平 成 28年 9月 9日

「電子交付サービス」の取扱開始及び「電子交付切替キャンペーン」の実施について
千葉銀行（頭取 佐久間 英利）は、平成28年9月12日（月）より、「電子交付サービス」の取扱
いを開始するとともに、「電子交付切替キャンペーン」を実施いたしますので、お知らせします。
本サービスは、定期預金期日のご案内や投資信託の取引残高報告書など、現在郵送でお客さまに
交付している書類の一部を、個人向けインターネットバンキング「ちばぎんマイアクセス」内で閲
覧できるように（電子交付）するものです※1。
本サービスをご利用いただくと、お客さまは掲載期間中いつでもパソコンやスマートフォンで閲
覧ができるほか、交付書類の保管・処分の必要がなくなり※2、情報漏えいのリスク軽減にもつなが
ります。また、環境面でも紙資源の節減が図れます。
なお、本サービス取扱開始にあたり、当行では平成29年1月末まで「電子交付切替キャンペーン」
を実施いたします。キャンペーン期間終了時点で、①投資信託関係書類が電子交付サービスに切替
わっている、②「ちばぎんマイアクセス」に投資信託口座が登録されている、①及び②両方の要件
を満たすお客さま全員に現金500円をプレゼントさせていただきます。
本サービスの対象となる交付書類及び掲載期間は下記のとおりです。
記
商品種別
預

金

書類名
定期預金期日のご案内

掲載期間
1年1ヶ月

収益分配金（再投資）のご案内
投資信託

取引残高報告書
ご投資状況のお知らせ

5年

運用報告書
※1

ご利用にあたっては「ちばぎんマイアクセス」の契約が必要となります。また、交付書類は
ＰＤＦ形式で提供いたします。ＰＤＦ閲覧ソフトAcrobatReader5.0以上が必要となります。

※2

預入期間1年超または自動継続でない定期預金については、電子交付とは別に「定期預金期日
のご案内」が郵送されます。

当行は、今後もお客さまの利便性向上を図るべく、商品・サービスの充実に努めてまいります。
以

上
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電子交付切替キャンペーン実施中！
！
キャンペーン期間：平成28年9月12日
（月）
〜：平成29年1月31日
（火）
まで

プレゼント

下記の条件全てを
満たされた個人のお客さま

全員に

＜プレゼントの条件＞
❶キャンペーン期間中に投資信託関係書類の電子交付サービスをお申込みいただき、
かつキャンペーン
期間の終了時点で電子交付に切替されていること。
❷キャンペーン期間の終了時点で、
ちばぎんマイアクセス
（インターネットバンキング）に投資信託
口座をご登録いただいていること。
※現金プレゼントは平成29年2月下旬に、
ちばぎんマイアクセス代表口座に入金予定です。

電子交付サービスってなに？
電子交付サービスは、郵送等でお届けしている投資信託・定期預金などの各種書類（注）を、
インターネットバンキングで閲覧できる便利なサービスです。
ご利用手数料は

※ご利用にはちばぎんマイアクセス
（インターネットバンキング）
のご契約が必要です。
（http://www.chibabank.co.jp/）
（注）
対象書類は、
ちばぎんホームページ
にてご確認ください。

@

無料です！

●ちばぎんマイアクセス（インターネットバンキング、モバイルバンキング、
テレフォンバンキング）とは・
・
・
パソコン・スマートフォン・ケータイ・電話から残高照会や振込などができる便利なサービスです。
ちばぎんホームページからお申込みいただけます。

電子交付サービスのメリットは？

メリット 1

メリット 2

メリット 3

ネットでいつでも
閲覧可能

書類の保管が
不要！

ペーパーレスで
エコに貢献！

お持ちのパソコン・スマートフォン
で簡単に確認できます。

書 類を整 理・保 管 する手間が
省けます。

紙 資 源 の 削 減 で 環 境 保 全に
つながります。

電子交付サービスについてのご注意（必ずお読みください）

●電子交付への切替申込をされると、
対象書類は商品種別単位ですべて電子交付されます。一部の書類のみ書面交付とすることはできません。
●電子交付書類は、
PDF形式で提供します。PDF閲覧ソフト
（最新のAdobeReader）
をご用意ください
（定期預金については、
インターネッ
トバンキングへ
口座登録を行うことで電子交付されます）
。
●電子交付の対象書類は追加となる場合があり、
追加となった書類についても電子交付されます。対象書類を追加する場合は、
事前にちばぎんホーム
ページでお知らせします。
●ちばぎんマイアクセスを解約された場合は、
電子交付サービスもあわせて解約となります。解約日
（投資型金融商品の書類は解約日の前日）
以降に作成
された書類から自動的に書面交付に切り替えます
（定期預金期日のご案内については、
一部書面交付されないものがあります）
。

●投資信託は投資元金を割り込むリスクが伴うとともに、
ご購入時等に各種手数料がかかります。
くわしくは、裏面の
【投資信託に関するご注意事項】
をご覧ください。

電子交付切替キャンペーンの概要
実施期間
対象となる
お客さま
特典内容
ご注意事項

平成28年9月12日
（月）〜平成29年1月31日
（火）
以下の条件全てを満たされた個人のお客さま
①キャンペーン期間中に投資信託関係書類の電子交付サービスをお申込みいただき、かつキャンペーン期間の終了時点で
電子交付に切替されていること
②キャンペーン期間の終了時点で、
ちばぎんマイアクセス
（インターネットバンキング）に投資信託口座をご登録いただい
ていること
現金500円プレゼント

※現金プレゼントは平成29年2月下旬に、
ちばぎんマイアクセス代表口座に入金予定です。

・現金プレゼントのお受け取りは、お1人さま1回限りとさせていただきます。
・現金プレゼントの入金日までに、
ちばぎんマイアクセスまたはちばぎんマイアクセス代表口座を解約された場合は、
キャンペーンの対象外となります。
・お申込み状況等により、本キャンペーンを予告なく終了・変更する場合があります。

ご利用にあたって
電子交付サービスのご利用にあたってはお申込みが必要となります
（手数料は無料です）
。

※ご利用にはちばぎんマイアクセス
（インターネッ
トバンキング）
のご契約が必要です。
ご契約がないお客さまは、
ちばぎんホームページ
「マイアクセスのご案内・新規申込」
から
お申込みください。

電子交付サービス
（投資信託関係書類）お申込手順
STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

インターネットバンキングにログオン 電子交付サービスメニュー画面が表示 利用規定・ご注意事項をご確認の お申込内容をご確認いただき、
後、
メニューの
を されます。
うえ、
申込確認画面でチェックボックス
ボタンを押してください。
ボタンを押してください。
押してください。
にチェックを入れ、
ボタン ※「実行」ボタン押下でお申込み完了です。
を押してください。

※お申込日の翌日から電子交付が開始となります。
※定期預金については、
インターネッ
トバンキングにて登録された口座について電子交付されます。

【 投資信託に関するご注意事項 】
● 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。
くわしくは、
ちばぎんホームページをご覧いただくか、
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）

http://www.chibabank.co.jp/

商品・サービスに関するお問い合わせ

パソコン操作に関するお問い合わせ
インターネットバンキングヘルプデスク

0120 - 78-9619
【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
28.09

