
 
 

ニュースリリース 平成 23年 7月 12日
 

 

 「常陽 資産運用プラン（愛称：アシスト）」キャンペーンの開始について 

  

 常陽銀行（頭取 寺門 一義）は、7 月 15 日より、「常陽 資産運用プラン（愛称：アシスト）」キャンペーン

を開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 本プランでは、「3 ヵ月円定期預金」と「投資信託」もしくは「外貨定期預金」を同時に申込みいただい

た方に、3 ヵ月円定期預金に初回特別金利を適用いたします。 

 当行は平成 23 年 4 月からの第 11 次中期経営計画において、「総合金融サービスの提供により、お客さま・

地域の復興・成長に貢献する」ことを目指しており、本プランを通して、お客さまの資産形成・運用等のニ

ーズに的確に対応させていただきます。 

 当行は、今後ともお客さまのさまざまな金融ニーズにお応えする商品･サービスの充実を図ってまいり

ます。 

記 

 

   【資産運用プランの概要】 

名 称 常陽資産運用プラン（愛称：アシスト） 

期 間 7 月 15 日～9 月 30 日 

対 象 個人のお客さま 

内 容 

期間中に、当行指定の投資信託もしくは自動継続型外貨定期預金を 50 万円

以上購入いただき、同時にスーパー定期（3ヵ月もの）※をお預け入れいただいた

場合、初回預入時に限り、スーパー定期（3 ヵ月もの）の店頭金利に特別金

利年 4.0％を上乗せいたします。 

※スーパー定期のお預け入れ金額は、投資信託・自動継続型外貨定期預金の

 申込金額の範囲内とさせていただきます。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 



※1　投資信託と外貨定期預金を同時にお申込の場合は、両方を合わせて50万円相当額以上で可

※投資信託・外貨定期預金を50万円以上お申込の方が対象となります。対象商品等の詳細は右ページの商品概要をご覧ください。

※定期預金は投資信託・外貨定期預金の
ご成約金額の50％未満でも作成できます。

定期預金　100万円
投資信託　100万円

定期預金のお受取利息試算例
※前提条件／スーパー定期3ヵ月の店頭金利 0.03%、3ヵ月を91日間と仮定、1円未満切捨

資産運用プランの概要

ご注意事項

定期預金の初回特別金利は 0.03+4.0=4.03％

〈税引前お利息〉
〈税　　　　金〉

〈税引後お利息〉

100万円×4.03％×91日÷365日＝10,047円
国　税　10,047円×15％=1,507円
地方税　10,047円×  5％=   502円
笊 -（笆+笳）=8,038円（初回3ヵ月間のお受取利息）

定期預金　　　50万円
外貨定期預金　50万円

定期預金　　　200万円
投資信託　　　150万円
外貨定期預金　150万円

◎投資信託および外貨定期預金には、価格・金利・為替の変動等による損失を生じるおそれがあります。
◎投資信託および外貨定期預金ご契約に際し、各商品所定の手数料をご負担いただく場合があります。
◎商品毎にリスクおよび手数料は異なりますので、当該商品の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け
資料等を必ずお読みください。
◎投資信託および外貨定期預金は、預金保険の対象ではありません。
◎リスクおよび手数料についての詳細は、最終ページをご覧ください。
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3ヵ月円定期預金と投資信託・外貨定期預金の組み合わせで、
定期預金に初回特別金利を適用いたします。
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※複数ファンドの購入も可能です

Aファンド　50万円
Bファンド　50万円

定期預金
100万円を
お預入れ

いただいた場合

対象期間 平成23年7月15日（金）～9月30日（金）

ご利用
いただける方

個人のお客さま
※お電話・インターネットによるお申込はできません。

組み合わせ
パターン

笊 投資信託 ＋ 定期預金
笆 外貨定期預金 ＋ 定期預金
笳 投資信託 ＋ 外貨定期預金 ＋ 定期預金

定期預金 投資信託、外貨定期預金のご成約金額の範囲内

投資信託

外貨
定期預金

・中期国債ファンド・MMF・インターネット専用ファンドを除く当行取扱ファンド。
・積立投信は除きます。
・償還乗換優遇制度やスイッチングと併せてご利用いただくことはできません。

米ドル・ユーロ・豪ドル

50万円相当額以上※1

3ヵ月、6ヵ月、1年（自動継続型）のいずれか

利率 店頭表示金利

自動継続型外貨定期預金
・円貨による新規お預け入れに限ります。
・為替特約付外貨定期預金やターゲット型外貨定期預金等は対象外です。

50万円相当額以上（手数料・消費税を含む）※1

・複数ファンドの同時購入で50万円以上も可能です。

3ヵ月に限定

お預け入れ金額

対象ファンド

対象となる
外貨定期預金

お取扱い通貨

お預け入れ金額

お預け入れ期間

ご購入金額

お預け入れ期間

お預け入れ条件

利率

スーパー定期3ヵ月の店頭金利＋4.0％（初回特別金利）

・初回特別金利は、初回満期日までの適用となります。
・満期時には、同一期間の定期預金として自動継続します。ご継続後の適用金利は、
当行所定の店頭金利となります。

・初回金利適用期間中に中途解約した場合、特別金利は適用されず、所定の中途解
約利率が適用されます。

・定期預金のお申込日は、投資信託や外貨定期預金のお申込日と同日になります。
・定期預金のお預け入れは、投資信託や外貨定期預金をご成約いただいた営業店で
のお取扱いとなります。

・定期預金のお預け入れ日は、対象期間中に限ります。

���年
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初回特別金利  ［税引後3.2％］
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ベストパートナーバンク

�������������������������� 〈11.07-13〉

詳しくは、　　 の窓口、または常陽ハローセンターまで

お気軽に
お問い合わせください。

受付時間　平日／9：00～20：00　土曜日／10：00～16：00
※ただし、日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間中を除く

商号 株式会社常陽銀行
登録金融機関　関東財務局長（登金）第45号
加入協会：日本証券業協会 （社）金融先物取引業協会

������������

■投資信託のご購入の際は、下記の点をご理解いただき、お客様自身の判断と責任において
　お申込みいただきますようお願いいたします。
◎投資信託は、預金保険または、投資者保護基金の対象商品ではありません。
◎投資信託は預金と異なり、元本及び分配金の保証はありません。基準価額は組入れ有価証券の値動きや為替相場の変動など
（外国証券には為替リスクがあります）により上下し、損失を生じるおそれがあります。
◎投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客様に帰属いたします。
◎お申込みの際は、契約締結前交付書面等をよくお読みください。
◎投資信託のお取引は、クーリングオフの対象になりません。

■契約締結前交付書面等は、当行本支店及び出張所にご用意しております。

■ご投資から換金・償還までの間に次のような費用を直接または、間接的にご負担いただきます。なお、フ
ァンドごとにご負担いただく費用及びその金額は異なりますので、契約締結前交付書面によりご確認く
ださい。投資信託のご購入の際には、ご購入金額またはご購入金額の概算金を前受けでお預りしますの
で、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
◎お申込手数料／お申込代金に対して最大3.15％（消費税込）
◎信託報酬／ファンドの純資産総額に対して最大年率1.974％（消費税込）
◎信託財産留保額／換金時の基準価額に対して最大0.5％
◎その他諸費用（有価証券等の売買及び保管ならびに信託事務にかかる諸費用についても、信託財産から差引かれます。その
他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率及び上限額等を表示することができません。また、
当該諸費用等の合計額については、お客様がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。）

投資信託をお申込みの際のご注意事項

■為替リスク
外貨定期預金は、外貨で預入し、外貨で払戻がなされます。為替相場の変動により、対円相場を預入時と払戻時で比較して、払
戻時の方が円高となった場合にはその差が為替差損となり、払戻時に同時に円転した場合には、元本を下回る「元本割れリスク」
があります。

■為替手数料

◎お預入れ時／円を外貨にする場合　1米ドルあたり1円・1ユーロあたり1円50銭・1豪ドルあたり1円

◎お引出し時／外貨を円にする場合　1米ドルあたり1円・1ユーロあたり1円50銭・1豪ドルあたり1円

の為替手数料がそれぞれかかります。したがって、往復の為替手数料（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2
円）がかかりますので、為替相場に変動がない場合でも、お受取の外貨の円換算額がお預入れ時の払い込み円貨額を下回る「元
本割れリスク」があります。

○本商品は預金保険の対象外です。
○お利息への課税について
　個人のお客様は源泉分離課税（国税15％、地方税5％）となり、マル優の適用は受けられません。法人のお客様は20％の総合課税となります。
○中途解約時の取扱い
　中途解約時は外貨普通預金の利率を適用します。
○外貨にてお預け入れ、お引き出しされる場合は、当行所定の手数料をいただきます。
○くわしくは窓口に備付の「常陽外貨定期預金・常陽自動継続型外貨定期預金契約締結前交付書面（兼 外貨預金等書面）」をご覧ください。

外貨定期預金をお申込みの際のご注意事項

資産運用

キャンペーン期間  平成��年�月��日　～�月��日金 金

プラン

ベストパートナーバンク

投資信託または外貨定期預金とセットで
円定期預金の金利を上乗せします！

PLUS
攻めと守りの運用をプラス

（平成23年7月15日現在）
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