冬の
先着でもらえる！ グッ
ド・
スマイル
2015年 12/1 火

2016年 1/31 日

（ご応募不要）

抽選でもらえる！
2015年12/1

2016年1/31 日

火

キャンペーン

タンタン＆スノーウィオリジナル

マイ保 冷 温ランチポット

キャンペーン期間中に
対象のお取引き

をご成約いただいた
お客さまにプレゼント
！
地域再生・活性化
ネットワークとは

【サイズ】直径90mm×高さ132mm
【容量】
360ｍℓ
【カラー】オレンジ・グリーン・
パープル・ブラウン・ブルー
※カラーはお選びいただけません。

経営基盤・営業エリアが異なる地方
銀行9行（北海道銀行、七十七銀行、
千葉銀行、八十二銀行、静岡銀行、
京 都 銀 行 、広 島 銀 行 、伊 予 銀 行 、
福岡銀行）によるネットワーク。地域
に密着した銀行ならではの様々な
情 報・ネットワークを相 互に 活 用
することで、従 来 単一 の銀 行では
できなかったサービスを提 供する
など、地域活性化に資する取組みを
連携して行っています。

下記❶〜❺のいずれかの
（ お取引きをご成約いただいた方
）

5,000名さま

全国各地の特産・
名産品（18種類）を集めた、

オリジナル
ギフトカタログ

（ お取引きをご成約いただいた方のみ）
下記❶・❸・❹のいずれかの

500名さま（9行合計4,500名さま）

キャンペーンの概要
対象のお取引き
❶株式投資信託 ※1※2：30万円相当額以上のご購入
※１ ご購入手数料、消費税を含む

※2 ノーロード
（購入時手数料無料）投資信託は対象外

❷NISA口座での投信積立サービス※3：
NISA口座にて、月間自動お振替え金額1万円以上でご作成
※3 ノーロード
（購入時手数料無料）投資信託は対象外

❸年金保険、一時払終身保険：金額を問わずご成約
※4 アフラック
（アメリカンファミリー
生命保険会社）の商品を除く
※5 円貨から
❺外貨定期預金 ※5：30万円相当額以上のお預入れ
お預入れの場合

❹平準払保険 ※4：金額を問わずご成約

対象となる方

取扱店

個人のお客さま
本支店、特別出張所
および出張所

（

大阪支店、恵比寿法人
営業所、市役所出張所
は除く

）

※各店舗での取扱可能商品など詳細につきましては、
店頭またはテレフォンバンキングセンターへお問い合
わせください。

同時実施中

「資産運用応援プラン」
「退職金運用プラン」
と
のご併用も可能です。
くわしくは店頭にご用意
しておりますパンフレットをご 覧ください。

【その他】◎テレフォンバンキング、インターネットバンキングにてお申込み可能な上記のキャンペーン対象のお取引きをご成約で、景品をご希望のお客さまは、誠に恐れ入りますが、お取引き店
の窓口までお申し出願います。◎景品は数に限りがございますので、
ご希望に添えない場合がございます。
あらかじめご了承ください。◎景品の写真はイメージです。◎外貨預金について、
「ATM」
および「インターネットバンキング」で円貨から外貨普通預金にお預け入れし、外貨普通預金からお振替えにより外貨定期預金にお預け入れする場合は、本キャンペーンの対象外となります。
◎「銀行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」の定めにより、
この懸賞に当選された方は、当行が他に行う懸賞に当選できない場合がございます。◎当選の権利は譲渡でき
ません。
また、景品の換金、交換、変更等には応じかねます。あらかじめご了承ください。◎先着プレゼントは景品がなくなり次第、終了とさせていただきます。
また、景品のプレゼントは、キャンペーン
期間中お一人さま一回限りとさせていただきます。◎抽選プレゼントは賞品の発送（平成28年2月頃を予定しております）
をもって当選のご案内とさせていただきます。
また、重複当選はございません
（対象となるお取引きを複数ご成約いただいても、抽選権は一口となります）。
【ご留意事項】◎投資信託・外貨預金・年金保険・一時払終身保険は投資元金を割り込むリスクが伴います。◎投資
信託・年金保険・一時払終身保険はご購入時等に、外貨預金はお預入れ時およびお引出し時に手数料がかかります。◎くわしくは、裏面の各ご留意事項を十分にお読みください。

【商号等】株式会社 千葉銀行

登録金融機関 関東財務局長
（登金）
第39号 【加入協会】日本証券業協会

一般社団法人 金融先物取引業協会

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。◎投資信託は、投資
元金が保証されている商品ではありません。◎投資信託の設定、運用は、投資信託会社が行います。◎過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではあり
ません。◎投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。◎投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に
投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
また、外貨建て資産に投資するものは、
この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元金を割り込むことがあります。
これらに伴うリスクは、
ご投資家のみなさまご自身のご負担と
なります。◎投資信託に係る手数料としましては、
ファンドにより異なりますが、
ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料
（お申込代金総額に対し最大3.24％
（税込）
）
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
（換金時の基準価額の最大1.0％）
がかかります。
また、保有
期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬
（純資産総額に対し最大年率2.16％
（税込）
）
がかかる
（※）
ほか、組入有価証券の売買委
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、上限額等を表示することができません）
がかかります。なお、当該手数料
の合計額については、
ご投資家のみなさまがファンドを保有される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。
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。◎投資信託は、
金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除
（クーリング・オフ）
の適用は
ありません。◎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）
の内容を十分にお読みいただき、
ファンドの内容を十分にご理解
のうえお申込みください。
（※）
一部のファンドについては、
運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。
ただし、
運用状況により変動するため、
事前にその合計額は記載できません。

NISAに関するご留意事項

◎NISA口座は、
お一人さまにつき1口座のみとなります。
したがって、
複数の金融機関で作成することができません。◎NISA口座の開設には2ヵ月程度お時間がかかる
場合がございます。あらかじめご了承ください。◎千葉銀行のNISA口座でご購入いただけるのは、株式投資信託のみとなります。◎NISA口座の詳細につきまして
は、千葉銀行の窓口またはホームページでご確認ください。

外貨預金に関するご留意事項

【為替リスク】為替相場は変動するため、約定金利と円貨ベースでの実質利回りは一致しません。円高により為替差損が発生した場合には、お引出し時円貨受取額が
お預入れ時円貨払込額を下回り「元本割れ」となる場合があります。
【適用為替相場】円貨からのお預入れ時には当行所定のTTS
（対顧客電信売相場）
、円貨で
のお引出し時には当行所定のTTB
（対顧客電信買相場）
を適用します。為替相場に変動がない場合でも、
TTSとTTBの差
（往復の為替手数料に相当し、
1米ドルあたり
2円、1ユーロあたり3円、1オーストラリア・
ドルあたり5円）
をご負担いただきますので、お引出し時円貨受取額がお預入れ時円貨払込額を下回る場合があります。
なお、ATM外貨預金振替サービスをご利用の場合は、TTS・TTBから為替手数料を20％割引した相場を適用しますので、往復の為替手数料は1米ドルあたり１円60銭、
1ユーロあたり2円40銭、1オーストラリア・
ドルあたり4円となります。
また、
インターネットバンキングをご利用の場合は、TTS・TTBから為替手数料を50%割引した相場を
適用しますので、
往復の為替手数料は1米ドルあたり1円、
1ユーロあたり1円50銭、
1オーストラリア・
ドルあたり2円５０銭となります。
【預金保険】預金保険の対象外です。
【中途解約時のお取扱い】外貨定期預金の中途解約は原則としてできません。当行が止むを得ないと認めて満期日前に解約する場合は、解約日の当該通貨の外貨普
通預金利率により計算したお利息とともにお支払いします。
また、預入期間、預入通貨によっては損害金がかかる場合があります。
【取扱日】銀行休業日および海外市場
の休場日には、
お預入れ、
ご解約ができません。
【税金】
平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受け取るお利息については、
復興特別所得税が追加課税されるた
め、20.315％
（所得税および復興特別所得税15.315％、住民税5％）
の税金が源泉徴収され、源泉分離課税となります。マル優の適用は受けられません。為替差益が
生じた場合は、雑所得として総合課税の対象となり、確定申告のお手続きが必要となります。ただし、年収2千万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与
所得および退職所得以外の申告すべき所得の合計額が年間20万円以下の場合等については、原則として、所得税にかかる申告は不要です。
なお、為替差損が生じた
場合は、
黒字の雑所得から控除することができます。
【手数料等】
お預入れ、
お引出し方法や通貨により手数料等が異なるため、
手数料等の金額や上限額または計算方法
をあらかじめお示しすることはできません。米ドル建バースデー外貨預金については、当行の他の外貨預金へのお振替えによるお引出し、
および外貨建て送金によるお引
出しの際には1米ドルあたり1円の手数料がかかります。外貨現金でのお預入れ・お引出しの際には、
手数料
（1米ドルあたり1.5円、
1ユーロあたり2.5円。最低額1,500円）
が
かかります。
（米ドル・ユーロ以外の外貨現金での入出金はできません。）
外貨T/Cでのお預入れの際には、手数料
（メール期間立替金利相当額。最低額1,500円）
がか
かります。
（T/Cでのお引出し、
および米ドル・ユーロ以外のT/Cでのお預入れはできません。）
また、店舗によってはお取扱いできない場合がありますので、事前にご相談
ください。
【口座開設】
「外貨普通預金」
・
「米ドル建バースデー外貨預金」
につきましては、
お1人1口座とさせていただき、複数店での口座開設はできません。
【留意事項】
情勢の変化によっては、一旦公示された相場が変わる場合や、一時的にお取引ができない場合もございますので、
ご利用の際は必ず千葉銀行本支店の店頭などで再度
ご確認いただきますようお願いいたします。外貨預金につきまして、
くわしくは店頭にご用意している説明書
（契約締結前交付書面等）
をご覧ください。

年金保険・一時払終身保険に関するご留意事項

●お客さまにご負担いただく費用について／お客さまにご負担いただく諸費用のうち主なものは以下のとおりです。◎保険契約関係費：ご契約時の初期費用や、保険
期間中、
年金受取期間中の費用等、
契約の締結、
成立、
維持、
管理に必要な経費です。◎資産運用関係費：投資信託の信託報酬や、
信託事務の諸費用等、
特別勘定
の運用により発生する費用です。◎解約控除：契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額です
（解約時のみ発生いたします）
。※諸費用の合計
額は上記を足し合わせた金額となります。※外貨建の保険料を円貨でご用意される際には為替手数料が必要になります。
また、外貨建の保険金などを受取る場合、円貨
へ交換する場合等、手数料をご負担いただく場合があります。※ご負担いただく諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは商品ごとのパンフレット、契約
締結前交付書面、
ご契約のしおり・約款等でご確認ください。●投資リスク・留意点などについて／◎各お取扱い商品の詳細は、
パンフレットや契約締結前交付書面、
ご契約のしおり・約款等にてご確認ください。◎年金保険・一時払終身保険は保険商品であり、
預金ではありません。払込保険料の元本保証はなく、
預金保険の対象とは
なりません。
また、
ご契約は、
お客さまと引受保険会社との間で成立します。◎保険会社が経営破綻に陥った場合には、死亡保険金額、年金額、解約返戻金額等が削
減されることがあります。
なお、
生命保険会社が破綻した場合は
「生命保険契約者保護機構」
により、
損害保険会社が破綻した場合は
「損害保険契約者保護機構」
によ
り保険契約者保護の措置がとられることがあります。
この場合にも、死亡保険金額、年金額、解約返戻金額等が削減されることがあります。◎当行が販売する保険商品
の購入の有無が、当行におけるお客さまとの他の取引に影響を与えることは一切ございません。◎特定保険契約には商品の種類によって次のようなリスクがあります。
○変額年金保険：この保険は、
国内外の株式、
債券等で運用しており、
運用実績が保険金額や積立金額、
将来の年金額などの増減につながるため、
株価や債券価格の
下落、
為替の変動により、
積立金額、
解約返戻金額は既払込保険料を下回ることがあり、
損失が生じるおそれがあります。○外貨建て保険：この保険は、
為替レートの変動
により、
お受取になる円換算後の保険金額がご契約時における円換算後の保険金額を下回ることや、
お受取になる円換算後の保険金額が、
既払込保険料を下回ること
があり、損失を生ずるおそれがあります。○MVAを利用した保険商品
（市場金利等によって解約返戻金額が変動するタイプの商品）
：この保険は、市場金利に応じた運用
資産の価格変動が解約返戻金に反映されるため、
市場金利の変動により解約返戻金が既払込保険料を下回ることがあり、
損失が生じるおそれがあります。具体的には、
中途解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には、
解約返戻金は減少し、
逆に、
下落した場合には増加することがあります。※リスクの内容は、
商品によって
異なりますので、
詳しくは、
商品ごとのパンフレッ
ト、
契約締結前交付書面、
ご契約のしおり・約款等でご確認ください。◎詳しくは、
お近くの取扱窓口までお問い合わせください。

平準払終身保険・医療保険・がん保険等に関するご留意事項

◎各お取扱い商品の詳細は、
パンフレットや契約概要・注意喚起情報、
ご契約のしおり・約款等にてご確認ください。◎保険商品は預金ではないことから、払込保険料
の元本保証はなく、預金保険の対象とはなりません。
また、
ご契約は、
お客さまと引受保険会社との間で成立します。◎当行が販売する保険商品の購入の有無が、当行
におけるお客さまとの他の取引に影響を与えることは一切ございません。◎保険会社が経営破綻に陥った場合には、給付金等が削減されることがあります。なお、生命
保険会社が破綻した場合は
「生命保険契約者保護機構」
により保険契約者保護の処置がとられることがあります。
この場合にも、
給付金等が削減されることがあります。
◎法令等の定めにより、当行は平準払終身保険・医療保険・がん保険等の募集を行う際には、
お客さまが「銀行等保険募集制限先」に該当されるか否かについて等の
確認をさせていただきます。該当される場合は、原則として当該保険商品の募集を行うことができません。◎法令等の定めにより、当行はお客さまが当行へ事業資金の
お借入れのお申込みをされている間は、
平準払終身保険・医療保険・がん保険等の募集を行うことができません。◎詳しくは、
お近くの取扱窓口までお問い合わせください。

上記のご留意事項については、平成27年12月1日現在のものです。

投資信託、外貨預金、保険商品につきまして、
くわしく
は店頭に説明書（契約締結前交付書面、投資信託
説明書（交付目論見書）等）
をご用意しております。
各商品を実際にお申込みの際には、
それぞれの内容を
十分にお読みください。

くわしくは、ちばぎんホームページをご覧いただくか、
お近くのちばぎん、またはテレフォンバンキングセンターまで、お気軽にお問い合わせください。

24時間ご利用可能
［通話料無料］
携帯・PHSからもご利用いただけます。

海外からの通話などフリーダイヤルをご利用いただけない場合
通話料はお客さまのご負担となります。

電話による受付時間

9：00〜21：00

（月〜金

ただし銀行の
休業日を除く

）

（平成27年12月1日現在）

