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キャンペーン商品

（平成26年11月14日作成）

受付時間／平日9：00～19：00（ただし、銀行休業日を除く）

ウインターキャンペーンに
関するお問い合わせは 0120-164-230

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

投資信託に関する留意点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。

※手数料等は上記①～③の合計額となりますが、お申込金額、保有期間等により異なるため合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。

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3.78%（税込）

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
※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。

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。

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。

お申込み時1

換　金　時3

保有期間中2

◎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。

投資信託には、主に次の手数料等がかかります

●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。

キャンペーン全般に関する留意点キャンペーン全般に関する留意点

「夢但馬２０１４」開催中！ 平成２７年３月３１日まで

平成26年 12月1日（月）～ 平成27年2月27日（金）平成26年 12月1日（月）～ 平成27年2月27日（金）平成26年 12月1日（月）～ 平成27年2月27日（金）平成26年 12月1日（月）～ 平成27年2月27日（金）

給与振込指定給与振込指定4
キャンペーン期間中に、給与振込を新たにご指定いただいたお客さまに、
VJAギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

城崎温泉城崎温泉

※店頭備え置きの「給与振込ご予約書」をご提出いただき、平成２7年4月末
　までに１万円以上のお振込があったお客さまを対象とさせていただきます。
※現在、給与お受取口座を他金融機関でご指定の場合、当行指定替えの所定
　の手続き等が必要となります。詳しくは、窓口にお問い合わせください。

年金振込指定年金振込指定5
キャンペーン期間中に、年金振込を新たにご指定いただいたお客さまに、
VJAギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

※「年金請求書」または「年金受給権者住所・支払機関変更届」等をご提示ください。
※現在、年金お受取口座を他金融機関でご指定の場合、当行指定替えの所定の
　手続き等が必要となります。詳しくは、窓口にお問い合わせください。

バンクカードVisaバンクカードVisa6
キャンペーン期間中に、「バンクカードVisa」を新たにご契約いただいた
お客さまに、QUOカード500円分をプレゼントいたします。

※本会員のみを対象といたします。
※お申込みにあたっては、当行所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっ
　ては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※「バンクカードVisa」は、年会費1,350円（ゴールドカードの場合は10,800円）が
　必要ですが、初年度は年会費無料となります。2年目以降も前年度のご利用金額
　に応じて、無料または半額となります。
※店頭および当行ホームページに説明書をご用意しております。

年金受取ご予約サービス年金受取ご予約サービス7
キャンペーン期間中に、年金受取ご予約サービスを新たにご契約いただいた
お客さまに、QUOカード500円分をプレゼントいたします。

◎「VJAギフトカード」、「QUOカード」は、お取引確認後に店頭にてお渡しいたします。

※「年金受取ご予約サービス申込書」をご提示いただくか、お電話でお申込みの確
　認をさせていただいたお客さまを対象とさせていただきます。



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。

●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。●最新の金利については店頭でご確認ください。

キャンペーン期間中に、投資信託振替決済口座を新規に開設いただき、同時
に「投資信託２０万円以上」（販売手数料、消費税等を含む）をお申込みいただい
たお客さまに、ＶＪＡギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

資産運用プラン

投信自動積立

投資信託新規口座開設

キャンペーン期間中に、新規または増額でたんぎん投信自動積立を１万円以
上お申込みいただき、平成27年4月末までに買付実績を確認できたお客さまに、
ＱＵＯカード５００円分をプレゼントいたします。

お申込み総額の

50%以下
お申込み総額の

50%以上
お申込み総額の

50%以下
お申込み総額の

50%以上
投資信託

20万円以上
定期預金

預入期間1年

「スーパー定期」
「大口定期預金」

●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。）

◎「金額指定」でのお申込みに限定させていただきます。

ギフトカードは雑所得となり、確定申告が必要な場合があります。

定期預金に関する留意点
◎窓口のみの取扱いとさせていただきます。
◎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。
◎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。

投資信託に関する留意点
◎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。
◎投資信託の申込金額は、２０万円以上とさせていただきます。（販売手数料、消費税等を含みます。）
◎「金額指定」でのお申込み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。

平成２6年11月14日現在の店頭表示金利 ◎スーパー定期1年もの／年０．０２５％（税引後 年０．０１９％）
◎大口定期預金1年もの／年０．０２５％（税引後 年０．０１９％）

（税引後 年0.557％）

新たな資金新たな資金で定期預金をお預け入れいただいた
お客さまは

年1.10％
年1.20％

（税引後 年0.876％）

（税引後 年0.956％）

1年
もの

スーパー定期
大口定期預金

1年
もの

スーパー定期
大口定期預金

※投資信託に関する詳しい留意点・手数料等については、裏面をご確認ください。

ＮＩＳＡ口座での投資信託のご購入
キャンペーン期間中に、窓口にてＮＩＳＡ口座で投資信託をご購入いだたいた
お客さまに、購入金額２０万円ごとにＱＵＯカード５００円分をプレゼントいた
します。

投資信託2 外貨定期預金外貨定期預金3定期預金
キャンペーン期間中に、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。

次の中から2項目以上を新たにお申込みいただいたお客さま、または既にお取引いただいているお客さまに
金利を0.10％上乗せいたします。（既に1項目お取引いただいている場合は、新たに1項目お申込みいただ
きますと金利を上乗せいたします。）

※新たな資金とは
　当日ご持参いただいた現金または本キャンペーン定期預金預入日の3か月前の応答日以後に新たにお預け入れいただいた資金と
　します。（当行本支店から出金されたもの、定期預金の解約金は除きます。）

●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。）
●実際のお受取利息は日割り計算となりますので、上記のお受取利息の概算と異なる場合があります。
●店頭表示金利は、平成２6年11月14日現在のものです。最新の金利については店頭でご確認ください。
●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。
●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。
●給与振込のご指定については、店頭備え置きの「給与振込ご予約書」をご提出いただきます。
●年金振込のご指定については、「年金請求書」または、「年金受給権者住所・支払機関変更届」等をご提示ください。
●現在、給与お受取口座または年金お受取口座を他金融機関でご指定の場合、当行指定替えの所定の手続き等が必要となります。
　詳しくは、窓口にお問い合わせください。
●「バンクカードＶisa」は、本会員のみを対象といたします。
●「バンクカードＶisa」等一部お取引のお申込みにあたっては、当行所定の審査をさせていただきます。
　審査の結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

1

年0.30％
（税引後 年０．239％）

年0.40％

スーパー定期
大口定期預金

１口
１万円以上
ただし、窓口は
２０万円以上

◎スーパー定期 6か月もの
　年０．０２５％（税引後 年０．０１９％）
◎大口定期預金 6か月もの
　年０．０２５％（税引後 年０．０１９％）

さらに窓口において

新規口座開設

給与振込

年金振込

バンクカードＶｉｓａ

平準払い保険

住宅ローン

消費者ローン（カードローンを含む）

投資信託

公共債

公共料金の預金口座振替
バンクカードＶｉｓａの
クレジット利用

上乗せ後
金利

店
頭
表
示
金
利

５００万円をスーパー定期（６か月）にお預け入れ時の
6か月間のお受取利息の概算 
５００万円×０．３０％×６/１２か月＝７，５００円（税引前利息）
７，５００円ー（１，１４８円〈国税１５．３１５％〉+３７５円〈地方税５％〉）
＝約５，９７７円（税引後利息）となります。

6か月もの

（税引後 年０．318％）

５００万円をスーパー定期（6か月）にお預け入れ時の
6か月間のお受取利息の概算
５００万円×０．４０％×６/１２か月＝１０，０００円（税引前利息）
１０，０００円－（１，５３１円〈国税15.315％〉
＋５００円〈地方税５％〉）＝約7,969円（税引後利息）となります。

留 意 点

外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、払戻時の円貨額が預入時の円貨額を
下回る元本割れの可能性があります。また、往復の為替手数料（本キャンペーン期間中においては1米ドル
あたり1円50銭、1ユーロあたり2円25銭、1豪ドルあたり3円）がかかるため、為替相場に変動がない場
合でも、払戻時の円貨額が預入時の円貨額を下回ることがあります。
●払戻時には、上記キャンペーン為替手数料は適用されません。
●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。
●自動継続・証書式のみの取扱いとなります。
●利払式は、外貨普通預金口座への利払に限ります。
●外貨預金は預金保険・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。
●中途解約は、原則としてお取扱できません。やむを得ない事情で中途解約する場合の利率は、解約日における外貨普通預金利率
　となります。
●外貨預金をお預け入れの際は、外貨普通・外貨定期預金の「商品概要説明書」または「契約締結前交付書面」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。
●外貨普通・外貨定期預金の「商品概要説明書」および、「契約締結前交付書面」は当行本支店にご用意しております。

留 意 点

例えば

例えば

キャンペーン期間中に、円貨から外貨定期預金を新たにお預け入れいただいた場合に、次の為替
手数料を適用いたします。

外貨（定期）預金は、円を外貨にする際（預入時）および外貨を円にする際（払戻時）に手数料（通常往復で
１米ドルあたり２円、1ユーロあたり３円、１豪ドルあたり４円）がかかります。

①リフティングチャージ
　海外からの送金等を外貨のまま外貨預金にお預け入れされる場合（元本×0.05％、最低1,500円）、または外国送金等の代り金を外
貨預金から出金される場合（元本×0.05％、最低2,500円）に必要となります。

②メール期間立替金利 
　トラベラーズチェックにてお預け入れされる場合に、リフティングチャージに加えて必要となります。（金利は毎日変動しますので、窓口
にお尋ねください。）

③キャッシングコミッション（米ドルは1ドルあたり3円、ユーロは1ユーロあたり6円、豪ドルは取扱いございません。）
　直接外貨キャッシュにて外貨預金をお預け入れされる場合、または外貨預金から直接外貨キャッシュにて払戻しされる場合に必要とな
ります。

手数料は取引毎に異なりますので、詳しくは窓口にお尋ねください。

外貨（定期）預金に関する主な手数料等

外貨を対価としたお預け入れ・払戻しについては、次の手数料が必要となります。
（なお、本キャンペーンは、円貨からの預入に限ります。）

お預け入れおよび払戻しの際の為替相場は、この手数料分を含んだ当行所定のＴＴＳ（円貨から外貨への
換算相場）、ＴＴＢ（外貨から円貨への換算相場）をそれぞれ適用します。

50銭
米ドル

対象となる金額

対象となる通貨 預入期間

2,000通貨単位以上（ただし、一口あたり100千通貨単位未満といたします。）

米ドル・ユーロ・豪ドル 3か月、6か月

キャンペーン期間中為替手数料（1通貨単位あたり）

1円
豪ドル

75銭
ユーロ



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。

●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。●最新の金利については店頭でご確認ください。

キャンペーン期間中に、投資信託振替決済口座を新規に開設いただき、同時
に「投資信託２０万円以上」（販売手数料、消費税等を含む）をお申込みいただい
たお客さまに、ＶＪＡギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

資産運用プラン

投信自動積立

投資信託新規口座開設

キャンペーン期間中に、新規または増額でたんぎん投信自動積立を１万円以
上お申込みいただき、平成27年4月末までに買付実績を確認できたお客さまに、
ＱＵＯカード５００円分をプレゼントいたします。

お申込み総額の

50%以下
お申込み総額の

50%以上
お申込み総額の

50%以下
お申込み総額の

50%以上
投資信託

20万円以上
定期預金

預入期間1年

「スーパー定期」
「大口定期預金」

●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。）

◎「金額指定」でのお申込みに限定させていただきます。

ギフトカードは雑所得となり、確定申告が必要な場合があります。

定期預金に関する留意点
◎窓口のみの取扱いとさせていただきます。
◎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。
◎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。

投資信託に関する留意点
◎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。
◎投資信託の申込金額は、２０万円以上とさせていただきます。（販売手数料、消費税等を含みます。）
◎「金額指定」でのお申込み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。

平成２6年11月14日現在の店頭表示金利 ◎スーパー定期1年もの／年０．０２５％（税引後 年０．０１９％）
◎大口定期預金1年もの／年０．０２５％（税引後 年０．０１９％）

（税引後 年0.557％）

新たな資金新たな資金で定期預金をお預け入れいただいた
お客さまは

年1.10％
年1.20％

（税引後 年0.876％）

（税引後 年0.956％）

1年
もの

スーパー定期
大口定期預金

1年
もの

スーパー定期
大口定期預金

※投資信託に関する詳しい留意点・手数料等については、裏面をご確認ください。

ＮＩＳＡ口座での投資信託のご購入
キャンペーン期間中に、窓口にてＮＩＳＡ口座で投資信託をご購入いだたいた
お客さまに、購入金額２０万円ごとにＱＵＯカード５００円分をプレゼントいた
します。

投資信託2 外貨定期預金外貨定期預金3定 期預金
キャンペーン期間中に、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。

次の中から2項目以上を新たにお申込みいただいたお客さま、または既にお取引いただいているお客さまに
金利を0.10％上乗せいたします。（既に1項目お取引いただいている場合は、新たに1項目お申込みいただ
きますと金利を上乗せいたします。）

※新たな資金とは
　当日ご持参いただいた現金または本キャンペーン定期預金預入日の3か月前の応答日以後に新たにお預け入れいただいた資金と
　します。（当行本支店から出金されたもの、定期預金の解約金は除きます。）

●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。）
●実際のお受取利息は日割り計算となりますので、上記のお受取利息の概算と異なる場合があります。
●店頭表示金利は、平成２6年11月14日現在のものです。最新の金利については店頭でご確認ください。
●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。
●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。
●給与振込のご指定については、店頭備え置きの「給与振込ご予約書」をご提出いただきます。
●年金振込のご指定については、「年金請求書」または、「年金受給権者住所・支払機関変更届」等をご提示ください。
●現在、給与お受取口座または年金お受取口座を他金融機関でご指定の場合、当行指定替えの所定の手続き等が必要となります。
　詳しくは、窓口にお問い合わせください。
●「バンクカードＶisa」は、本会員のみを対象といたします。
●「バンクカードＶisa」等一部お取引のお申込みにあたっては、当行所定の審査をさせていただきます。
　審査の結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

1

年0.30％
（税引後 年０．239％）

年0.40％

スーパー定期
大口定期預金

１口
１万円以上
ただし、窓口は
２０万円以上

◎スーパー定期 6か月もの
　年０．０２５％（税引後 年０．０１９％）
◎大口定期預金 6か月もの
　年０．０２５％（税引後 年０．０１９％）

さらに窓口において

新規口座開設

給与振込

年金振込

バンクカードＶｉｓａ

平準払い保険

住宅ローン

消費者ローン（カードローンを除く）

投資信託

公共債

公共料金の預金口座振替
バンクカードＶｉｓａの
クレジット利用

上乗せ後
金利

店
頭
表
示
金
利

５００万円をスーパー定期（６か月）にお預け入れ時の
6か月間のお受取利息の概算 
５００万円×０．３０％×６/１２か月＝７，５００円（税引前利息）
７，５００円ー（１，１４８円〈国税１５．３１５％〉+３７５円〈地方税５％〉）
＝約５，９７７円（税引後利息）となります。

6か月もの

（税引後 年０．318％）

５００万円をスーパー定期（6か月）にお預け入れ時の
6か月間のお受取利息の概算
５００万円×０．４０％×６/１２か月＝１０，０００円（税引前利息）
１０，０００円－（１，５３１円〈国税15.315％〉
＋５００円〈地方税５％〉）＝約7,969円（税引後利息）となります。

留 意 点

外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、払戻時の円貨額が預入時の円貨額を
下回る元本割れの可能性があります。また、往復の為替手数料（本キャンペーン期間中においては1米ドル
あたり1円50銭、1ユーロあたり2円25銭、1豪ドルあたり3円）がかかるため、為替相場に変動がない場
合でも、払戻時の円貨額が預入時の円貨額を下回ることがあります。
●払戻時には、上記キャンペーン為替手数料は適用されません。
●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。
●自動継続・証書式のみの取扱いとなります。
●利払式は、外貨普通預金口座への利払に限ります。
●外貨預金は預金保険・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。
●中途解約は、原則としてお取扱できません。やむを得ない事情で中途解約する場合の利率は、解約日における外貨普通預金利率
　となります。
●外貨預金をお預け入れの際は、外貨普通・外貨定期預金の「商品概要説明書」または「契約締結前交付書面」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。
●外貨普通・外貨定期預金の「商品概要説明書」および、「契約締結前交付書面」は当行本支店にご用意しております。

留 意 点

例えば

例えば

キャンペーン期間中に、円貨から外貨定期預金を新たにお預け入れいただいた場合に、次の為替
手数料を適用いたします。

外貨（定期）預金は、円を外貨にする際（預入時）および外貨を円にする際（払戻時）に手数料（通常往復で
１米ドルあたり２円、1ユーロあたり３円、１豪ドルあたり４円）がかかります。

①リフティングチャージ
　海外からの送金等を外貨のまま外貨預金にお預け入れされる場合（元本×0.05％、最低1,500円）、または外国送金等の代り金を外
貨預金から出金される場合（元本×0.05％、最低2,500円）に必要となります。

②メール期間立替金利 
　トラベラーズチェックにてお預け入れされる場合に、リフティングチャージに加えて必要となります。（金利は毎日変動しますので、窓口
にお尋ねください。）

③キャッシングミッション（米ドルは1ドルあたり3円、ユーロは1ユーロあたり6円、豪ドルは取扱いございません。）
　直接外貨キャッシュにて外貨預金をお預け入れされる場合または外貨預金から直接外貨キャッシュにて払戻しされる場合に必要とな
ります。

手数料は取引毎に異なりますので、詳しくは窓口にお尋ねください。

外貨（定期）預金に関する主な手数料等

外貨を対価としたお預け入れ・払戻しについては、次の手数料が必要となります。
（なお、本キャンペーンは、円貨からの預入に限ります。）

お預け入れおよび払戻しの際の為替相場は、この手数料分を含んだ当行所定のＴＴＳ（円貨から外貨への
換算相場）、ＴＴＢ（外貨から円貨への換算相場）をそれぞれ適用します。

50銭
米ドル

対象となる金額

対象となる通貨 預入期間

2,000通貨単位以上（ただし、一口あたり100千通貨単位未満といたします。）

米ドル・ユーロ・豪ドル 3か月、6か月

キャンペーン期間中為替手数料（1通貨単位あたり）

1円
豪ドル

75銭
ユーロ



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。

●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。●最新の金利については店頭でご確認ください。

キャンペーン期間中に、投資信託振替決済口座を新規に開設いただき、同時
に「投資信託２０万円以上」（販売手数料、消費税等を含む）をお申込みいただい
たお客さまに、ＶＪＡギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

資産運用プラン

投信自動積立

投資信託新規口座開設

キャンペーン期間中に、新規または増額でたんぎん投信自動積立を１万円以
上お申込みいただき、平成27年4月末までに買付実績を確認できたお客さまに、
ＱＵＯカード５００円分をプレゼントいたします。

お申込み総額の

50%以下
お申込み総額の

50%以上
お申込み総額の

50%以下
お申込み総額の

50%以上
投資信託

20万円以上
定期預金

預入期間1年

「スーパー定期」
「大口定期預金」

●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。）

◎「金額指定」でのお申込みに限定させていただきます。

ギフトカードは雑所得となり、確定申告が必要な場合があります。

定期預金に関する留意点
◎窓口のみの取扱いとさせていただきます。
◎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。
◎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。

投資信託に関する留意点
◎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。
◎投資信託の申込金額は、２０万円以上とさせていただきます。（販売手数料、消費税等を含みます。）
◎「金額指定」でのお申込み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。

平成２6年11月14日現在の店頭表示金利 ◎スーパー定期1年もの／年０．０２５％（税引後 年０．０１９％）
◎大口定期預金1年もの／年０．０２５％（税引後 年０．０１９％）

（税引後 年0.557％）

新たな資金新たな資金で定期預金をお預け入れいただいた
お客さまは

年1.10％
年1.20％

（税引後 年0.876％）

（税引後 年0.956％）

1年
もの

スーパー定期
大口定期預金

1年
もの

スーパー定期
大口定期預金

※投資信託に関する詳しい留意点・手数料等については、裏面をご確認ください。

ＮＩＳＡ口座での投資信託のご購入
キャンペーン期間中に、窓口にてＮＩＳＡ口座で投資信託をご購入いだたいた
お客さまに、購入金額２０万円ごとにＱＵＯカード５００円分をプレゼントいた
します。

投資信託2 外貨定期預金外貨定期預金3定期預金
キャンペーン期間中に、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。

次の中から2項目以上を新たにお申込みいただいたお客さま、または既にお取引いただいているお客さまに
金利を0.10％上乗せいたします。（既に1項目お取引いただいている場合は、新たに1項目お申込みいただ
きますと金利を上乗せいたします。）

※新たな資金とは
　当日ご持参いただいた現金または本キャンペーン定期預金預入日の3か月前の応答日以後に新たにお預け入れいただいた資金と
　します。（当行本支店から出金されたもの、定期預金の解約金は除きます。）

●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。）
●実際のお受取利息は日割り計算となりますので、上記のお受取利息の概算と異なる場合があります。
●店頭表示金利は、平成２6年11月14日現在のものです。最新の金利については店頭でご確認ください。
●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。
●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。
●給与振込のご指定については、店頭備え置きの「給与振込ご予約書」をご提出いただきます。
●年金振込のご指定については、「年金請求書」または、「年金受給権者住所・支払機関変更届」等をご提示ください。
●現在、給与お受取口座または年金お受取口座を他金融機関でご指定の場合、当行指定替えの所定の手続き等が必要となります。
　詳しくは、窓口にお問い合わせください。
●「バンクカードＶisa」は、本会員のみを対象といたします。
●「バンクカードＶisa」等一部お取引のお申込みにあたっては、当行所定の審査をさせていただきます。
　審査の結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

1

年0.30％
（税引後 年０．239％）

年0.40％

スーパー定期
大口定期預金

１口
１万円以上
ただし、窓口は
２０万円以上

◎スーパー定期 6か月もの
　年０．０２５％（税引後 年０．０１９％）
◎大口定期預金 6か月もの
　年０．０２５％（税引後 年０．０１９％）

さらに窓口において

新規口座開設

給与振込

年金振込

バンクカードＶｉｓａ

平準払い保険

住宅ローン

消費者ローン（カードローンを除く）

投資信託

公共債

公共料金の預金口座振替
バンクカードＶｉｓａの
クレジット利用

上乗せ後
金利

店
頭
表
示
金
利

５００万円をスーパー定期（６か月）にお預け入れ時の
6か月間のお受取利息の概算 
５００万円×０．３０％×６/１２か月＝７，５００円（税引前利息）
７，５００円ー（１，１４８円〈国税１５．３１５％〉+３７５円〈地方税５％〉）
＝約５，９７７円（税引後利息）となります。

6か月もの

（税引後 年０．318％）

５００万円をスーパー定期（6か月）にお預け入れ時の
6か月間のお受取利息の概算
５００万円×０．４０％×６/１２か月＝１０，０００円（税引前利息）
１０，０００円－（１，５３１円〈国税15.315％〉
＋５００円〈地方税５％〉）＝約7,969円（税引後利息）となります。

留 意 点

外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、払戻時の円貨額が預入時の円貨額を
下回る元本割れの可能性があります。また、往復の為替手数料（本キャンペーン期間中においては1米ドル
あたり1円50銭、1ユーロあたり2円25銭、1豪ドルあたり3円）がかかるため、為替相場に変動がない場
合でも、払戻時の円貨額が預入時の円貨額を下回ることがあります。
●払戻時には、上記キャンペーン為替手数料は適用されません。
●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。
●自動継続・証書式のみの取扱いとなります。
●利払式は、外貨普通預金口座への利払に限ります。
●外貨預金は預金保険・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。
●中途解約は、原則としてお取扱できません。やむを得ない事情で中途解約する場合の利率は、解約日における外貨普通預金利率
　となります。
●外貨預金をお預け入れの際は、外貨普通・外貨定期預金の「商品概要説明書」または「契約締結前交付書面」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。
●外貨普通・外貨定期預金の「商品概要説明書」および、「契約締結前交付書面」は当行本支店にご用意しております。

留 意 点

例えば

例えば
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③キャッシングコミッション（米ドルは1ドルあたり3円、ユーロは1ユーロあたり6円、豪ドルは取扱いございません。）
　直接外貨キャッシュにて外貨預金をお預け入れされる場合、または外貨預金から直接外貨キャッシュにて払戻しされる場合に必要とな
ります。
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50銭
米ドル

対象となる金額

対象となる通貨 預入期間

2,000通貨単位以上（ただし、一口あたり100千通貨単位未満といたします。）
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キャンペーン期間中為替手数料（1通貨単位あたり）
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豪ドル

75銭
ユーロ
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（平成26年11月■日作成）

受付時間／平日9：00～19：00（ただし、銀行休業日を除く）

ウインターキャンペーンに
関するお問い合わせは 0120-164-230

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

投資信託に関する留意点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。

※手数料等は上記①～③の合計額となりますが、お申込金額、保有期間等により異なるため合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。

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3.78%（税込）

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
※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。

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。

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。

お申込み時1

換　金　時3

保有期間中2

◎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。

投資信託には、主に次の手数料等がかかります

●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。

キャンペーン全般に関する留意点キャンペーン全般に関する留意点

「夢但馬２０１４」開催中！ 平成２７年３月３１日まで

平成26年 12月1日（月）～ 平成27年2月27日（金）平成26年 12月1日（月）～ 平成27年2月27日（金）平成26年 12月1日（月）～ 平成27年2月27日（金）平成26年 12月1日（月）～ 平成27年2月27日（金）

給与振込指定給与振込指定4
キャンペーン期間中に、給与振込を新たにご指定いただいたお客さまに、
VJAギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

城崎温泉城崎温泉

※店頭備え置きの「給与振込ご予約書」をご提出いただき、平成２7年4月末
　までに１万円以上のお振込があったお客さまを対象とさせていただきます。
※現在、給与お受取口座を他金融機関でご指定の場合、当行指定替えの所定
　の手続き等が必要となります。詳しくは、窓口にお問い合わせください。

年金振込指定年金振込指定5
キャンペーン期間中に、年金振込を新たにご指定いただいたお客さまに、
VJAギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

※「年金請求書」または「年金受給権者住所・支払機関変更届」等をご提示ください。
※現在、年金お受取口座を他金融機関でご指定の場合、当行指定替えの所定の
　手続き等が必要となります。詳しくは、窓口にお問い合わせください。

バンクカードVisaバンクカードVisa6
キャンペーン期間中に、「バンクカードVisa」を新たにご契約いただいた
お客さまに、QUOカード500円分をプレゼントいたします。

※本会員のみを対象といたします。
※お申込みにあたっては、当行所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっ
　ては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※「バンクカードVisa」は、年会費1,350円（ゴールドカードの場合は10,800円）が
　必要ですが、初年度は年会費無料となります。2年目以降も前年度のご利用金額
　に応じて、無料または半額となります。
※店頭および当行ホームページに説明書をご用意しております。

年金受取ご予約サービス年金受取ご予約サービス7
キャンペーン期間中に、年金受取ご予約サービスを新たにご契約いただいた
お客さまに、QUOカード500円分をプレゼントいたします。

◎「VJAギフトカード」、「QUOカード」は、お取引確認後に店頭にてお渡しいたします。

※「年金受取ご予約サービス申込書」をご提示いただくか、お電話でお申込みの確
　認をさせていただいたお客さまを対象とさせていただきます。
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