ハッピー
ウィンター
キャンペーン

定期預金・投資信託・外貨定期預金に関する留意事項を十分にお読みください。
くわしくはホームページをご 覧いただくか、表 面 記 載のフリーダイヤル 、またはお近くのちば 興 銀の窓 口までお気 軽にお問い合わせください。

定 期 預 金 、積 立 式 定 期 預 金 に 関 す る ご 留 意 事 項
■中途解約の場合は一定の基準により算出された中途解約利率を適用させていただきます。中途解約利率は、金利情勢により中途解約時点の普通預金金利を下回る場
合があります。
■金利環境の変化等により適用する金利を変更することがあります。
■くわしくは店頭に用意しております商品概要説明書をご覧ください。

投 資 信 託 に 関 す るご留 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。
■当行ではご購入、
ご売却のお申込について取扱いを行っております。投資信託の設定および運用は各運用会社が行います。
■投資信託は投資元本が保証されている商品ではありません。
また、過去の運用実績は、将来の運用結果をお約束するものではありません。
■投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
■投資信託の基準価額は、組入れ有価証券
（株式・債券等）
等の値動きにより変動しますので、
お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
■組入れ有価証券
（株式・債券等）
の価格は、株式指標、金利、
その他有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない
（流動性リスク）
等を原因とした値動きにより変動します。
■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
（為替変動リスク）
により基準価額が変動しますので、
お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
■投資信託のお申込にあたっては、当行所定のお申込手数料
（最大3.３%[税込み]）
がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額
（最大で基準価額の0.5%）
がかかります。
また、保有期間中には、信託報酬
（実質最大2.４２%[税込み]程度）
がかかるほか、組入れ有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用
（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）
がかかります。
なお、当該手数料の合計額については、
お客さまがファンドを保有
される期間等により異なりますので、表示することができません。
また、上記の費用等については201９年１１月２８日時点のものであり、今後変更となることもございます。
くわしくは、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）
でご確認ください。

キャンペーン
期間

2019年12月２日
（月）
〜20２０年１月3１日
（金）
※対象のお取引等、
くわしくは中面をご覧ください。

先着5，
000名さまにプレゼント！

抽せんで60名さまにプレゼント！

■投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書
（交付目論見書）
の内容をよくお読みいただき、
ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込ください。

外 貨 定 期 預 金 に 関 す るご留 意 事 項
■外貨預金には為替変動リスクがございます。為替相場の変動により、
お受取外貨元利金を円換算すると、当初のお預入円貨額を下回る(円ベースで元本割れと
なる)リスクがございます。
■円を外貨にする際(お預入時)、外貨を円にする際(お引出時)は手数料(1米ドルあたり片道1円・往復2円、
1ユーロあたり片道1円50銭・往復3円、1オーストラリア・
ドル
あたり片道2円50銭・往復5円、1英ポンドあたり片道4円・往復8円、1ニュージーランド・
ドルあたり片道2円55銭・往復5円10銭)がかかります。(米ドル、
ユーロ、
オースト
ラリア・
ドルでATMまたはちば興銀ダイレクトをご利用の場合は、
それぞれ半額になります)このため、為替相場に変動がない場合でも、
お受取時の円貨額がお預入時の
払い込み円貨額を下回ることがあります。

REPREVE™素材（再生ペットボトル繊維）
を
使った、環境配慮型のランチトートです。

ちば興銀
オリジナル
エコランチ
トート

防災グッズ
２８点セット

災害はいつ襲ってくるかわかりません。そ
んな時、防災グッズがあれば安心です。防
風・防寒アルミシートや防災ラジオ、マスク
や給水袋などいざという時役に立つ２８点
がセットになっています。

■外貨現金でのお預入れ・お引出しの場合、1米ドルあたり1円50銭、
1ユーロあたり3円の手数料をいただきます。
※米ドル、
ユーロのみのお取扱いとなります。
また、
お引出しの際は事前予約が必要です。
■外貨定期預金のお引出金額で外貨建て送金を行う場合、①と②の合計額を手数料としていただきます。
①送金手数料＋支払銀行手数料
（依頼人負担の場合）
②送金金額の１/2０％×ＴＴＳレート
（最低１，
５００円）
（国内向けの場合無料）
■外貨定期預金は原則として、中途解約できません。当行がやむを得ないと認めた場合、解約コストをご負担いただき、
お預入時に遡って、当該通貨の普通預金金利を適用
します。
〈解約コスト〉
・期日前解約時点で、
この預金と同等の代替契約を市場
（外貨資金市場）
にて締結するか、
または締結したと仮定した場合に必要となる金額
（コスト）
を市場実勢相場に
基づいて算出し、解約コストとしてお客さまにご負担いただきます。
・解約コストの計算方法：解約コスト＝預金元本金額×
（期日前解約時点の再調達金利−預入時点の調達金利）
×残存日数÷年日数＋諸経費･諸手数料−預金元
本金額×
（預入時点の適用金利−期日前解約時点の外貨普通預金金利）
×預入日数÷年日数〔調達金利および再調達金利は外貨資金市場などの銀行間レート
がベースとなります。〕
■外貨預金は預金保険の対象ではありません。
■くわしくは店頭に用意してあります説明書
（契約締結前交付書面等）
をご覧ください。

【オプション付外貨定期預金のご留意事項:オプション付外貨定期預金は募集によりお取扱いし、募集の都度条件が変わります。くわしくは店頭でご確認ください。】
■オプション付外貨定期預金は為替変動リスクがあります。お預入が円貨で、満期時のお受取が外貨となった場合、外貨を円に転換する時の外国為替相場の変動等
により、受取時の円貨額が預入時の払込円貨額を下回る可能性があります。
■お受取の外貨元利金を円転する場合は、手数料を含んだ為替相場であるＴＴＢレートを適用します。外貨に関する手数料は、前記の外貨定期預金と同様です。
■オプション付外貨定期預金は募集の状況などにより、
お預入いただけない場合がございます。
お申込みの撤回、中途解約は原則できません。当行がやむを得ないものとして認め、
お申込みの撤回または中途解約に応じる場合には、当行所定の計算方式および割
引率を使用して算出した金額
（損害金）
を直ちにお支払いいただきます。
その場合、預入日から期日前解約日までの適用金利は解約日における預金通貨と同じ通貨の普
通預金金利となります。
なお、
この場合解約元利金から損害金を差し引いた金額が当初お預入の元本金額を下回る
（＝元本割れ）
可能性があります。
〈損害金〉
・期日前解約
（またはお申込みの撤回）
時点で、
この預金と同条件の代替の契約を市場
（外国為替市場・外貨資金市場・通貨オプション市場）
にて締結するか、
または
締結すると仮定した場合に必要となる金額
（コスト）
を市場実勢相場に基づいて算出し、損害金としてお客さまにご負担いただきます。
このように損害金の算出には期
日前解約
（またはお申込みの撤回）
時点での市場実勢相場を使用するため、
お申込み時点で損害金をお示しすることはできません。
■くわしくは店頭に用意してあります説明書
（契約締結前交付書面等）
をご覧ください。

【ちば興銀アプリの利用登録に関するお問い合わせ先】
ちば興銀ダイレクトサポートセンター 平日 9:00〜21:00

土日 9:00〜17:00
（祝日を除く）

0570-001-785

（通話料はお客さま負担）

株式会社 千葉興業銀行

登録金融機関：関東財務局長
（登金）
第40号
加入協会：日本証券業協会

携帯電話からもご利用いただけます。

ちば興銀コンタクトセンター

9:00〜１７:00（土、日、祝日を除きます）

バン

チ

バ

コ

ウ

0120-89-7850

お問い合わせは下記まで

www.chibakogyo-bank.co.jp

クは

ちば興銀ホームページ

（ 音声ガイダンス
）
2番

TEL.

担当（

）

携帯電話からはこちら

043-203-4612

（通話料はお客さま負担）

ちば興 銀

検索

※くわしくは、
当行本支店窓口におたずねい
ただくか、
ホームページをご覧ください。

201９年１１月２８日現在

抽せんであたるプレゼント！

先着でもらえるプレゼント！

対象のお取引により先着５，
０００名さまにプレゼント！

対 象 の お 取 引

投資信託 、外貨定期預金 （20万円以上の新規または増額）
※1

定期預金

積立式
定期預金

投資信託
積立サービス

投資信託

外貨
定期預金

エンドレスタイプ
で毎月2万円以上
の新規

初めてのご契約か
つ毎月5千円以上

20万円以上の新
規購入（お申込手
数料無料 の 銘柄
は対象外）

20万円以上の新
規または増額

（マイドリーム）

20万円以上の新
規または増額

(コスモス街道)

※1：キャンペーン期間中の購入金額累計（手数料含む）から解約金額累計を引いた金額。
（積立投資信託（コスモス街道）
での購入、解約を含む）
「約定日」が2019年１２月２日（月）〜20２０年１月３１日（金）のお取引が対象です。お申込手数
料無料の購入分は、
購入金額累計に含みません。
※2：キャンペーン期間中の新規または増額（預入時の円貨額）。

抽せんで６０名さまにプレゼント！

防災グッズ28点セット

ちば興銀オリジナル
エコランチトート
落ち着いたグレーが特徴のユニセックスなランチトート。
コン
ビニなどのちょっとしたお買い物にも便利です。

※2

災害はいつ襲ってくるかわかりません。そんな時、防災グッズがあれば
安心です。防風・防寒アルミシートや防災ラジオ、マスクや給水袋など
いざという時役に立つ２８点がセットになっています。

ペットボトルをリサイクル
した素材を用い、廃棄物の
発生を抑制。

ペットボトルをリサイクルし
た素材を用い、海洋プラス
チックごみの削減に貢献。

ちば興銀では、国連が定めたSDGs（持続可能な開発目標：
Sustainable Development Goals）の視点を盛り込んだ
企業活動を実践しています。

セット内容：
大容量リュック、防寒・防風アルミシート、防寒・
防風アルミ簡易寝袋、防寒・防風金銀アルミ
シート、冷熱遮断アルミシート、
レスキュー簡易
頭巾、多機能防災ラジオ・ライト、抗菌消臭・簡
易トイレ、軍手、ロープ、笛、反射安全タスキ、
し
おり拡大鏡、防災ガイド、
マスク
（×２）、非常用給
水袋３Ｌ、防災用ウェットティッシュ、エイドチー
ム（絆創膏5枚・綿棒10Ｐ・コットンパフ3枚・ワ
ンタッチ包帯・爪切り・毛抜き・ハサミ）、ティラ
イトキャンドル、
ポケットティッシュ、
おかん器

その他、千葉県匝瑳市への植林活動（ちば興銀の森）や、エ
コでやさしい店舗づくりなど、CSR（企業の社会的責任）活
動の一環としてSDGsの視点を数多く取り入れています。

REPREVE® Uniﬁ, Inc.

サイズ：約W310×H195×D120mm

このエコランチトートはリサイクルされた
ペットボトルを繊維にした、環境にやさしい
REPREVE™素材（再生ペットボトル繊維）を
使っています。

●いずれかのお取引をご成約いただいた個人のお客さまが対象です。 ●プレゼントはお一人さまお１つ限りとさせていただきます。
【先着プレゼントについて】●景品は数に限りがございますのであらかじめご了承ください。
【抽せんプレゼントについて】●厳正なる抽せんのうえ、当せん者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。●プレゼントは2020年3月に発送予定です。発送にあたりましては、当行にお届けいただいている2020年1月末時点の住所、氏名、電話番号を利用させてい
ただきます。発送した結果、当行に返送された場合は、当せんは失効となります。●お一人さま一口として抽せん権を付与し、コンピューターによる自動抽せんを行います。●キャンペーン期間中に対象のお取引をしていただいた方のうち、2020年1月31日（金）時点で、※1または※2の条件を満たしている個人のお客さまが対象です。●抽せんに関するお問い合わせにはお答え
できませんのであらかじめご了承ください。

