの資金からのお振替えまたは

現金でのお預入れが対象となります。 

○定期預金(自動積立定期預金を含む)の満期解約金・中途解約金でのお預入れは、

普通預金・当座預金・貯蓄預金からのお振替えであっても対象となりません。 

○自動継続でのお取扱いとなります。 

※下記でのお取引きもキャンペーンの対象となりますので店頭までお申出くだ

さい。 

・インターネットバンキングによる投資信託のご購入、積立投信のお申込み、外

貨預金、円定期預金のお預入れ 

・ＡＴＭによる円定期預金のお預入れ 

<キャンペーンの対象となるプラン> 

・資産運用プラン「ゆめ・かなえ・たまえ」 

・退職金専用資産運用プラン 

・外貨定期預金特別金利プラン 

・個人向け復興国債プラン 

【先着プレゼントについて】 

○先着プレゼントは景品がなくなり次第、終了とさせていただきます。また、景

品のプレゼントは、キャンペーン期間中お一人さま 1 回限りとさせていただき

ます。 

【抽選プレゼントについて】 

○抽選プレゼントは賞品の発送をもって、当選者のご案内とさせていただきます。

賞品は平成 25 年 9 月下旬頃お届けのご住所に発送いたします。 



一時払年金保険
一時払終身保険積立投信 個人向け国債 円定期預金外貨預金投資信託

（ＭＭＦを除く）
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各商品のご留意事項やキャンペーンの詳細については裏面をご覧ください。

本支店用　個人



●キャンペーンの対象となるお取引き

■ 投資信託（積立投信を含む）の費用について
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
3．15%（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2．05375%（税込））が日々信託財産から差し引かれる
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し引かれます。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。
■ 外貨預金の費用について
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。
■ 個人向け国債の費用について
購入対価のみお支払いいただくことになります。ただし、個人向け国債をご
購入の際に「初回の利子の調整額」が必要となる場合があります。
■ 保険商品の費用について
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
律の算出方法を表示することができませんのでご了承ください。

●預金保険の対象ではありません。 ●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。 ●保険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。

各商品には価格・為替の変動等により
損失が生じるおそれがあります。

※1 変額年金保険商品が対象となります。 ※2 外貨建資産で運用する投資信託が対象となります。
※3 変額年金保険商品、外貨建保険商品が対象となります。

● 主なリスクの種類と各商品のリスクについて

キャンペーン期間
平成25年6月3日(月)～8月9日(金)

投資信託（積立投信を含む）・保険商品・外貨預金・個人向け国債についてのご留意事項

主なリスクの
種類

対象となる
商品

投資信託

一時払年金保険

一時払終身保険

外貨預金

個人向け国債

価格変動リスク
金利や株価等の変動
により、損失が生じる
おそれがあります。

為替変動リスク
為替レートの変動に
より、損失が生じるお
それがあります。

信用リスク
発行者等の信用状況
や発行者等に対する
外部評価の変化など
により、損失が生じる
おそれがあります。

●

● ※1

● ※2

●※3

● ※3

●

●

●

●

●

●

投資信託＊1

積立投信＊2

一時払年金保険
一時払終身保険

外貨預金＊3

個人向け国債

円定期預金＊4

20万円以上のご購入（ＭＭＦを除く）

1万円以上の新規・増額のお申込み

新規のご契約

20万円以上日本円からのお預入れ

30万円以上のご購入

50万円以上のお預入れ（期間1年以上）

（平成 25年 6月 3日現在）No.6752

●両面ふろしき(1枚）●ペアそば千代口

※平成25年5月末現在で投資信託の残高のない方も対象となります。 

投資信託50万円以上ご購入のお客さまから抽選で300名さまに

はじめて投資信託をご購入のお客さま は当選確率が 2倍！
ギフトカードプレゼント！さらに

対象のお取引きで先着20,000名さまに店頭にてプレゼント！

または

10,000円分100名さま
5,000円分100名さま
3,000円分100名さま

●先着プレゼントはなくなり次第終了とさせていただきます。
●景品は数に限りがあり、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●抽選プレゼントは対象のお取引きをいただいた時
点で自動的にお申込みいただいたことになります。
●当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせてい
ただきます。（平成25年9月下旬予定）　●賞品は当行に
ご登録いただいている住所へ発送いたします。お客さ
まの住所、転居先不明などで賞品をお届けできない場
合、ご当選を無効とさせていただく場合がございます。

（ （
●上記期間中であっても、金利環境の変化等により当行の判断で予告なく本キャンペーンを内容変更・中止する場合があります。

お取引きにおけるご留意点
＊1 手数料・消費税もご購入金額に含みます。積立投信でのご購入は対象となりません。
＊2 ご契約の口数・金額にかかわらずお一人さま１回限りとなります。
＊3 他通貨間のお預入れも対象となります。
＊4 ○当行の普通預金・当座預金・貯蓄預金にお預入れの資金からのお振替え、または現金で
のお預入れが対象となります。○定期預金（自動積立定期預金を含む）の満期解約金・中途
解約金でのお預入れは、普通預金・当座預金・貯蓄預金からのお振替えであっても対象とな
りません。○自動継続でのお取扱いとなります。

○ インターネットバンキングによる投資信託のご購
入、積立投信のお申込み、外貨預金のお預入れ、円定
期預金のお預入れ
○ ATMによる円定期預金のお預入れ

● 資産運用プラン「ゆめ・かなえ・たまえ」

● 退職金専用資産運用プラン

● 外貨定期預金特別金利プラン

● 個人向け国債プラン

次のお取引きもキャンペーンの対象となりますので店頭までお申出ください。

※

種類多数

※色・柄はお選びいただけない場合がございます。
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