
平成28年度

（例）宮崎県 高千穂峡 （例）長野県 信州産フルーツ詰め合わせ

※写真はイメージです。※各コース抽選権は10万円ごとに1口とし、自動抽選。応募は不要です。

平成28年6月1日現在

じゅうだん会
各行ご当地の

特産品5,000円相当を
それぞれ60名さまにプレゼント！

じゅうだん会
各行ご当地の

特産品5,000円相当を
それぞれ60名さまにプレゼント！

じゅうだん会
各行ご当地への

旅行プラン10万円分を

それぞれ10名さまにプレゼント！

じゅうだん会
各行ご当地への

旅行プラン10万円分を

それぞれ10名さまにプレゼント！

0120-39-8689　　　　お客さまサポートセンター
受付時間9：00～17：00　GW、年末年始等所定の休業日がございます。

（サンキューハローバンク）
フリーダイヤル

くわしくはお近くの　　　　窓口または　　　　お客さまサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

ご当選内容

Ａ賞：じゅうだん会参加行ご当地への旅行プラン１０万円分

Ｂ賞：じゅうだん会参加行ご当地特産品５，０００円分相当

①抽選は平成２８年９月下旬、当選者への通知・賞品の発送は１０月下旬を予定しております。
②当選者の発表はご本人さまへの通知または賞品の発送をもって代えさせていただきます。
※当行へお届けの住所に賞品を発送させていただきます。再度お届けの住所の確認をお願いします。

①山形県、茨城県、埼玉県、長野県、徳島県、宮崎県、沖縄県（じゅうだん会参加行の本店が所在する県）へのご旅行でご利用いただけます。
②ご旅行プランにつきましては、当選通知後３か月以内に旅行代理店とご相談のうえお決めいただきます。
　※ご旅行の日程は、当選通知後３か月を経過した日程も可能です。旅行代理店は、近畿日本ツーリスト㈱からご案内いたします。
③ご旅行プランが１０万円を超える費用につきましては、当選者さまのご負担となります。また、１０万円に満たない場合の差額の払戻しはございません。
④お手続きの詳細につきましては、当選通知時にお知らせいたします。

山形県、茨城県、埼玉県、長野県、宮崎県、沖縄県（当行を除くじゅうだん会参加行の本店が所在する県）の特産品をお送りします。
※賞品はお選びいただけませんのでご了承ください。

資産運用コース

八十二銀行のシステムをベースとした「共同版システム」を、７行（山形銀行（山形県）・筑波銀行（茨
城県）・武蔵野銀行（埼玉県）・八十二銀行（長野県）・阿波銀行（徳島県）・宮崎銀行（宮崎県）・
琉球銀行（沖縄県））が利用しています。利用行が山形県から沖縄県まで日本列島を縦断するよう
に位置しているため「じゅうだん会」と呼んでいます。

（投信、外貨定期他）
資産形成コース
（円貨定期預金）

＋ %0.03プラス

円貨定期預金 金利上乗せ
店頭表示金利

資産形成
コース

（円貨定期預金）

（税引後年率 0.0239055%）

さらに各コース
抽選で

夏の2つのお楽しみキャンペーン夏の2つのお楽しみキャンペーン



抽選で各コース10名さまに、
じゅうだん会参加各行のご当地への
旅行プラン10万円分をプレゼント！

A賞

抽選で各コース60名さまに、じゅうだん会参加各行の
ご当地特産品5,000円相当をプレゼント！B賞

▲埼玉県　小江戸「川越」（川越市）

▲茨城県 ▲埼玉県

▲山形県　銀山温泉（尾花沢市）

▲茨城県　花貫渓谷（高萩市）

▲山形県

▲宮崎県 ▲沖縄県▲長野県

▲宮崎県　高千穂峡（西臼杵郡高千穂町）▲徳島県　鳴門の渦潮（鳴門市）

 旅行先は各県からお選びいただけます。※写真は、各県観光地の一例です。

 ※写真はイメージです。賞品はお選びいただけません。

▲長野県　上田城跡公園（上田市）

▲沖縄県　万座毛（国頭郡恩納村）

　小川町の和紙ランプシェード

　琉球びんがたテーブルセンター

　ほしいも詰め合わせ【8種類セット】　こめイロ9プレミアム

　みやざき県産品セット　信州産フルーツ詰め合わせ

円貨定期預金 金利上乗せ

夏の2つのお楽しみキャンペーン夏の2つのお楽しみキャンペーン
山形県は全ての市町村に温泉が湧き出す「温泉王国」です。その中で銀山温泉
は、江戸時代初期の大銀山として栄えた「延沢銀山」に由来。大正末期から昭和
初期に立てられた木造宿で、郷愁を感じるノスタルジックな景観が味わえます。

TV で話題の真田家は、上田市真田地域を本拠地とする豪族でした。徳川軍を二
度撃退した真田昌幸が築城した上田城をはじめ、いたるところに真田家の歴史浪
漫が薫ります。豊かな自然とそこで育まれた文化や食等を楽しめるまちです。

江戸時代、川越藩の城下町として栄え、今もなお「小江戸」と呼ばれる蔵造りの町並
みを歩いて回ることが出来ます。歴史的建造物が多く、国から「歴史都市」に認定さ
れています。鰻・芋・和菓子などの「食」も豊富で、年間600 万人以上の観光客が訪れます。

花貫川が山地の地表を侵食し作り上げた渓谷は、大小さまざまな滝や淵が連なり美
しい景観が続いています。さらに、渓谷内にある長さ約 60m の汐見滝吊り橋から
の景色が見事で『夏は新緑』、『秋は紅葉』と四季折々の姿を味わうことができます。

世界三大潮流と呼ばれている鳴門の渦潮。潮の干満によって発生する渦潮は、最
大直径 20m にも及びます。渦潮が間近で見られる「観潮船」や、大鳴門橋の車
道下に設置された海上45 m のガラス床から見下ろす遊歩道「渦の道」が人気です。

宮崎県北部に位置する高千穂は、「古事記」の舞台となった神話の地。大自然が作
り出す迫力満点の渓谷「高千穂峡」周辺は、古代ロマン漂うパワースポット。神楽
などの伝統文化が継承されるこの地域は、昨年『世界農業遺産』に認定されています。

万座毛は沖縄本島中部の恩納村にあります。琉球王尚敬が「万人を座
するに足る毛（原っぱの意）」と称賛したとおり、目の前に広がる海と
空のコントラストが、訪れる人を魅了する沖縄を代表する景勝地です。

円貨定期預金 投資信託
外貨定期預金
個人向け国債

金融商品仲介業務取扱商品
（仕組債・外貨建て債券）

資産形成コース 資産運用コース

＋ %0.03プラス店頭表示
金利

さらに

A賞10名さま、B賞60名さま
キャンペーン内容

資産形成
コース

資産運用
コース

ご利用いただける方 個人のお客さま

抽選について 抽選権は10万円ごとに1口とし、自動抽選。応募は不要です。当選はお一人さま1口までとさせていただきます。

プレゼント対象取引　 キャンペーン期間中に下記コースを窓口・ATM・　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にてお取引いただいた方

お預入れ金額：〔窓口〕30万円以上

ご購入金額：20万円以上
※ただし、仕組債等は最低預入金額以上となります。
※外貨は、円貨換算額を適用。

お預入れ期間：全期間 （自動継続扱い）
対象商品：あわぎんスーパー定期、あわぎんスーパー定期300

円貨定期預金

①投資信託　　　②外貨定期預金（米ドル・豪ドル・ユーロ）
③個人向け国債　④金融商品仲介業務取扱商品（仕組債・外貨建て債券）

（新規または増額）
※すでにお預入れいただいている定期預金等の解約金による新規作成は対象外となります。

※平成 28年 8月 31日までに解約された場合は、抽選の対象となりません。

〔ATM、　　　  〕1円以上 1,000万円未満

（税引後年率 0.0239055%）

抽選で A賞10名さま、B賞60名さま抽選で
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抽選で各コース60名さまに、じゅうだん会参加各行の
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さらに各コース
抽選で

夏の2つのお楽しみキャンペーン夏の2つのお楽しみキャンペーン

ご注意ください  当行取扱商品のご留意点です。必ずお読みください。
円貨定期預金に関するご留意点
⃝金利上乗せは新規（または増額）でお預けいただいた初回の満期日までのお預入れ期間の適用とさせていただきます。⃝中途解約された場合、お預入れ期間に応じた当行所定の中途解約利率が適用されます。
⃝当行で取扱う円貨定期預金は預金保険制度の対象預金です。ただし、預金者1人あたり元本1,000万円までと当該預金利息が保護の対象となります。⃝新規口座開設の際は、本人確認書類（運転免許証・健康保険
証など）が必要となります。⃝当行で取扱う円貨定期預金（中途解約利率等）のくわしい商品概要は、窓口にご用意しております商品概要説明書をご確認ください。⃝お利息には20.315％の税金がかかります。（平成
25年1月1日〜平成49年12月31日までに受け取るお利息については、復興特別所得税として0.315％が追加課税されています）
公共債（国債・個人向け国債・地方債）に関するご留意点
⃝国債・個人向け国債・地方債は預金や投資信託ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金制度の対象ではありません。⃝国債・個人向け国債・地方債は、元本と利子の支払いを日本国政府・
地方公共団体が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国・地方公共団体の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。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。⃝国債・地方債の場合、償還前に売却等により中途換金する場合、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等による債券価格の変動により、投資元本を割り込むリ
スクがあります。また、市場環境の変化により流動性（換金性）が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。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。⃝個人のお客さまの場
合、原則として満20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。⃝国債・個人向け国債・地方債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6（書面による契約解除）の規定の適用（いわゆる「クーリン
グ・オフ」の適用）はありません。⃝国債・個人向け国債・地方債の券面は発行されません。（ペーパーレス）当行で購入された場合、「口座管理手数料」は無料です。また、これ以外の手数料等費用は必要ありません。⃝個
人向け国債の場合、発行日によっては購入された額面金額以外に「初回の利子調整額」が必要となります。また、お預かりした申込証拠金（お申込みをいただいた日から発行日まで）は、付利されません。また、募集期
間中に売り切れとなる場合があります。⃝国債・個人向け国債・地方債の償還日または利子支払日の6営業日前から前営業日までの期間を約定日とするお取引はできません。⃝国債・個人向け国債・地方債の解約代金
については、お申込日（約定日）を含めて４営業日目のお引渡しとなります。（例）中途換金のお申込みが｢月曜日｣の場合（約定日）→代金引渡しは｢木曜日｣となります。（代金引渡日：４営業日目）（＊途中に祝祭日などの
銀行休業日が含まれている場合は、翌営業日となります）⃝国債・個人向け国債・地方債のご購入に際しては、必ず国債・地方債の「契約締結前交付書面」の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」は窓口にご用意しています。⃝個人のお客さまの場合、利払い時に利子に対して20.315%（うち所得税15.315%、地方税5%）が源泉分離課税されます。（法人のお客さまの場合は、総合課税となります）
（平成25年1月1日〜平成49年12月31日までに受け取るお利子については、復興特別所得税として0.315％が追加課税されています）⃝身体障害者手帳の交付を受けている方、寡婦年金受給の対象となってい
る方など※は、預金や他の国債・国債以外の公社債とあわせて７００万円を限度とする非課税制度（マル優・マル特）の適用が受けられます。※上記以外の条件等については窓口でご確認ください。
投資信託に関するご留意点
⃝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。⃝投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取り扱う投資
信託は、投資者保護基金制度は適用されません。⃝投資信託は元本保証や利回り保証、分配金保証のいずれもありません。⃝当行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定･運用は投資信託委託会社が行いま
す。⃝投資信託は、金融商品取引法第37条の6（書面による契約解除）の規定（いわゆる「クーリング･オフ」）の適用はありません。⃝当行での投資信託のご購入ではお申込手数料として基準価額に対して最大3.78%
（税込）、換金では信託財産留保額として基準価額に対して最大0.5%をご負担いただきます。また、保有時は信託報酬（信託財産の純資産総額の最大年2.214%（税込））と監査報酬、有価証券売買委託手数料等そ
の他費用等（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません）を信託財産でご負担いただきます。なお、商品毎に手数料等は異なります。これら手数料等の合計額については、保有期
間等に応じて異なりますので表示することができません。⃝投資信託をご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）･目論見書補完書面」（契約締結前交付書面）の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断くだ
さい。（「投資信託説明書（交付目論見書）・目論見書補完書面」（契約締結前交付書面）は、当行の本･支店等の投資信託販売窓口にてご用意しております）
外貨預金に関するご留意点
⃝外貨預金は預金保険制度の対象ではありません。⃝外貨預金は、元本の保証はありません。⃝外貨預金の運用による損益は、外貨預金をお預入れのお客さまに帰属いたします。⃝外貨預金は、為替相場の変動に
より為替差損が生じ、お引出し時の円貨額がお預入れ時の払込円貨額を下回る「為替変動リスク」があり、「元本割れ」が生じる可能性があります。⃝また、為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料（通常、1
米ドルあたり2円、1ユーロあたり3円、1英ポンドあたり8円（最高）、1スイスフランあたり1円80銭、1オーストラリアドルあたり4円）がかかるため、お引出し時の円貨額がお預入れ時の払込円貨額を下回り、「元本
割れ」が生じる可能性があります。⃝個人のお客さまの場合、原則として満20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。⃝外貨預金は、金融商品取引法第37条の6（書面による契約解除）の規定の適
用（いわゆる「クーリング・オフ」の適用）はありません。⃝外貨定期預金は原則、中途解約はできません。やむをえず中途解約する場合は、解約日における預入通貨の外貨普通預金の利率が適用されます。⃝円を外貨に
する際（預入時）、および外貨を円にする際（払出時）はそれぞれ為替手数料（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英ポンドあたり片道4円・往復8円（最高）、1スイスフランあた
り片道90銭・往復1円80銭、1オーストラリアドルあたり片道2円・往復4円）がかかります。お預入れならびにお引出しは、為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTS（預入時）・TTB（払出時）をそれぞれ適
用します。⃝外貨現金でのお預入れ・お引出し、お引出し資金による外貨建送金、外貨建送金の受取資金によるご入金に際しては、それぞれ当行所定の手数料等がかかります。（例えば外貨現金でのお預入れ、お引出し
の場合、1米ドルあたり2円（最低2,000円）かかります。手数料は通貨によって異なります）※外貨建送金については当行取扱窓口でご確認ください。⃝為替相場の関係上、米ドルの場合平日午前10時以降、他通貨
の場合平日午前11時以降のお取扱いとなります。⃝外貨預金は、マル優（非課税）のお取扱いはできません。⃝利子所得は、個人のお客さまは源泉分離課税（国税15.315％、地方税5％）として課税されます。（平成
25年1月1日〜平成49年12月31日までに受取るお利子については、復興特別所得税として0.315％が追加課税されています）⃝外貨定期預金のお預入れに際しては、必ず、外貨定期預金の契約締結前交付書面
の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
金融商品仲介業務取扱商品に関するご留意点
⃝金融商品仲介業務で取扱う商品は預金ではなく、預金保険制度の対象外です。⃝金融商品仲介業務で取扱う商品は、投資元本および利回り・配当が保証されている商品ではありません。⃝金融商品仲介業務で取
扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。また、お取引による損益は、お客さまご自身に帰属いた
します。⃝金融商品仲介業務で取扱う商品のお取引は、金融商品取引法第37条の6（書面による契約解除）の規定の適用（いわゆる「クーリング・オフ」の適用）はありません。⃝委託金融商品取引業者の商品であって
も、当行がお取扱いをしていないものがあります。⃝お客さまの金融商品仲介口座は委託金融商品取引業者に開設され、口座開設後の有価証券の売買等のお取引についても、お客さまと委託金融商品取引業者の
お取引になります。⃝お客さまの有価証券等は委託金融商品取引業者に開設された口座でお預かりのうえ、委託金融商品取引業者の資産とは分別して保管されますので、委託金融商品取引業者が破綻した際にも委
託金融商品取引業者の整理・処分等に流用されることはなく、原則として全額保護されます。万一、一部不足が生じた場合等全額の返還ができないケースが発生した場合でも、投資者保護基金により、おひとりあたり
1,000万円までが保護されます。⃝お客さまの属性や取引関係情報は、お客さまが口座を開設する委託金融商品取引業者と当行で共有します。⃝当行において金融商品仲介業務でのお取引の有無が、お客さまの
当行における他のお取引に影響を与えることは一切ありません。また、当行での預金・融資等のお取引内容が金融商品仲介業務でのお取引に影響を与えることはありません。⃝お申込みにあたっては、原則ご本人さ
まのお手続きとさせていただいております。⃝商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、商品のご検討、お申込にあたっては、必ず事前に商品ごとの契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書等
をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。⃝金融商品仲介を行う登録金融機関　商号等／株式会社阿波銀行　登録金融機関　登録／四国財務局長（登金）第１号　加入協会／日本証券業協会⃝委託金融商品取
引業者　商号等／野村證券株式会社　金融商品取引業者　登録／関東財務局長（金商）第142号　加入協会／日本証券業協会・（社）日本証券投資顧問業協会・（社）金融先物取引業協会・（社）第二種金融商品取引
業協会⃝委託金融商品取引業者　商号等／大和証券株式会社　金融商品取引業者　登録／関東財務局長（金商）第108号　加入協会／日本証券業協会・（社）日本証券投資顧問業協会・（社）金融先物取引業協会・
（社）第二種金融商品取引業協会
金融商品仲介で取扱いの仕組債に関するご留意事項
⃝当行が金融商品の仲介としてご案内する仕組債は、元本の保証がなく、日経平均株価の下落、日経平均株価の予想変動率の上昇、市場金利の上昇などにより、期中評価額が変動し、満期償還時に投資元本を割り込
むリスクがあります。⃝お買付け時には、購入対価のみをお支払いいただきます。⃝仕組債は海外発行の債券であるため、利金・償還金の受取日は、各利払日・償還日の2もしくは3営業日以降となることがあります。⃝
仕組債の販売数量には限りがあります。売出期間であっても、売切れになる場合がありますので、その際はご容赦下さい。
金融商品仲介で取扱いの外貨建て債券に関するご留意事項
⃝本債券の利金、償還金及び売却した際の精算金額は、各通貨の為替レートを用いて換算された円貨金額で支払われます。したがって、為替相場の変動によりお受取りになる円貨額が変動し、損失が生じることがあ
ります。⃝本債券を満期まで保有せず売却した場合、金利の変動等により損失が生じることがあります。⃝発行者の経営・財務状況及び信用状況の悪化により損失が生じることがあります。⃝通貨発行国の国情の変化
（政治・経済・取引規制等）により損失が生じることがあります。⃝お買付け時には、購入対価のみをお支払いいただきます。

	 	 	 　　　　　　　（注）当行制定の勧誘方針に基づき、お客さま保護の観点からお申込みをお断りする場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
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