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平成２９年１１月２８日 

株式会社 山梨中央銀行 

 

「山梨中銀 資産づくり応援！キャンペーン」を実施します 

 

株式会社山梨中央銀行（頭取 関 光良）は、お客さまの資産形成のお手伝いをさせていただくため、 

「山梨中銀 資産づくり応援！キャンペーン」を実施いたします。 

 

１．キャンペーン実施期間 

平成２９年１２月１日（金）～平成３０年３月３１日（土） 

 

２．キャンペーンの内容 

（１）対象者：個人のお客さま 

（２）概要 

   本キャンペーンには以下の３コースがあります。 

  ①店頭限定（２コース） 

コース名 コツコツ！応援コース まとめて！応援コース 

対象商品 投信積立 

積立式外貨 

普通預金 

「風林火山」 

ｉＤｅＣｏ 

（個人型確定 

拠出年金） 

投資信託 外貨定期預金 公共債 

キャンペーン

対象金額 
５，０００円以上 １０万円以上 

特典１ 

総付景品 

・対象商品をお取引金額以上でご契約いただいたお客さま先着４，５００名様に、「スノー

フォレストブランケット」または「富士山柄トートバッグ」をプレゼントします。 

※ キャンペーン期間中、景品はお一人さまおひとつとさせていただきます。 

②インターネット投信・インターネットバンキング限定（１コース） 

コース名 ＷＥＢでラクラク！応援コース 

対象商品 投信積立 投資信託 外貨定期預金 

キャンペーン

対象金額 
５，０００円以上 １０万円以上 

特典１ 

キャッシュ 

バック 

手数料キャッシュバック 

５００円 

累計 １０万円以上…  ５００円 

累計１００万円以上…１，０００円 

累計５００万円以上…２，０００円 

※ キャンペーン期間中の累計購入金額を基準にキャッシュバックいたします。 

投信積立は、契約数に限らず、お一人さま５００円を上限とさせていただきます。 

※ ノーロード商品の場合、特典１は対象外となり、以下の特典２のみ対象となります。 

③ダブルチャンス（全コース共通） 

特典２ 

抽選景品 

・対象商品を対象金額でご契約いただいたお客さまに対して、ご契約金額に応じた抽選権を

お付けします。キャンペーン期間終了後、抽選で合計１０名様に以下の景品をプレゼント

します。 

１等 ダイソン サイクロン掃除機（２名様） 

２等 バーミキュラ オーブンポットラウンド（３名様） 

３等 パナソニック 車載用ナノイー発生機（５名様） 

その他 
・ＮＩＳＡ・つみたてＮＩＳＡ口座開設のお客さまに５００円をプレゼントします。 

※ジュニアＮＩＳＡのお客さまにはクオ・カード５００円分をプレゼントします。 
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３．抽選権について 

（１）応募のお手続きは不要です。 

（２）抽選権口数について  

契約商品 キャンペーン期間中の取引金額 抽選権口数 

・投信積立 

・積立式外貨普通預金 

「風林火山」 

・ｉＤｅＣｏ 

（個人型確定拠出年金） 

毎月５，０００円以上 

１口 

・投資信託 

・外貨定期預金 

・公共債 

１０万円以上 ～ １００万円未満 

・全商品共通 

１００万円以上 ～ ３００万円未満 ２口 

３００万円以上 ～ ５００万円未満 ３口 

５００万円以上 ～ １，０００万円未満 ４口 

１，０００万円以上 ５口 

※ 投資信託・外貨預金・公共債の金額の合算はできません。 

 

４．お客さまからのお問い合わせ先 

  山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター 

  【電  話】０１２０－
ふ   れ   あ   い   ハ   ロ   ー   に

２０１８６２ （照会コード：９） 

  【受付時間】月曜日～金曜日 ９：００～１７：００（ただし、祝日・１２／３１～１／３は除きます。） 

 

当行では、今後とも、お客さまにより一層ご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいります。 

 

 

以  上 

   

   



株式会社山梨中央銀行／登録金融機関　関東財務局長（登金）第41号 ／加入協会　日本証券業協会

対象商品をご契約いただいた個人のお客さま(新規または増額の契約を対象とさせていただきます)対象

平成29年12月1日(金)～平成30年3月31日(土)期間

話題の人気商品が当たるダブルチャンス！

合計10名様に抽選でプレゼント！

自分にピッタリのコースではじめよう！

特典
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山梨中銀 

さらに！

2名様1等 3名様2等 5名様3等
バーミキュラ
オーブンポット
ラウンド
（18㎝ パールグレー）

パナソニック
車載用ナノイー
発生機
（F-GMK01-W）

資産づくり応援！キャンペーン

【ご留意事項】
●投資信託・投信積立・公共債・外貨預金は20歳以上のお客さまが対象です。外貨預金は円貨からのお預入れに限ります。
●「まとめて!応援コース」では、各商品ごとに同一日のお申込みに限り、合算金額を基準とします。
　投資信託・外貨定期預金・公共債の合算はできません。

ダイソン
サイクロン
掃除機
（DC48 タービンヘッド）

NISA・つみたてNISA
口座開設のお客さまには 500円プレゼント！ ジュニアNISAのお客さまには

クオ・カード500円分プレゼント！

●対象商品のご購入金額に応じて抽選権をお付けいたします。応募のお手続きは不要です。●キャンペーン終了後、当行所定の方法により、厳正な抽選を行います。キャン
ペーン期間中にご解約の場合、抽選権は無効となります。●色をお選びいただくことはできませんので、ご了承ください。●当選者の発表は景品の発送をもって代えさせてい
ただきます。（平成３０年６月上旬発送予定）●転居先不明などで連絡が取れない場合は、当選を無効とさせていただきます。

裏面でピッタリの
コースを チェック！

●投信積立
●積立式外貨普通預金
　（風林火山）
●iDeCo
（個人型確定拠出年金）

特典

１

コツコツ! 応援コース

●投資信託 
●外貨定期預金
●公共債

まとめて! 応援コース

先着4,500名様にいずれかおひとつプレゼント！

10万円以上5,000円以上

※キャンペーン期間中、景品はお一人さまおひとつとさせていただきます。

※ノーロード商品は特典１の対象外となり、特典２のみ対象となります。
※キャンペーン期間中の累計購入金額を基準にキャッシュバックいたし
ます。投信積立は、契約数に限らず、お一人さま５００円を上限とさせ
ていただきます。（平成３０年６月中入金予定）

※キャンペーン期間中にご解約の場合は対象外になります。

スノーフォレスト
ブランケット

富士山柄
トートバッグ

手数料キャッシュバック

または色はレッド・ブルー2色から
おひとつお選びください。
※在庫によっては、お選びいただけない場合があります。

ＷＥＢでラクラク! 応援コース
インターネット投信・インターネットバンキング限定

５００円
５００円
１，０００円
２，０００円

１０万円以上…
１００万円以上…
５００万円以上…

●投信積立

●投資信託
●外貨定期預金

●投資信託 ●外貨定期預金

10万円以上5,000円以上

〈対象商品〉〈対象商品〉 〈対象商品〉〈対象商品〉
●投信積立

特典

１



LINE＠
×

＠yamanashibank

皆さまに役立つ情報を
いち早くお届けします。

ホームページへアクセス
山梨中銀

（平成29年12月1日現在） 21917

店頭・ホームページに説明書をご用意しております。

復興特別所得税
のご留意事項

●預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対し、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得
税として、所得税額×2.1%が追加的に課税されます。

公共債の
ご留意事項

投資信託の
ご留意事項

●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。●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。●投資信託
は値動きのある株式や債券等で運用するため、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落
し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずるこ
とがあります。●投資信託のお取引に際しては、当行本支店等の窓口にご用意しております契約締結前交付書面（目論見書）をご確認いただき、リスクの
所在を十分ご理解いただいたうえ、お客さま自身のご判断でお取引願います。●投資信託は、以下の費用等が発生します。①申込時/申込手数料（上限
3.24％（消費税等を含む））、一部のファンドは、別途、信託財産留保額が発生。②換金時/信託財産留保額（上限0.5％）③保有期間中/信託報酬（上限
2.376％（消費税等を含む））④随時/有価証券売買時の売買委託手数料等その他の諸経費※詳細につきましては、各商品の目論見書をご確認ください。

●公共債は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。●公共債（個人向け国債除く）の価格は毎日変動しておりますので、償還前に売却
する場合はご購入時の価格を下回る可能性があります。●原則として、利払日や償還日の前には、換金できない期間があります。●個人向け
国債の中途換金については、発行から1年経過すれば原則中途換金が可能です。 その場合、直近2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
を支払う必要があります。(但し、保有者が死亡したときや災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害を受けた場合は上記期間未満で
も中途換金が可能です。)●公共債をご購入いただく際は、購入対価のみをお支払いいただきます。なお、お取引口座の開設および管理に関す
る手数料はありません。●公共債をお申込みになる際は、商品の説明書(契約締結前交付書面)の記載事項をよくお読みください。

外貨預金の
ご留意事項

●外貨預金は預金保険の対象ではありません。また、元本保証はありません。●元利金を円貨でお受け取りになる場合は、為替相場の変動により為替差
益・為替差損が生じます。例えば、お引出し時の為替相場がお預入れ時より円高に進めば、円貨でのお受け取り金額がお預入れ時点の円貨額を下回る
（元本割れ）こともございます。●円貨を外貨にする際（お預入れ時）はTTSレート、外貨を円貨にする際（お引出し時・ご解約時）はTTBレートが適用さ
れます。●TTS・TTBレートは、日中、為替相場が大きく変動した場合には予告なく変更される場合があります。また、TTS・TTBレートは、店頭とイン
ターネットバンキングにおいて異なるレートが適用となります。●外貨定期預金は、原則として期日前解約はできません。万が一、当行がやむを得ない
ものと認めて期日前解約に応じる場合には、預入日から期日前解約日までの適用金利は、期日前解約日における米ドル建て外貨普通預金利率となり
ます。●外貨現金でお引出し・ご解約の場合は別途、為替手数料がかかります。●お引出し・ご解約の方法により為替手数料が異なるため、為替手数料等
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。くわしくは窓口にてご確認ください。●積立式外貨普通預金、外貨
定期預金をお申込みになる際は、説明書（契約締結前交付書面）の記載事項をよくお読みいただき、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

iDeCo
（個人型確定拠出年金）

のご留意事項

●確定拠出年金は、公的年金を補完する制度であり、原則として中途脱退はできません。●原則として60歳（受取開始可能年齢）まで途中
の引出しはできません。●加入から受取りが終了するまでの間、所定の手数料がかかります。特に加入から60歳までの期間が短くかつ掛
金が少額の場合、受取金額が掛金合計額を下回ることがありますので、ご注意ください。●60歳時点で通算加入者等期間（確定拠出年金
の加入期間）が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受取りを開始できる年齢（受取開始可能年齢）が繰り下がります。●掛金
は、原則60歳（59歳11か月目）まで拠出できます。●毎月の掛金は、5,000円以上1,000円単位、毎年4月～翌年3月までの1年間で
1回のみ変更できます。●氏名、住所、企業年金等の加入状況、被保険者種別等に変更がある場合は、各種変更届の提出が必要となります。

ご加入は60歳未満
の方に限ります

将来の備えに不安はありませんか？
あなたにピッタリのコースで資産づくりを応援します！

資産づくりの目的はお決まりですか？

「ＷＥＢでラクラク！応援コース」が
おすすめ！

「コツコツ！応援コース」が
おすすめ！

「まとめて！応援コース」が
おすすめ！

なるべく毎月の負担を
少なく資産づくりしたい

一度にある程度の資金で
資産づくりしたい

今後のライフプランのためにお金を育てたい！
でも、銀行に行く時間がない。

マークの商品は、税制優遇措置（ＮＩＳＡ・つみたてＮＩＳＡ・iDeCo）があります。詳しくは各商品のリーフレットをご覧ください。

YES

NO
NO

NO

YES

YES

YES

日常の生活費だけでなく、
住宅資金・子どもの教育費・
老後の生活費・介護費用など
人生は支出の連続です！
あなたの大切なライフプランを
実現するために、いくらなら
「資産づくり」に使えるのか
まずはお持ちの資産を色分け
して記入してみましょう。

投信積立 投資信託 投資信託 公共債投信積立外貨定期
預金

積立式
外貨普通
預金

外貨定期
預金

スタート！

年金・退職金の
ために！

マイホームが
ほしい！

早めの準備が
安心です◎

ゆとりある
セカンドライフ！

得 得 得 得 得

得

・増やしたいお金　　　　　　　 円
※当面使用しないお金

・使いたいお金  　　　　　　　 円
※日常生活に必要なお金

・守りたいお金   　　　　　　　 円
※将来に備えるお金

時間を味方につける！ お金に働いてもらう！

iDeCo
個人型確定
拠出年金

iDeCo
個人型確定
拠出年金（ ）
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