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期間中、対象商品をご契約いただいたお客さまに抽選で最高 140名さまに飛騨地区の宿泊利用券をプレゼント︕

2021年6月21日現在 Ⓨ④

第２弾
2021 たかしんサマーキャンペーン

がんばろう飛騨がんばろう飛騨

２０２１年6月２１日 (月 )~８月３１日 (火 )まで

定期預金 投資信託
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≪投信信託に関するご注意事項≫
●投資信託は預金、保険契約ではありません。
●投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
●当金庫が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
●当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
●投資信託は元本および利回りの保証はありません。
●投資信託は、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利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
●投資信託の取得のお申込に関しては、クーリングオフ ( 書面による解除 ) の
　適用はありません。
●投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書 ( 交付目論
　見書 ) および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書 ( 交付
　目論見書 ) および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。
●また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく
　開示資料ではありません。

≪投資信託に関する手数料等の概要≫　
　投資信託のご購入時には、買付時の１口あたりの基準価額 ( 買付価額 ) に、最大
3.3％( 消費税込 ) の申込手数料、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。
換金時には、換金時の基準価額に最大 0.5％の信託財産留保額が必要となります。
また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年1.749％(消費税込)
を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきまし
ては、各ファンドの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等をご覧ください。
　なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なり
ますので表示することはできません。

≪懸賞概要≫
●抽選権は金額に応じ、10 万円につき 1口とします。
　募集金額 2,000 万円を 1ユニットとします。
●懸賞品について /1ユニット (2,000 万円 ) あたりの懸賞品
　当選本数は、下記の通りです。

●キャンペーン終了時募集実績が 1ユニットに満たない場
　合は懸賞品の当選本数が少なくなる場合がございます。
●抽選方法および当選発表 /2021 年 11 月中旬に当金庫本
　部内にて抽選を行い、当選者への懸賞品の発送をもっ
　て発表とかえさせていただきます。
●懸賞品の発送方法 / お取扱店より発送もしくはお渡しさ
　せていただきます。
●懸賞品の発送時期　　2021 年 12 月末ころ

≪商品概要≫
●対象となる方 /期間中、対象となる定期預金 10 万円以上を新規または増額で
　お預入れいただいた個人のお客さま
●対象となる定期預金 /スーパー定期預金 1年もの
●預入金額 /10 万円以上 500 万円以下 (1 円単位 ) お一人さまの契約本数の制限
　はございません。
●適用金利 /お申込時点のスーパー定期預金の店頭表示金利
●税金 /お利息には 20.315％（国税 15.315％、地方税 5％) の税金がかかります
　( ただしマル優の場合は非課税 )。
●預入形態 /証書式または通帳式 ( 総合口座を含みます。)※ATM等の自動機で
　のお取扱いはできません。
●期限前解約 / 諸事情により期限前解約された場合は、当金庫所定の中途解約
　利率を適用します。
●その他
　・満期日以降は自動継続となり、満期後は満期日のスーパー定期預金の店頭
　　表示金利を適用します。
　・預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 1,000 万円まで
　　とそのお利息が保護の対象となります。当金庫に複数の付保対象預金口座
　　がある場合には、それらの預金元本を合計して 1,000 万円までとそのお利
　　息が保護されます。
　 ・ 詳しくは「預金規定集」の「自動継続自由金利型定期預金規定 ( スーパー
　　定期 )」をご参照ください。
　・店頭に商品概要説明書をご用意しております。
　・取扱期間中でも、市場動向などにより金利を変更する場合や、募集動向に
　　より受付を終了させていただく場合がございます。

≪懸賞概要≫
●定期預金 10 万円につき 1口とし、1本の抽選番号を
　お付けいたします。募集金額 10億円、懸賞品抽選番
　号 1万本 (10000 番から 19999 番まで ) を 1ユニット
　とします。1本の当選番号で重複当選はありません。
●懸賞品について /1 ユニット (10 億円 ) あたりの懸賞
　品当選本数は、下記の通りです。

●キャンペーン終了時募集実績が1ユニットに満たない場
　合は懸賞品の当選本数が少なくなる場合がございます。
●抽選方法および当選発表 /2021年 11月中旬に本部内に
　て抽選を行い、当選番号は抽選日の翌営業日に店頭、
　ホームページ等に公表します。
●期限前解約 /抽選日以前にこの定期預金を解約する場
　合、懸賞品抽選番号は失効します。
●懸賞品の発送方法 /お取扱店より発送もしくはお渡し
　させていただきます。
●懸賞品の発送時期　　2021 年 12 月末ころ

宿泊利用券
20,000 円分

1ユニットあたりの当選本数
2本

宿泊利用券
20,000 円分

1ユニットあたりの当選本数
１本

10,000 円分
5,000 円分 20 本

5本

定期預金

投資信託

・しんきん公共債ファンド
・ニッセイ日本インカムオープン
・グローバル・ソブリン・オープン ( 毎月決算型 )
・グローバル・ソブリン・オープン ( 資産成長型 )
・DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
・DIAM高格付外債ファンド
・ニッセイ / パトナム・インカムオープン
・ピムコ世界債券戦略ファンド ( 年１回決算型 )
　D コース ( 為替ヘッジなし )        

・ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン
　(年１回決算型)
・世界のサイフ
・ダイワ・バリュー株・オープン
・トヨタ自動車 / トヨタグループ株式ファンド
・しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決  
　算型 )
・しんきんＪリートオープン ( 毎月決算型 )

・三井住友・グローバル・リート・オープン
　(3 ヵ月決算型 )
・新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン
・新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン ( 年１回決算型 )
・しんきん３資産ファンド ( 毎月決算型 )
・しんきんグローバル 6 資産ファンド (毎月決算型)
・しんきん世界アロケ―ションファンド
・ダイワ資産分散インカムオープン (奇数月決算型)
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