２０１８年５月３０日
各 位
株式会社 みちのく銀行

「ＮＩＳＡでつみたて投信デビューキャンペーン」の実施について
みちのく銀行（頭取 髙田 邦洋）は、下記のとおり「ＮＩＳＡでつみたて投信デビューキャ
ンペーン」を実施いたしますので、お知らせいたします。
本キャンペーンでは、ＮＩＳＡ口座で投資信託定時定額買付サービスのお申込をしていただ
いたお客さまの中から、抽選で２００名さまにＱＵＯカードをプレゼントいたします。
記
【キャンペーン概要】
名

称

ＮＩＳＡでつみたて投信デビューキャンペーン

期

間

２０１８年６月１日（金）～ ２０１８年９月２８日（金）

対象となる
お 客 さ ま

次の①・②全ての条件を満たすお客さま
①期間中にＮＩＳＡ口座でつみたて投信（投資信託定時定額買付サービス）
を新規でご契約いただいたお客さま (キャンペーン開始時点で未契約の方)
②１件５，０００円以上のご契約で、２０１８年１２月末までに３回以上買
付実績があり、契約を継続いただいているお客さま

賞

対象のお取引をいただいたお客さまの中から、抽選で２００名に５００円相
当のＱＵＯカードにプレゼントいたします。

品

抽選について

抽選は２０１９年１月中旬、賞品発送は２月下旬予定です。
・複数のご契約をお申込いただいた場合でも抽選権はお一人さまにつき 1 口
となります。
・２０１８年１２月末までに買付実績がなかった場合、また、定時定額買付
契約の解約及び契約金額を５，０００円未満に減額した場合は本キャンペ

留 意 事 項

ーンの対象とはなりません。
・本キャンペーンの応募は不要です。条件を満たしたお客さまは自動的にキ
ャンペーンの対象となります。
・インターネット投資信託でお申込いただいた場合もキャンペーンの対象と
なります。

取

扱

店

全営業店（出張所を除く）

（※）つみたて投信（投資信託定時定額買付サービス）は、ご指定の投資信託を毎月一定額、自
動的に買付するサービスです。本キャンペーンの詳細および投資信託についての留意事項
につきましては、別添のチラシをご覧ください。
以 上

NISA
（一般NISA、
つみたてNISA、ジュニアNISA）に関する留意事項
◆共通事項
NISA口座はすべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座のみ開設が認められています。
一般NISA、つみたてNISAは選択制であることから、
同一年に両方の適用を受けることはできません。
一般NISAとつみたてNISA
の変更は、原則として暦年単位となります。
NISA口座の非課税投資枠は、一般NISAは年間120万円、
つみたてNISAは年間40万円、
ジュニアNISAは年間80万円が設定されて
いますが、NISA口座で保有している投資信託を一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。
そのため、
短期間での売買
（乗換え）には適しません。また、その年の非課税投資枠の未使用分を翌年以降に繰り越すことはできません。

NISA で

つみたて投信デビュー
キャンペーン

NISA口座内の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する投資信託・有価証券の売買益や配当金と損益通算することが
できません。
投資信託の分配金のうち元本払戻金（特別分配金）についてはそもそも非課税ですので、NISA口座での非課税のメリットを享受
できません。
NISA口座以外の口座で保有されている上場株式等をNISA口座に移管することはできません。

2018年

NISA口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA口座に移管することはできません。

一般NISAで購入した投資信託の分配金のみ、一般NISAの非課税枠で再投資できます。ただし、非課税枠超過分は、特定口座開設

キャンペーン期間中、対象のお取引をいただいたお客さまの中から

抽選で 200 名さまに

済みの場合は特定口座、特定口座未開設の場合は一般口座でのお取引となります。

◆つみたてNISAに関する留意事項

QUOカード500 円分

つみたてNISAで購入できるのは当行取扱いファンドの中でも一定の投資信託に限られます。
また、
つみたてNISAは定期的、継続
的な方法での買付に限られますので、ご利用にあたっては定時定額買付サービスの申込をいただきます。
つみたてNISAでは、非課税期間終了後、新たな非課税投資枠へのロールオーバー（移管）はできません。また、つみたてNISAでは

プレゼント！

他の口座からの移管の受入もできません。
つみたてNISAで保有する投資信託の分配金を再投資する場合、つみたてNISAの非課税枠を利用することとなります。ただし、
非課税枠超過分は、特定口座開設済みの場合は特定口座、特定口座未開設の場合は一般口座でのお取引となります。
つみたてNISAでは、つみたてNISAで購入した投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
つみたてNISAでは、基準日（つみたてNISA口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌年以後
5年を経過した日（以下「基準経過日」という）
）
ごとにお客さまのお名前・ご住所を確認させていただきます。なお、基準経過日から
1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAでの買付を停止させていただきます。

◆ジュニアNISAに関する留意事項
口座開設者がその年の3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは、
原則としてジュニアNISAからの払出しはできませ
ん。当該日より前に、ジュニアNISA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。
ジュニアNISAからの払出しは、口座開設者ご本人またはその法定代理人に限り行うことができます。
ジュニアNISAで運用するご資金は、口座名義人本人のご資金であり、
本人以外のご資金により投資が行われた場合は、
所得税・贈
与税等の課税上の問題となるおそれがあります。

9/28

金

枠超過分については、特定口座開設済みの場合は特定口座、特定口座未開設の場合は一般口座でのお取引となります。

金

一般NISAで保有する投資信託から発生した分配金を再投資する場合、一般NISAの非課税枠を利用することとなります。非課税

非課税枠に移管（ロールオーバー）することができます。

キャンペーン期間

6/1

◆一般NISAに関する留意事項

一般NISAの非課税期間終了日に保有している投資信託は、
終了日の翌年1月1日に当行で新たに設定する120万円の一般NISAの

みちのく銀行で
はじめよう！
！

対象のお客さま

※①、②とも該当することが条件

①期間中にNISA（一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA）で「つみたて投信」
（投資信
託定時定額買付サービス）を新規でご契約いただいたお客さま（キャンペーン開始時点
でつみたて投信未契約のお客さま）
②1件5,000円以上のご契約で2018年12月末までに3回以上の買付実績があり、
ご契約を
継続いただいているお客さま
※つみたて投信（投資信託定時定額買付サービス）とは毎月一定額を預金口座から引落して、ご指定の投資
信託を自動的に買付けするサービスです。
※NISAを利用したつみたて投信契約の申込みにあたっては、事前に店頭にてNISAの口座開設手続きを行っ
ていただく必要があります。口座開設には一定の期間を要しますのでご注意ください。

キャンペーンに関する留意事項
インターネット投資信託でつみたて投信（投資信託定時定額買付サービス）のお申込みをいただいた場合もキャンペーンの対象
となります。 複数のご契約をお申込みいただいた場合でも抽選権はお一人さまにつき1口となります。 2018年12月末までに買
付実績がなかった場合、定時定額買付サービスの解約および毎月の振替金額を5,000円未満に減額された場合はキャンペーンの対
象外となります。本キャンペーンへの応募は不要です。条件を満たしたお客さまは自動的にキャンペーンの対象となります。 イン
ターネットバンキング投資信託でのお申込は2018年9月28日
（金）
17：00までのお申込分までとなります。

【抽選方法】当行所定の方法により厳正に行います。
【抽選予定日】2019年1月中旬予定
【当選のご案内】賞品の発送をもって当選のご案内に代えさせていただきます。

商号等／株式会社みちのく銀行
加入協会／日本証券業協会

登録金融機関

東北財務局長（登金）第11号

くわしくは、みちのく銀行窓口までお気軽にお問い合わせください。

使用期限 2018年9月28日 adS18-082

メリット

「つみたて投信」のおすすめポイント！

少額から手軽にはじめることができ、
定期的に購入するため投資のタイミングに
悩む必要がありません！

◆つみたて投信（投資信託定時定額買付サービス）とは、毎月一定額を預金口座から引落して、
ご指定の投資信託を自動的に買付するサービスです。

ポイント1

「時間分散」

各種NISAのご紹介

一度に全額を投資するのではなく、何回かに分けて投資することで購入価格が安定し、リスクの
低減効果が期待できます。そのひとつとして「積立投資（ドル・コスト平均法）」があります。

非課税制度を賢く活用し、おトクにお金を増やしましょう！

◆ 時間分散することで購入価格を引き下げることも可能

ジュニアNISA

一般NISA

つみたてNISA

対象者

0〜19歳

20歳以上

20歳以上

投資可能期間

2023年12月末まで

2023年12月末まで

2037年12月末まで

年間投資上限額

80万円

120万円

40万円

投資した年から
最長5年間

投資した年から
最長5年間

投資した年から
最長20年間

例）手元に12,000円あります。りんごを毎月、定量、定額で購入した場合、そして一括で購入した場合を考えてみましょう。
【前提条件】●りんごの現在の値段は100円です。
●りんごの値段は1カ月後150円、2カ月後50円、3カ月後100円で推移すると仮定します。
現在
りんごの値段

定量購入

1カ月後
150円

50円

100円

30個

30個

30個

30個

4,500円

20個

30個
3,000円

定額購入
Bさん

3,000円

1,500円
60個

3,000円

合計

3カ月後

100円
3,000円

Aさん

2カ月後

−
120個

−

120個
12,000円

Cさん

非課税期間

140個
12,000円
（平均購入価格：85.7円）

30個
3,000円

−

引き下げることが
できました。

12,000円
（平均購入価格：100円）

3,000円

価格が高い時には少なく、価格が安い時には多く購入

一括購入

毎月一定額で購入
することで
平均購入価格を

120個
12,000円
（平均購入価格：100円）

−

「複利効果」

購入方法

元本
（運用資金）
のみに利率が
かかるもの
収益

複利

元本と運用で得た収益に対して
利率がかかるもの

収益

一括購入も積立契約による購入も可能
原則18歳まで不可

▶

元本
（運用資金）

▶

元本
（運用資金）

元本
（運用資金）

▶

元本
（運用資金）

▶

元本
（運用資金）

単利と比べて長期運用するほど資産の増加スピードが速くなることが期待されます。

◆ お金を「貯める」と「運用する」
積立投資シミュレーション（投資期間：20年間、毎月3万円ずつ投資）
1,500
1,200

約1,222万円
約983万円
約797万円

年率5％
年率3％

900

少し利回りを高めるだけで、
同じ元金720万円でも、
投資の成果が大きく
異なってくるのね！

積立元金

600

720万円

300

年率0％

年率1％

《投資信託の主なリスク》

（万円）

0年

5年

10年

15年

上記はイメージです。上記はシミュレーションであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。税金等諸費用は考慮しておりません。

《その他の重要事項》
◆投資信託は、銀行の預金ではありません。
◆投資信託は、預金保険制度の対象ではありません。

動、発行者の信用状況の変化等により、基準価額が下落し、投資元本を割り込むこ

◆当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

とがあります。

◆投資信託は、
リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。

また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により、基準価額が下落し、投

したがって、元本が保証されるものではありません。

資元本を割り込むことがあります。

◆投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。

※投資信託のリスクは、
ファンドによって異なりますので、各ファンドの契約締結前

◆当行は、投資信託の販売会社です。投資信託の設定および運用の指図は委託会社

交付書面（交付目論見書および目論見書補完書面）
でご確認ください。

《投資信託の費用》
◆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ご負担いただく費
用には次のものがあります。
【申 込 手 数 料】購入金額（基準価額×申込口数）
に対して、最大3.24％（税込）
【信

託

報

酬】信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.16％（税込）

【信託財産留保額】換金時の基準価額に対して、最大0.50％
【そ の 他 費 用】組入有価証券の売買委託手数料、信託財産の監査費用・租税、そ
て異なりますので金額または計算方法を表示することはでき

20年

いつでも可能

るため、信託財産に組入れられた有価証券等の価格の変動、金利の変動、為替の変

の他事務処理費用等の実費は、運用状況、保有期間などによっ

0

積立契約による購入のみ

投資信託に関する留意事項
◆投資信託は、株式、債券、不動産投資信託（REIT）等の有価証券等を投資対象とす

元本
（運用資金）

長期の積立・分散投資に
適した一定の株式投資信託

収益分配金および譲渡益

収益

収益

収益

お金の引出し

つみたてNISAと一般NISAの同一年の併用不可

株式投資信託・上場株式・上場REITなど

非課税の対象

運用で得た収益をさらに運用資産に組み入れることで得られる、収益が収益を生む効果のことを
複利効果といいます。運用効率を高めたい場合に有効です。
単利

・ジュニアNISAの口座開設期間終了
後は継続管理勘定に資産を移管す
ることで、20歳になるまで非課税
での継続保有が可能。
・20歳以降はNISAへ移管が可能。

対象商品

上記はイメージです。積立投資を活用することで、平均購入価格が安定することを示した事例です。
ドル・コスト平均法は将来の収益を約束したり、相場下落時における損失を防止するものではありません。

ポイント2

5年間の非課税期間終了後、翌年の非課税枠を利用すれば、
実質最長10年間の非課税運用が可能。

ません。
※上記費用の合計金額、計算方法については、
ファンド、運用状況、保有期間などに
よって異なるため、表示することはできません。

が行い、保管･管理は受託会社が行います。
◆投資信託のお取引の有無が、当行におけるお客さまのその他のお取引（融資等）
に
影響を与えることはありません。
◆投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクー
リング・オフ）の適用はありません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込みを受付できない場合がござ
います。あらかじめご了承ください。
※各出張所については、お取扱いできませんのでご了承ください。

投資信託をご契約の際には、必ず当該商品の契約締結前交付書面（交付
目論見書および目論見書補完書面）をよくお読みいただき内容をご確認
の上、
ご自身でご判断ください。契約締結前交付書面（交付目論見書およ
び目論見書補完書面）は、当行の本支店の窓口にてご用意しております。

