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「しずぎん 夏のグッドプラスキャンペーン」 

「日本を元気に！地方創生応援キャンペーン」を実施 
 

 

 静岡銀行（頭取 中西勝則）では、6 月 12 日（月）から「しずぎん 夏のグッドプラスキャンペーン」

と「日本を元気に！地方創生応援キャンペーン」を実施しますので、その概要をご案内します。 

 

１．「しずぎん 夏のグッドプラスキャンペーン」 

（１）キャンペーン期間／6 月 12 日（月）～8 月 18 日（金） 

（２）キャンペーンの概要（詳細は「概要説明書」をご参照ください） 

① 積立投信や円貨定期預金など、対象となるお取引をいただいたお客さまのうち、先着 2 万名さ

まに「夏のくらしに＋（プラス）グッズ」をプレゼントします。 

② 対象となるお取引のうち、円貨定期預金に特別金利を適用します。 

 

２．地域再生･活性化ネットワーク（地方銀行 9 行連携）共同企画「地方創生応援キャンペーン」 

（１）キャンペーン期間／6 月 12 日（月）～8 月 18 日（金） 

（２）キャンペーンの概要（詳細は「概要説明書」をご参照ください） 

①積立投信の新規契約、株式投資信託や国債等公共債の購入など、対象となるお取引をいただい

たお客さまの中から抽選で 500 名さま（9 行合計 4,500 名）に「“地元の旨いもの”オリジナ

ルカタログギフト」をプレゼントします。 

※景品の発送は平成 29 年 10 月上旬を予定 (当選者の発表は商品の発送をもってかえさせてい

ただきます)。 

②ＮＩＳＡ口座(ジュニアＮＩＳＡ口座含む)を開設された方にもれなく図書カード(500 円分)を

プレゼントします。 

※NISA 口座の開設が完了次第、順次お届けの住所あてに発送します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域再生・活性化ネットワーク（地方銀行9行連携）とは＞ 

経営基盤・営業エリアが異なる地方銀行が、各行の保有するさまざまな情報・ネットワークを相互に

活用し、その相乗効果を生かして新たな価値を共創することを目的に設立。 

・参加行／静岡銀行､北海道銀行､七十七銀行､千葉銀行､八十二銀行､京都銀行､広島銀行､ 

伊予銀行､福岡銀行 
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概要説明書 

１．「しずぎん 夏のグッドプラスキャンペーン」について 

（１）キャンペーンの概要 

キャンペーン名 しずぎん 夏のグッドプラスキャンペーン 

実施期間 平成 29 年 6 月 12 日（月）～8月 18 日（金） 

対象となる方 個人のお客さま 

取扱店 インターネット支店を除く全店 

内 容 
対象となるお取引をいただいたお客さまのうち、全店合計先着 2万名さまに 

下記「夏のくらしに＋（プラス）グッズ」をプレゼントいたします。 

夏のくらしに 

＋（プラス）グッズ 

・ハピとラキ オリジナルマグカップ 

・ビオレさらさらパウダーシート 

・食器洗い用洗剤 フロッシュ 

（２）対象となるお取引について 

下記①～④をお取引いただいた個人のお客さまに 1つプレゼントいたします。 

①積立投信 月 5,000 円以上の新規ご契約（増額を含む） 

②グッドプラスキャンペーン円貨定期預金 基本コースへのお預け入れ 

③グッドプラスキャンペーン円貨定期預金 積立投信セットコースへのお預け入れ 

対象となる方 
基本コース 個人のお客さま 

積立投信セットコース 積立投信を同時に申込みされた個人のお客さま 

対象となる資金 

新たにお預け入れいただける資金、または既にお持ちの普通預金等流動性

預金から振替いただける資金 

※当行に既にお預け入れの定期性預金からの振替資金を除きます。 

対象商品 スーパー定期 ※自動継続扱いのみとさせていただきます。 

期間／金利 
基本コース 期間 1年／年 0.06％ 

積立投信セットコース 期間 1年／年 0.10％ 

お預け入れ金額 

20 万円以上 5,000 万円以下 

※お預け入れ金額が 1,000 万円以上の場合でも、スーパー定期としてのお預け入れと

させていただきます。 

募集金額 450 億円 

〔ご留意事項〕 

・特別金利は初回お預け入れの 1年のみとし、継続時には継続日の店頭表示金利が適用されます。 

・中途解約される場合には、スーパー定期所定の中途解約金利を適用させていただきます。 

・キャンペーン期間中でも募集金額に達した時点で終了させていただきます。 

・他の金利上乗せ定期預金と重ねてご利用いただけません。 

・「グッドプラスキャンペーン円貨定期預金」以外の円貨定期預金はプレゼントの対象外です。 

・スーパー定期につきましては、店頭・ホームページに「商品概要説明書」をご用意しております。 

④国債等公共債 20 万円以上の新規ご購入 
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○対象商品のお申し込み時には、「パンフレット」や「契約締結前交付書面」等により、商品内容をご確認

ください。 

○プレゼントは期間中おひとりさま 1つとさせていただきます。 

○プレゼントは数に限りがあります。店舗により品物の個数が異なりますので、品切れの際は別品にかえ

させていただきます。 

○ＡＴＭで新たに 20 万円以上の円貨定期預金をお預け入れのお客さまは、窓口にお申し出ください。 

その場でプレゼントを 1つお選びいただけます。 

○しずぎんダイレクトおよびインターネット支店でのお取引は、プレゼントの対象外とさせていただきま

す。 

２．「日本を元気に！地方創生応援キャンペーン」について 

（１）キャンペーンの概要 

 キャンペーン名 地域再生･活性化ﾈｯﾄﾜｰｸ共同企画「日本を元気に！地方創生応援キャンペーン」 

実施期間 平成 29 年 6 月 12 日（月）～8月 18 日（金） 

対象となる方 個人のお客さま 

取扱店 
全店（インターネット支店を含む） 

※店頭、しずぎんダイレクト（ネット投信・テレホンバンクサービスを含む） 

内 容 

対象となるお取引をいただいたお客さまの中から抽選で、全店合計 500 名さま

(9 行合計 4500 名さま)に「“地元の旨いもの”オリジナルカタログギフト」を

プレゼントいたします。 

当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます(発送予定日:平成 29 年 10 月上旬) 

（２）対象となるお取引について 

●積立投信のご契約・投資信託のご購入、国債等公共債のご購入で当たる！  

対象取引 抽選の対象となるお取引 抽選権の付与(各商品のお取引でお１人さま最大 3口) 

積立投信 
月 5千円以上のご契約 

(増額含まず) 

お一人さま、1口(複数銘柄のご契約でも一律お一人さま 1口)

※初回のご購入が平成 29 年 9月 1日までに完了された方 

投資信託 
株式投資信託 

20 万円以上のご購入 
お一人さま、1口(複数銘柄のご購入でも一律お一人さま 1口)

国債等公共債 
国債等公共債 

20 万円以上のご購入 
お一人さま、1口(複数銘柄のご購入でも一律お一人さま 1口)

〔ご留意事項〕 

・期間中、対象商品をご契約いただいた個人のお客さまは、自動的に抽選の対象となります。ただし、   

平成 29 年 8 月末時点で当該取引を解約された方、積立投信の初回のお引落しが平成 29 年 9 月 1 日ま

でに完了したことを確認できなかった方は抽選の対象外となります。 

・積立投信の増額等による契約内容の変更については抽選の対象外です。 

●NISA 口座を開設してもれなく
．．．．

もらえる！ 

対象取引 プレゼントの対象となるお取引 プレゼント内容 

NISA 口座 NISA 口座（ジュニアＮＩＳＡ口座含む）のご開設 郵送で届く！ 図書カード 500 円分

〔ご留意事項〕 

・NISA 口座開設をキャンペーン期間中に申込みいただいた方で､平成 29 年 9 月 15 日までに口座開設が完了   

された方が対象となります。 
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・他金融機関での重複申請や形式不備等の理由で、平成 29 年 9月 15 日までに当行で NISA 口座の開設が

確認できなかった場合、キャンペーンの対象となりません。 

・NISA 口座開設のお申込みには、「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「住民票」、

ならびに「個人番号」等のご提出が必要となります。詳しくは、窓口でお問合せください。 

・所轄税務署における NISA 口座開設承認が完了するまで、1 ヵ月から 1 ヵ月半程度の日数がかかる       

見込みです。 

・図書カードは、上記手続きが完了次第、順次お届けの住所あてに発送させていただきます。 

２．お申込み時のご留意事項 

○商品ごとにメリット、リスク（価格の変動要因等）や手数料等が異なります。ご契約の際は、各商品の  

「パンフレット」や「契約締結前交付書面」等により商品内容をご確認ください。 

３．投資信託のお取引に関するご留意事項 

○投資信託は、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。 

○投資信託とは、元本が保証されている商品ではありません。 

○投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客様に帰属いたします。 

○投資信託は、当行がお申し込みの取扱いを行い、投信会社が設定・運用を行います。 

○投資信託をご購入の際は、当行でお渡しする 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」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身の判断と責任でお申し込みください。 

○投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としていますが、ファンドによって投資対象の内訳は  

異なります。ファンドに組み入れた株式（債券）の価格の下落、およびそれらの株式（債券）の発行者

の信用状況の悪化、または海外の株式（債券）に投資している場合は為替相場の変動等により、基準価

額が下落し損失を被ることがあります。 

○換金に制限のあるファンドもありますので、事前にご確認ください。 

○ご負担いただく手数料の種類や料率は商品によって異なります。そのための具体的な金額・計算方法は 

記載しておりません。詳細は 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」を

ご覧ください。 

４．ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡ共通のご留意事項 

○NISA 口座（注 1）、およびジュニア NISA 口座（注 2）は、すべての金融機関を通じて、お一人さま 1 口

座に限り開設可能です。 

（注 1）NISA 口座を開設する金融機関の変更は 1 年単位でしか行えません（金融機関の変更をした場合  

には複数の口座をもつことになりますが、ご購入できるのは各年につき 1つの NISA 口座だけです。） 

（注 2）口座開設後の金融機関の変更はできません（廃止後の再開設は可能です）。 

○静岡銀行で開設した NISA 口座、およびジュニア NISA 口座は、静岡銀行で取り扱う公募株式投資信託の

みが対象商品となります。 

○現在保有している公募株式投資信託等を NISA 口座、ジュニア NISA 口座に移管することはできません。 

○NISA 口座、ジュニア NISA 口座（課税ジュニア NISA 口座を除きます）の損失は、他の課税口座における

配当所得および譲渡所得等と損益通算はできず、その損失の繰越控除もできません。 

○NISA 口座で売却した場合の非課税枠の再利用はできません。また非課税枠の残額は翌年以降へ繰り越す

ことはできません。 

○投資信託における分配金のうち元本払戻金（特別分配金）はそもそも非課税であり、制度上のメリット

を享受できません。 
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○NISA 口座から払い出された公募株式投資信託等の取得価格は、払い出し時の時価となります。 

○ジュニア NISA 口座の運用管理者は、口座開設者本人の法定代理人の方に限ります。 

○ジュニア NISA 口座は、口座開設者が 18 歳（注 3）になるまでに、ジュニア NISA 口座から払出しを行う

場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニア NISA 口座を廃止することになります。（注 4） 

（注 3）3月 31 日時点で 18 歳である年の 1月 1日（例：高校 3年生の 1月） 

（注 4）災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能（このときもジュニア NISA 口座を廃止  

することになります）。 

５．国債等公共債のお取引に関するご留意事項 

○国債等公共債は、預金保険の対象ではなく、クーリングオフの対象ではありません。 

○ご購入に際しては、手数料等は必要ありません。 

個人向け 

国債につい

て 

・10 年変動金利型は、市場金利の低下（上昇）に連動して金利が低下（上昇） 

しますので、将来受け取る利息が増減します。 

・発行から 1年間、原則として中途換金ができません。 

・発行体の信用状況の悪化等により、元金と利金の支払いが滞ったり、支払い

不能が生じたりするリスクがあります。 

その他の 

国債等公共

債について 

・市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が

上昇する過程では国債価格は下落（利回りは上昇）し、逆に金利低下の過程では国債

価格は上昇（利回りは低下）することになります。 

・償還日より前に換金する場合には市場価格に基づいた価格での売却となりますので、

売却時の金利の状況によって売却益や売却損が生じる場合があります。 

・市場環境の変化により流動性（換金性）が低くなり、売却ができない可能性がありま

す。 

・購入単価が額面金額を超えている場合、償還時に償還差損が発生します。 

・発行体の信用状況の悪化等により、元金と利金の支払いが滞ったり、支払い

不能が生じたりするリスクがあります。 

商号等 株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第５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 

以上 


