
平成 28 年 9 月 28 日 

 

「bankstage
バ ン ク ス テ ー ジ

資産運用キャンペーン」の実施について 

 名古屋銀行(頭取 中村 昌弘)は、平成 28 年 10 月 3 日(月)より下記のキャンペーンを実施いたし

ますのでお知らせします。 

記 

1.名 称 「bankstage 資産運用キャンペーン」 

2.期 間 平成 28 年 10 月 3 日(月) ～ 平成 28 年 11 月 30 日(水) 

3.内 容 

名称 bankstage 資産運用キャンペーン 

対象期間 平成 28 年 10 月 3 日(月) ～平成 28 年 11 月 30 日(水) 

対象者 bankstage を利用いただき、対象期間中に対象商品を成約した 20 歳以上のお客さま

対象商品 
【株式投資信託(累計 10 万円以上)】＋【インターネット専用定期預金(期間 3 ヵ月、

一口あたり 10 万円以上 900 万円以下)】 

実施内容 

① 期間中に bankstage を利用した株式投資信託の購入 
② 期間中に bankstage を利用した定期預金(期間 3 ヵ月)の作成 

上記①②両方の条件を満たすお客さまに、キャンペーン定期預金預入累計額に対し、

年利 2％(税引後)相当分(期間 3 ヵ月)をキャッシュプレゼント 

※キャッシュプレゼント対象の上限額は株式投資信託購入金額とします。 

入金方法 当行任意の普通預金口座へ入金 

入金時期 平成 29 年 1 月下旬を予定 

留意事項 

・公社債投資信託／ノーロード商品／店頭専用商品／投信積立は対象となりません。

・株式投資信託は 11 月 30 日(水)の 15 時までに申込みを完了し、約定成立したお取

引が対象となります。 

・キャッシュプレゼント入金時には投信口座および指定預金口座が必要です。 

・定期預金(期間 3 ヵ月)は 11 月 30 日(水)の 23 時 50 分までに新規作成したお取引が

対象となります。また、一人あたりの金額の上限は 1 億円となります。 

・定期預金(期間 3 ヵ月)は、対象期間中に作成し 12 月 28 日(水)15 時時点までに中

途解約した場合対象となりません。 

・キャッシュプレゼントとは別に、キャンペーン定期預金はインターネット専用定

期預金の金利が満期時まで適用されます。 

 

以 上 

 

 



投資信託のご検討にあたっては、次の点にご注意ください。 

・投資信託は、金融機関の預金ではありません。したがって当行が元本を保証する商品ではありません。ま

た、預金保険の対象ではありません。 

・投資信託は、保険契約ではありません。したがって保険契約者保護機構の補償対象契約ではありませ

ん。 

・当行は、投資信託の販売会社であり、投資信託の設定および運用は各委託会社が行います。 

・当行から購入した投資信託は、投資者保護基金の補償対象ではありません。 

・投資信託は、株式・公社債・REIT 等値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。

したがって、お客さまのお受取金額が投資元本を下回る場合があります。 

・組入れ有価証券等（株式・公社債・REIT 等）の価格は、株式指標・金利・為替・相場・その有価証券等の発

行者の信用状況の変化等を原因とした変動をします。 

・投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。 

・投資信託のご購入から換金・償還までの間に直接または間接にお客さまにご負担いただく費用には下記

のものがあります。 

お申込時に直接ご負担いただく費用 購入手数料（申込口数、金額等に応じ、基準価額に対して 大

3.24％（税込み）） 

運用期間中に間接的にご負担いただく費用 信託報酬（純資産総額に対して 大年率 2.376％（税込）） 

換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保額（換金時の基準価額に対して 大 0.5％） 

その他にご負担いただく費用 ※ 監査費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、

外貨建資産の保管等に要する費用等  

※その他ご負担いただく費用については、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。詳しくは、契約締結前交付書面および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧

下さい。 

・当資料は、当行が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 

・投資信託をご購入の際は、必ず目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。 

・クーリングオフ(金融商品取引法第 37 条の 6 の規定)の適用はありません。 

・株主優待制度など他の実施中のキャンペーンとの併用はできません。 

・市場環境等の変化により、予告なくキャンペーンを中止する場合があります。 

 

商号：名古屋銀行/登録金融機関：東海財務局長（登金）第 19 号/加入協会：日本証券業協会 

 



名古屋銀行個人向けインターネットバンキング

平成 28年10月3日 (月 )～平成 28年11月30日 (水 )

実施

内容
実施

内容

定期預金[３ヵ月]の年利 相当分を

インターネット専用定期預金金利に加えて
キャッシュプレゼントがもらえる

株式投資信託を 50万円ご購入

3ヵ月もの定期預金を 100万円お預入れ

2,500円※

キャッシュ
プレゼント

※計算例（お預入れ期間3ヵ月、キャッシュプレゼント対象額50万円の場合）：50万円×年利 2％×（3ヵ月÷12ヵ月）＝2,500円

インターネット専用

資産運用キャンペーン
インターネット専用

資産運用キャンペーン

ネットで
資産運

用をは
じめて

みません
か？

1st

2nd

キャッシュプレゼント対象額は

50万円

3ヵ月もの定期預金を 100万円お預入れ

株式投資信託を 200万円ご購入

5,000円※

キャッシュ
プレゼント

※計算例（お預入れ期間3ヵ月、キャッシュプレゼント対象額100万円の場合）：100万円×年利 2％×（3ヵ月÷12ヵ月）＝5,000円

1st

2nd

キャッシュプレゼント対象額は

100万円

bankstageなら、
投資信託購入手数料が窓口の10％OFFでおトク

キャッシュ
プレゼント例 

キャッシュ
プレゼント例 

パターン1

パターン2

インターネットで

株式投資信託を購入
（一部商品を除く、累計10万円以上）

インターネット専用定期預金
［期間3ヵ月］を作成（10万円以上）

+
1 2

bankstageをご利用いただき上記　　　 両方の条件を満たすお客さまに、期間中にお預入れいただいた定期預金（期間3ヵ月）預入額の
年利2％（税引後）相当分をキャッシュプレゼント。　［注］キャッシュプレゼント対象は定期預金預入額ですが、上限は株式投資信託購入金額とします。

1 2

（投信積立を除く）

インターネット専用 資産運用キャンペーンの詳細およびbankstageのお申込みはこちら

http://www.meigin.com/lp/bs/shisan/pc_20161003shisan.html

http://www.meigin.com/lp/bs/shisan/sp_20161003shisan.html

パソコン

スマートフォン
名古屋銀行 バンクステージ

bankstage お申込みは
「名古屋銀行 バンクステージ」で検索！

[ 受付時間 ] 平日 9：00 ～ 17：00（銀行休業日はのぞきます）

0120-758-920
名古屋銀行bankstageサポートデスク



商品概要商品概要

2 3 4 5

bankstageでの投資信託口座開設の流れ

bankstageログイン後、メ
ニュー [投資信託 ]-[ 口座開
設 ]よりお申込み下さい。
画面の流れに従い、投資信託
口座開設申込みを行ってくだ
さい。

受付完了から6日前後（土日
祝日除く）で当行にお届けの
住所宛に投資信託口座開設
に必要な書類を発送します。

投資信託口座開設の
申込み 必要書類の受取り

必要事項を記載のうえ、同封の
返信用封筒にてご返送くださ
い。（運転免許証のコピー等の
本人の確認書類を同封いただ
きます。）店舗の普通預金口座
を投資信託の指定預金口座に
する場合は、お届け印の押印を
お願いします。

必要書類の返送

当行にて手続きを行います。

投資信託口座
開設手続き

手続き完了後、メールでお知
らせいたします。

手続き完了の
お知らせ1

bankstageの利用申込みからお取引開始まで一定の時間がかかりますので、bankstageのご利用がまだの方は、お早めに利用申込みを行ってください。
bankstageで投資信託の口座開設には一定の時間がかかりますので、投資信託の口座開設がまだの方はお早めに投資信託の口座開設をしてください 

bankstageでの投資信託の購入には、bankstageの利用申込みが必要です

￥

€
＄

￥

24

￥

ならおトクがいっぱい！便利なポイント
手数料がおトク！

窓口やATMより

振込手数料
がおトク！

投資信託
購入手数料は窓口の

10％OFF!
(投信積立を除く)

外国為替
手数料は窓口の

50％OFF!

手のひらで
ローン返済計画

日々の暮らしを
マネジメントできる
カレンダー機能

目標別の
貯金箱機能

安心の
セキュリティ

24時間
インターネットで

いつでもどこでもお取引

インターネット専用
定期預金の

金利上乗せ!名古屋銀行宛なら手数料 無料 <米ドル・豪ドル＞

対象期間

対象者

対象商品

実施内容

キャッシュプレゼント
入金方法

キャッシュプレゼント
入金時期

ご留意事項

平成 28年10月3日（月）～平成 28年11月30日（水）

bankstageをご利用いただき、対象期間中に対象商品をご成約された20歳以上のお客さま

①期間中にbankstage を利用した株式投資信託のご購入
②期間中にbankstage を利用した定期預金（期間 3ヵ月 )のお預入れ
上記①②両方の条件を満たすお客さまに、期間中お預入れいただいた定期預金（期間 3ヵ月）預入額の年利
2％（税引後）相当分をキャッシュプレゼント
※キャッシュプレゼント対象は定期預金預入額ですが、上限は株式投資信託購入金額とします。

名古屋銀行任意の普通預金口座へ入金

平成 29年1月下旬を予定

・公社債投資信託 ／ ノーロード商品 ／ 店頭専用商品 ／ 投信積立は対象となりません。
・定期預金（期間 3ヵ月）は新規のお預入れが対象、一人あたりの金額の上限は1億円となります。
・キャッシュプレゼント入金時には投信口座および指定預金口座が必要です。
・対象期間中に作成し、12月28日（水）15時時点までに中途解約した定期預金（期間3ヵ月）は対象になりません。
・キャッシュプレゼントとは別に、満期となった時点でインターネット専用定期預金（期間3ヵ月）の利息がつきます。
・株式投資信託購入額と定期預金預入額は、それぞれを累計したうえでキャッシュバック対象額を計算します。
・定期預金（期間 3ヵ月）は11月30日（水）の23時 50分までに作成を完了した分、
株式投資信託は11月30日（水）の15時までにお申込みを完了し、約定が成立した分が対象となります。

名古屋銀行個人向けインターネットバンキング

投資信託についてのご留意事項
●預金保険制度と投資者保護基金について
投資信託は預金保険制度の保護の対象ではありません。また、投資者保護基金
の保護の対象でもありません。
●元本欠損リスクについて
投資信託には信用リスク、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等が
あります。株式、公社債、REITなどの値動きがある有価証券などに投資しますので
基準価額は変動します。したがってお客さまのお受取り金額が投資額を下回る(元
本割れ)場合があります。
●手数料など諸費用について
投資信託においてお客さまにご負担いただく手数料には以下のものがあります。
・購入手数料　　：最大3.24％ （税込）
・信託報酬　　　：最大2.376％（税込）
・信託財産留保額：最大0.5％
・その他費用　　：運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限等

を表示することはできません。
以上のものを購入商品の目論見書等により確認してください。

●課税関係について
投資信託において購入から解約までに発生する税金については購入商品の目論
見書で確認してください。
●その他について
・クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。
・株主優待制度など他の実施中のキャンペーンとの併用はできません。
・市場環境等の変化により、予告なくキャンペーンを中止する場合があります。

!

インターネット専用 資産運用キャンペーン

商号

登録金融機関

加入協会

株式会社名古屋銀行

東海財務局長（登金）第19号

日本証券業協会

インターネット専用定期預金（期間 3ヵ月、一口あたり10万円以上 900万円以下）株式投資信託 （累計10万円以上） ＋

名古屋銀行 バンクステージ

bankstage お申込みは
「名古屋銀行 バンクステージ」で検索！

[ 受付時間 ] 平日 9：00 ～ 17：00　（銀行休業日はのぞきます）

0120-758-920
名古屋銀行bankstageサポートデスク
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