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株式会社

伊予銀行

〜地域産品を抽選でプレゼントして地方創生を応援〜
株式会社伊予銀行（頭取 大塚 岩男）は、地域再生・活性化ネットワーク※参加行 9 行共同で
「地方創生応援キャンペーン」を実施いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。
このキャンペーンは、地方銀行 9 行のネットワークを活かして地域を元気にすることを目的にし
たもので、期間中に指定の金融商品をお申し込みいただいた方を対象に各行が抽選で 500 名さま（9
行合計：4,500 名さま）に、参加行地域の特産・名産品（18 種類）を集めたオリジナルギフトカタ
ログをプレゼントいたします。当行では、定期預金と指定の金融商品を組み合わせた「いよぎん幸
せパック」をお申し込みいただいた方がキャンペーンの対象となります。
当行はこれからも参加行との相互の連携を通じて、地方創生への取組みを強化し、地域活性化
に貢献してまいります。
記
○「地域再生・活性化ネットワーク共同企画」地方創生応援キャンペーン
項

目

期

間

対 象 者
お申込単位
特

典

内

容

2019 年 6 月 3 日（月）〜2019 年 8 月 30 日（金）
「いよぎん幸せパック」をお申し込みいただいた方（対象者は各行それぞれ異なります）
総額 100 万円以上 1,000 万円以内（10 万円単位）
抽選で各行がそれぞれ 500 名さまに各地域の産品 4,000 円相当分のオリジナルギフ
トカタログをプレゼント（指定の金融商品申込金額 10 万円ごとに 1 口の抽選権）

キャンペーンの詳細については、別紙をご参照ください。
※地域再生・活性化ネットワークとは
経営基盤・営業エリアが異なる地方銀行 9 行（当行、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、福岡銀行）によるネットワークです。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。
以

私たちはチャレンジします。みなさまの笑顔のために。

株式会社

伊予銀行

上
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キャンペーン特典
【懸賞品の取り扱い】
●懸賞品
・「いよぎん幸せパック」をお申し込みいただいた方の中から抽選で懸賞品が当たります。
・懸賞品の内容については以下のとおりです。
懸賞品

本数

地域再生・活性化ネットワーク参加 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

500 本

行）の各地域の特産・名産品（18 種類）4,000 円相当
・当選はお 1 人さま 1 本のみとなります。重複当選はございません。
●抽選方法
・「いよぎん幸せパック」をお申し込みされたお客さまで、対象の金融商品申込金額 10 万円
ごとに 1 口の懸賞抽選権が付与されます。
・抽選は、2019 年 9 月頃を予定しております。
・当選の発表は、当選された方への当選通知の発送をもって代えさせていただきます。
・当選された場合、2019 年 10 月上旬頃カタログギフトをお送りしますので、18 種類の産品
の中から、ご希望の商品をお選びいただき、返信用ハガキ等にてお知らせください。
・お客さまが当行に対して「期日案内不要」等の届け出をされている場合は、抽選対象外と
なりますので、ご了承ください。
・商品は業者より直接発送させていただきます。
以 上

いよぎん幸せパックに関するご留意事項
●個人のお客さまのみご利用いただけます。
●対象となる商品には元本割れなどのリスクや手数料などのコスト等、
商品性にかかわるご注意点がございます。
●対象商品が投資元本を割り込むことによる損失や手数料などのコスト等が、
円定期預金の特別金利の利息額を上回る場合がございます。
●投資信託および外国債券を購入の際は、
運用口座
（四国アライアンス証券仲介口座）
もしくは、
証券取引口座
（銀行口座）
が必要です。
●お取扱期間中であっても金融環境の変化等により、
今後予告なく取扱商品・条件を変更もしくは中止させていただく場合があります。
●インターネットバンキング
「いよぎんダイレクト」
「
、インターネット支店」
および
「四国アライアンス証券オンライントレード」
のお取り扱いはできません。
スーパー定期について
●特別金利は初回お預入期間のみ適用となります。満期日にご継続いただいた後の適用利率は、満期日時点における
「スーパー定期」
の店頭表示利率としま
す。最新の店頭表示利率については、
店頭もしくは当行ホームページでご確認ください。
●対象となる定期預金を中途解約された場合、
特別金利は適用されず、
お預け入れ日から解約日までは、所定の期限前解約利率が適用になります。
●満期日までに継続を停止する申し出がない場合には、
満期日に、
当初お預け入れ時と同じ期間で自動的に書替継続します。
●店頭に説明書を用意しています。

投資信託に関するご留意事項
●投資信託は預金商品ではなく、
投資元本および収益分配金を保証する商品ではありません。
●投資信託は、値動きのある有価証券等に投資するため、信託財産に組み入れられた株価や債券価格等の変動、金利変動、外貨建資産に投資している場合に
は為替変動などにより、
お受取金額が投資元本を下回ることがあります。価額変動要因については、取扱店にお問い合わせのうえ、
ご確認ください。
●投資信託の運用収益および損失は、
お客さまに帰属します。
●投資信託は、預金保険の対象ではありません。運用口座
（四国アライアンス証券仲介）
で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象であり、証券取引口座
（銀行口座）
で取り扱う投資信託は、
投資者保護基金の対象ではありません。
●投資信託をご購入の際は、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お渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、
お客さまの判断でお選
びください。
●投資信託説明書
（交付目論見書）
および目論見書補完書面は、当行の本・支店等にご用意しております。
●投資信託には、購入時手数料【約定金額に対し最高3.78％
（税込み）
】ならびに解約時の信託財産留保額【解約時の基準価額に対し最高1.0％】が必要とな
り、保有期間中は運用管理費用
（信託報酬）
【純資産総額に対し最高2.376％
（税込み）
】、監査費用、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用等が
信託財産から支払われます。※当該費用の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

いよぎん幸せパック

地方を応援しよう

外貨定期預金に関するご留意事項
●外貨預金は為替相場の変動により為替差損が生じ、
お引き出し時の円貨額がお預け入れ時の払込円貨額を下回るリスク
（為替変動リスク）
があります。
●円を外貨にする際
（お預け入れ時）
および外貨を円にする際
（お引き出し時）
はそれぞれ為替手数料
（例えば1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1豪
ドルあたり2円）
がかかります
（お預け入れおよびお引き出しの際は、為替手数料分を含んだ為替相場である当行所定のTTS
（お預け入れ時適用相場）
、TTB
（お引き出し時適用相場）
をそれぞれ適用します。）
したがって、為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料
（お預け入れ時とお引き出し時の合計で、
例えば1米ドルあたり2円、
1ユーロあたり3円、1豪ドルあたり4円）
がかかるため、
お引き出し時の円貨額がお預け入れ時の払込円貨額を下回るなど、元本割
れが生じる場合があります。
●
「円貨」
からのお預け入れに限定します。
●外貨現金でのお引き出し時には、
1米ドルにつき1円80銭、
1ユーロにつき4円50銭、
1豪ドルにつき7円70銭の手数料をいただきます。
●外貨預金は預金保険の対象ではありません。
●外貨定期預金をやむを得ず中途解約する場合は、
お預け入れ日から中途解約日までの適用利率は、中途解約日における当該通貨建ての外貨普通預金の金
利となります。
●本商品のお取扱時間は米ドルは午前10時15分から午後3時00分、
ユーロ・豪ドルは午前11時から午後3時00分までです。
●お申し込みについては窓口で商品内容を確認し、
ご理解いただいたうえでお申し込みください。

外国債券に関するご留意事項
●運用口座
（四国アライアンス証券仲介口座）
で取り扱う商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行や委託金融商品取引業者
（以
下、
四国アライアンス証券という）
が元本を保証するものではありません。
●運用口座
（四国アライアンス証券仲介口座）
で取り扱う商品は、投資元本および利回り・配当が保証されている商品ではありません。
●運用口座
（四国アライアンス証券仲介口座）
で取り扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化
等により価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。また、
お取り引きによる損益は、
お客さまご自身に帰属します。お取り引きは、
お客さまご自身の責任
と判断で行っていただきますようお願いします。
●運用口座
（四国アライアンス証券仲介口座）
で取り扱う商品のお取り引きは、
クーリング・オフの対象にはなりません。
●四国アライアンス証券の商品であっても、当行では取り扱いのないものがあります。
●運用口座
（四国アライアンス証券仲介口座）
でお預りの資産は、
投資者保護基金の対象です。
●当行において運用口座
（四国アライアンス証券仲介口座）
でのお取り引きをされるか否かが、お客さまと当行のお取り引きに影響を与えることはありませ
ん。また、
当行でのお取引内容が運用口座
（四国アライアンス証券仲介口座）
でのお取り引きに影響を与えることはありません。
●四国アライアンス証券で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等
（国内株式の場合は約定代金に対して最大1.188％
（税込み）
・最低
2,700円
（税込み）
）
の売買手数料、
投資信託の場合は銘柄毎に設定された購入時手数料および信託報酬等の諸経費、等）
をご負担いただく場合があります。
●商品毎に手数料およびリスク等は異なりますので、
当該商品等の契約締結前交付書面、
目論見書、
お客さま向け資料等をよくお読みください。
●運用口座
（四国アライアンス証券仲介口座）
でおこなうお取り引きは、当行が四国アライアンス証券からの委託を受けて、債券等のお取り引きをお客さまに
勧誘し、
売買のご注文を四国アライアンス証券に取り次ぐ業務です。
●当資料は伊予銀行が作成した資料です。

キャンペーン特典

本数

R-03

地域再生・活性化
ネットワーク参加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）
の各地域の
特産・名産品
（18種類）
4,000円相当

懸賞品

懸賞品の取り扱い
［懸賞品］
●いよぎん幸せパックをお申し込みいただいた方の中から抽選で懸賞品が当たります。
●懸賞品の内容については右記のとおりです。
●当選はお1人さま1本のみとなります。重複当選はございません。
［抽選方法］
●いよぎん幸せパックをお申し込みされたお客さまで、対象の金融商品申込金額10万円ごとに1口の懸賞抽選権が付与さ
れます。
●抽選は、
2019年9月頃を予定しております。
●当選の発表は、
当選された方への当選通知の発送をもって代えさせていただきます。
●当選された場合、2019年10月上旬頃カタログギフトをお送りしますので、18種類の産品の中から、
ご希望の商品をお選
びいただき、
返信用ハガキ等にてお知らせください。
●お客さまが当行に対して
「期日案内不要」
等の届け出をされている場合は、抽選対象外となりますので、ご了承ください。
●商品は業者より直送させていただきます。

500本
2019年6月3日現在

期間中、いよぎん幸せパック30・50・70を
お申し込みいただいた方に ※いよぎん幸せパックの詳細は中面をご覧ください。

地元の旨いもの
抽選で

オリジナル
ギフトカタログ

を

プレゼント！

500名様に

キャンペーン期間

2019年

6月3日㊊〜8月30日㊎

全国各地の特産・名産品を集めた、
オリジナルギフトカタログをプレゼント
！

商号：株式会社 伊予銀行
登録金融機関：四国財務局長（登金）第2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

地域再生・活性化ネットワークとは？
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。

【対象商品】
いよぎん幸せパック30・50・70
ホームページ▶

●お問い合わせはお近くのいよぎんの窓口または
［いよぎん投信デスク］

0120 -75 -1444

受付時間

9：00〜17：00
（銀行休業日は除きます）

いよぎん幸せパックは 3 つのコースから選べます
金融商品の割合によって、定期預金の金利が異なる3つのプランをご用意しました。
が
プ
ご 意
お客さまの運用プランに合わせてお選びください。
客
プ

30

いよぎん幸せパック

お申込総額（100万円以上）のうち30％以上50％未満を
金融商品に、残りをスーパー定期（最低預入金額70万円）
に
同時にお預け入れいただいた場合
初回
スーパー定期
店頭表示利率

0.5％

年

スーパー定期
店頭表示利率

※（税引き後利率0.398％）

お申込総額（100万円以上）のうち70％以上を
金融商品に、残りをスーパー定期（最低預入金額30万円）
に
同時にお預け入れいただいた場合
初回

特別金利

1.0％

年

スーパー定期
店頭表示利率

（税引き前）

1.5％

年

※（税引き後利率0.796％）

特別金利

（税引き前）

※（税引き後利率1.195％）

定期預金

金融商品

30％

70

いよぎん幸せパック

お申込総額（100万円以上）のうち50％以上70％未満を
金融商品に、残りをスーパー定期（最低預入金額50万円）
に
同時にお預け入れいただいた場合
初回

特別金利

（税引き前）

50

いよぎん幸せパック

金融商品

定期預金

期間1・3・6か月

定期預金

金融商品

期間1・3・6か月

期間1・3・6か月

70％

50％ 50％

70％

30％

※税引き後利率については、小数点第3位未満を切り捨てて表示しております。

〈お受取利息の例（税引き後）〉

幸せパック50・定期預金部分100万円の場合…
（お預入期間1か月）662円 （お預入期間3か月）2,008円 （お預入期間6か月）4,035円 【2019年5月19日現在】
※ただし、上記利率で計算した単利計算です。上記のお受取利息は概算であり、実際の利息額は日割り計算となりますので、概算と異なる場合があります。
また、2019年5月19日時点の店頭表示金利で計算しており、実際のお受取利息と異なる場合があります。税金は20.315％で計算しています。

リスクを 軽 減 す る た め に は
イギリスには
「卵は一つのカゴに盛るな」
という格言があります。
一つのカゴにすべての卵を入れていると、そのカゴを落とせばす
べての卵は割れてしまいますが、
複数のカゴに分けて卵を入れて
いれば、
一つのカゴを落としてもすべての卵が割れてしまうことは
避けられるという教えです。
つまり、
資産運用で大切なのは、
「投資先や投資時期を分散させる」
ということです。
一つのカゴに入れていると…

複数のカゴに入れていると…

一つのカゴの卵は割れても
他のカゴの卵は安全です。

組み合わせ内容
お 申 込 単 位

❶ 資産分散

個人のお客さまに限ります
（お1人さま何パックでもお申し込みいただけます）
。
「定期預金」
と
「金融商品
（投資信託・外国債券・外貨定期預金）
」
を同時にお申し込みください。
※インターネットバンキング
「いよぎんダイレクト」
「
、インターネット支店」
および
「四国アライアンス証券オンライントレード」
でのお取り扱いはできません。

総額100万円以上1,000万円以内
（10万円単位）
（1パック）
スーパー定期の期間1・3・6か月、自動継続扱い
（元加継続）
のみとします。

リスクを小さくするために、主な方法は3つあります
定

期

預

資産を一つの金融資産に投資せず、異なる値動きをするものを
組み合わせることで、
全体のリスクも分散されます。

金

通帳式または
（新）
総合口座に限定します。1口あたりの定期預金は、
各コース最低預入金額以上5万円単位とさせていただきます。
特別金利の適用は初回満期日までです。他の金利優遇キャンペーンとの重ねてのご利用はできません。
※最新の店頭表示利率については、
店頭もしくは当行ホームページでご確認ください。
※上記金利は税引き前のもので、
お利息には20％の税金がかかります。ただし、2013年1月1日〜2037年12月31日までの間にお受け取りになるお利息
には
「復興特別所得税」
0.315％が追加課税され、20.315％の税金がかかります。

特

長

❷ 時間分散
一度にまとめて投資するのではなく、
何回かに分けて投資したり、
毎月一定額を積み立てるなどの方法で購入時期を分散させること
によって、
リスクを小さくすることができます。
定期的に同じ金額で同一の投資信託を購入していく方法として
「ドルコスト平均法」
があります。

❸ 長期投資
卵は全部割れて
しまうかもしれません。

いよぎん幸せパック商品概要
ご
利
用
いただける方

投資期間が短くなるほどリターンの増減幅は大きくなる傾向が
あります。一方で投資期間が長くなるほどリターンの増減幅は小
さくなる傾向がありますが、
収益の安定性は増します。

投

資

信

託 対象となる
投 資 信 託

外

国

債

券 対象となる
外 国 債 券

特

特

長

長

専門家が運用をおこなうため、豊富な投資経験・ノウハウ等を活用し、効率的な運用が可能となります。
「運用口座
（四国アライアンス証券仲介口座）
」
または
「証券取引口座
（銀行口座）
」
でのお取り引き※1が対象となります。
対象外となる投資信託※2があります。詳しくはお近くの〈いよぎん〉の窓口までお問い合わせください。
※1 「紹介口座
（四国アライアンス証券紹介）
」
でのお取り引き
（四国アライアンス証券と直接お取り引きいただく場合）
は対象外となり
ます。
※2 「日経225ノーロードオープン」
「野村インデックスファンド・日経225」
「スマート・クオリティ・オープン
（安定型・安定成長型・成長
型）
「
」MRF」
「外貨建MMF」

外国政府、外国法人、国際機関などが発行する債券です。満期が決まっており、満期日には
「額面金額」
が償還されます。
販売期間中の
「運用口座
（四国アライアンス証券仲介口座）
」
で取り扱いの銘柄が対象となります。
なお、
「円貨」
からのご購入に限定します。
※仕組債、
株式は対象外です。

円預金に比べ比較的高い金利で運用できます
（金利上乗せはありません）
。

外 貨 定 期 預 金 対 象 と な る ［通貨］米ドル、ユーロ、豪ドル
外貨定期預金 ［お預入期間］1・3・6か月 自動継続扱い
（元加継続）
のみ なお、
「円貨」
からのお預け入れに限定します。

