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２０１９年７月１９日 

                                 株式会社 山梨中央銀行 

 

 緊 急 開 催  「山梨中銀 資産運用セミナー」を開催します 

 

  株式会社山梨中央銀行（頭取 関 光良）は、最近ニュース等で話題となっている「老後資金 2000万円

問題」に関する「金融審議会報告書」の概要説明、および巷でニーズが高まっている老後への備えの   

必要性とそのための資産形成手段についてご案内させていただくため、2019 年 8 月 17 日（土）に標記  

セミナーを開催いたします。   

詳細につきましては、別添リーフレットをご覧ください。 

 

１． セミナーの概要 

 ※参加費は無料です。 

 

２．お申込み方法 

窓口 
山梨中央銀行本・支店の窓口  
[受付時間]月曜日～金曜日 9:00～15:00 

（ただし、祝日・12／31～1／3は除きます。） 
別添リーフレット裏面の「参加申込書」

に必要事項をご記入のうえ、お申込み 

ください。 
ＦＡＸ 

山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター 

０５５－２２３－６２９１（24時間受付） 

フリー 

ダイヤル 

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。） 

次の事項をお知らせいただき、お申込み

ください。 

 ①お名前 

 ②ご住所 

 ③お電話番号 

 ④お取引店名 

※当行ホームページからお申込み 

いただく場合は、E メールアドレス

もお知らせください。 

ホーム 

ページ 

当行ホームページ「セミナーのお申込み」 

https://www.yamanashibank.co.jp/seminar/ （24時間受付） 

Ｅメール 
セミナー申込み専用アドレス 

semina@yamanashibank.co.jp（24時間受付） 

日時 2019年 8月 17日（土） 14:00～15:30 

場所 昭和支店ライフスクエア（セミナールーム昭和） 

内容 

（１）「金融審議会報告書」の概要説明と、老後への備えの必要性について 
 
（２）老後に備える資産形成手段として、iDeCo，NISAなどの税制優遇のある 

資産形成の手段、および税優遇の仕組みとメリットについて 

講師 
野村證券株式会社  

山梨中央銀行 コンサルティング営業部 

対象者 
「金融審議会報告書」に関する一連の報道を受け、 

資産形成の必要性を感じているお客さま 

定員 50名 
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３．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、お客さま本位の業務運営方針に基づき、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 

※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。 

・ 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。 

・ 投資信託のお取引に際しては、その商品内容、および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、以下のタイミングでご負担いただく費用が発生します。 

＜直接的にご負担いただく費用＞ 

①申込時 

申込手数料（上限 3.24％（消費税等を含む））がかかります。 

一部のファンドは、申込時に別途、信託財産留保額がかかります。投資する債券に課される税率の変動

等により、変動する場合があるため、事前に料率・計算方法を示すことができません。 

②換金時 

信託財産留保額（上限 0.5％）がかかります。 

＜間接的にご負担いただく費用＞ 

③保有期間中 

信託報酬（上限 2.376％（消費税等を含む））がかかります。 

④随時 

その他の費用として、監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。（その他の費用に 

つきましては、運用状況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） 

※ 上記①～④の手数料の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。 

・ 復興特別所得税の追加課税により、2037年 12月 31日まで、所得税額×2.1％が適用されます。 

・ ご契約に際しては、契約締結前交付書面（目論見書）をよくお読みください。「目論見書」は、当行本支店

等の窓口にご用意しております。（当行ホームページでもご覧いただけます。） 

 

 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 

 

 

 

 



 ０１２０－２０１８６２ （照ふ れ あ い ハ ロ ー に 店番：                         CIF：                                            受
 

お電話番号 開催日   一部   二部         開催日   一部   二部         

山梨中央銀行       支店  担当        ＴＥＬ                         https://www.yamanashibank.co.jp/seminar/ 

お問い合わせ先 

＜会場＞  山梨中央銀行 昭和支店ライフスクエア 
 
      中巨摩郡昭和町飯喰1533-1 
 
＜定員＞  50名（事前申込制） 
 
＜講師＞  野村證券株式会社 

山梨中銀 資産運用セミナー 

2019年8月17日（土） 

緊急開催！！ 

豊かなセカンドライフを過ごすには 

14:00～15:30 

参加無料！！ 

～「老後資金2000万円問題」と資産形成について考えよう～ 

お気軽にご参加ください！ 

LINE@で 
皆さまに 

役立つ情報を 
お届けしています。 

 
最近ニュースや新聞で話題となっている 

「老後資金２０００万円問題」。 
 

人生１００年時代を迎えた今、公的年金だけでなく、 
自分たちで老後資金の準備をする必要性が高まっています。 

 
豊かなセカンドライフを過ごすために、 
今すぐ始められる賢い資産づくりの方法を 



　　　　　　　　　　■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

  

 

   

 ○本セミナーは、お客さまのご要望に応じて金融商品を勧誘す  

  る場合があります。商品によっては、価格の変動等により元 

  本欠損が生じる恐れがあります。また、所定の手数料をご負 

  担いただく場合があります。商品毎に手数料、リスク等は異 

  なりますので商品の仕組み、手数料、リスク等を記載した契 

  約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、ご理解いた 

  だきますようお願い申しあげます。 

 
 ○本セミナーは定員になり次第、締め切らせていただきま 

  すので、ご参加のお申込みはお早めにお願いいたします。  

 
 ○お客さまの個人情報は、当行および当行グループ会社や提 

  携会社の提供する金融商品やサービスに関するご提案、そ 

  の他ホームページ（https://www.yamanashibank.co.jp/) 

      掲載の個人情報保護方針に定める利用目的に従い、利用 

  させていただきます。 
 
 ○今後ダイレクトメール、電話による金融商品やサービスのご 

  案内を希望されない場合はその旨お申し出ください。 

ふ れ あ い ハ ロ ー に 対象ファンドを 

 窓  口 

切取り線 

https://www.yamanashibank.co.jp

（上限２．３７６％（消費税等を含む））がかかります。 

当行ホームページ「セミナーのお申込み」 

銀行使用欄 

○本セミナーは、お客さまのご要望に応じて金融商品を勧誘する 
  場合があります。商品によっては、価格の変動等により元本欠損 
  が生じる恐れがあります。また、所定の手数料をご負担いただく 
  場合があります。商品毎に手数料、リスク等は異なりますので、 
  商品の仕組み、手数料、リスク等を記載した契約締結前交付書面 
  等を十分にお読みいただき、ご理解いただきますようお願い申し 
  あげます。 
 
 
○本セミナーは定員になり次第、締め切らせていただきますので、 
  ご参加のお申込みはお早めにお願いいたします。 
 
 
○お客さまの個人情報は、当行および当行グループ会社や提携 
   会社の提供する金融商品やサービスに関するご提供、その他 
   ホームページ（https://www.yamanashibank.co.jp/)掲載の 
   個人情報保護方針に定める利用目的に従い、利用させていた 
  だきます。 
 
 
○今後、ダイレクトメール、電話による金融商品やサービスの 
    ご案内を希望されない場合はその旨お申し出ください。 

次の事項を 

お知らせいただき、 

お申込みください。 
  ①参加希望講演 

  ②お名前 

 ③ご住所    

 ④お電話番号 

 ⑤お取引店名 

 ⑥個別相談会 当行ホームページ｢セミナーのお申込み｣ 
https://www.yamanashibank.co.jp 

/seminar/（24時間受付） 

○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。  

○投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。  
○投資信託のお取引に際しては、その商品内容、および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、以下のタイミングでご負担いただく費用が発生します。 

＜直接的にご負担いただく費用＞ 
①申込時 

 申込手数料（上限３．２４％（消費税等を含む））がかかります。 
 一部のファンドは、申込時に別途、信託財産留保額がかかります。投資する債券に課される税率の変動等により、変動する場合があ  

 るため、事前に料率・計算方法を示すことができません。 
②換金時 

 信託財産留保額（上限０．５％）がかかります。 
＜間接的にご負担いただく費用＞ 

③保有期間中 
 信託報酬（上限２．３７６％（消費税等を含む））がかかります。 

④随時 
 その他の費用として、監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。（その他の費用につきましては、運用状況に  

 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。）  
 ※上記①～④の手数料の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。  

○復興特別所得税の追加課税により、２０３７年１２月３１日まで、所得税額×２．１％が適用されます。  
○ご契約に際しては、契約締結前交付書面（目論見書）をよくお読みください。「目論見書」は、当行本支店等の窓口にご用意しております。  

  （当行ホームページでもご覧いただけます。） 

２０１９年８月１７日開催　山梨中銀　資産運用セミナー　参加申込書

お名前 お電話番号

ご住所　〒 お取引店名

銀行使用欄 店番： CIF： 受付店：


