平成２６年６月５日

「武蔵野銀行 投資信託 BEGIN キャンペーン」の実施について

武蔵野銀行（頭取 加藤喜久雄）では、平成２６年６月９日（月）より、「武蔵野銀行 投資信託 BEGIN
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。
なお、キャンペーンの対象は店頭でのお取扱のみとなります。
当行は、今後も引き続き金融商品の品揃えの充実を図り、お客さまに喜ばれる商品・サービスを提供
してまいります。
１．「武蔵野銀行 投資信託 BEGIN キャンペーン」の概要
（特典１） 期間中に店頭で投信口座を新規ご開設いただいた先着 2,000 名さまにプレゼント
プレゼントの対象となるお客さま
プレゼント
そのままひえひえサークルシート
① 店頭で投信口座を新規にご開設いただいたお客さま
（冷却ジェル敷物）
ネオンカラー真空ステンレスボトル
② ①のお客さまを紹介いただいたお客さま（ご家族）
（特典２）期間中に投信積立を新規でご契約いただくと契約毎にキャッシュバック（1,000 円）
※ キャッシュバックは 6 回目のお引落月の翌月中に入金いたします（1 回のみ）。それまでに投信積立
契約を解約されたり、お引落不能・遅延があったりした場合、キャッシュバックはいたしません。
その他詳細はキャンペーンチラシ等でご確認ください。
（特典３）期間中に新規で投信口座を開設いただいたお客さまの中からイオンシネマの劇場鑑賞券 5 枚を
抽選で 200 名さまにプレゼント
２．実施期間
平成２６年６月９日（月）～平成２６年９月３０日（火）
３．取扱店
全営業店および出張所（９５か店）
４．お客さまからのお問い合わせ先
営業店または、フリーダイヤルへお問い合わせください。
フリーダイヤル ０１２０－６３４２－１４
※ 受付時間 平日 ９：００～１７：００（土・日・祝日を除きます）
以

報道機関からのお問い合わせ先
営業推進部 預り資産推進グループ 岩本・荒井
048-641-6111（代）（内線 2351・2323）

上

別

紙

《投資信託のご留意点》
● 投資信託は預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
● 投資信託は預金保険、投資者保護基金及び保険契約者保護機構の対象ではありません。
● 投資信託はクーリングオフの適用はありません。
● 投資信託は国内外の株式や債券など値動きのある金融商品を組入れているため、基準価額が下落して、投
資元本を割り込むこともあります。
● 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されるお客さまに帰属します。
● 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の契約締結前交付書面及び投資信託説明書（交付目論見書）によ
り商品内容を十分にご確認のうえ、ご自身でご判断してください。
● 投資信託をご購入される場合は、当行所定のお申込手数料（最大３．２４％、税込み）、保有期間中には
間接的にご負担していただく信託報酬（最大２．１６％、税込み）、換金時には信託財産留保額（最大０．
５％）がかかるものもあります。
《NISA（少額投資非課税制度）に関するご留意点》
● 非課税の対象は新規投資分のみで、保有中の投資信託は NISA 口座に移管できません。また、途中売却は自
由にできますが、売却した枠は再利用できません。
● 他の口座との損益通算はできません。
● NISA 口座を開設できるのは 1 人 1 口座です。開設可能期間は３つに分かれており、各期間ごとに住民票の
提出が必要です。口座開設する金融機関は各期間ごとに選択可能で、現行制度においては最初の４年間（第
１期）は金融機関を変更することはできません。
● NISA 口座を複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関に
NISA 口座が開設されることがあり、その場合でも金融機関の変更はできません。また、口座開設が大幅に
遅れる可能性があります。
《投信積立サービスに関するご留意点》
● 「むさしの投信積立サービス」のご利用は、個人のお客さまのみとさせていただいております。
● 毎月のご購入の際に、商品ごとに定められている手数料等がかかります。お客さまが指定された振替金額
から手数料等を差引いた金額で投資信託を購入します。なお、商品の購入にあたっては、「投資信託自動
けいぞく（累積）投資約款」の定めに従って購入を行います。
● 引落日に指定預金口座の残高が購入金額に満たない場合、当該月の購入は行いません。なお、総合口座の
貸越による購入は行いません。
● 同日引落日に複数の銘柄について本サービスをお申込いただいている場合で、指定預金口座の残高が合計
引落金額に満たないが、一部の銘柄の引落金額以上となる場合は、当該銘柄の購入を行います。
（ただし、
ご購入する銘柄の指定はできません。）
● ご契約の際は、「投資信託振替決済口座管理規定」、「むさしの投信積立サービス規定」、「投資信託自動け
いぞく（累積）投資約款」および、各商品の「投資信託説明書（交付目論見書）
」、
「契約締結前交付書面」
を必ずご覧ください。

【商 号 等】株式会社武蔵野銀行（登録金融機関）
関東財務局長（登金）第 38 号
【加入協会】日本証券業協会
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投資信託新規口座開設もしくはご紹介で、プレゼントをもらおう！
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期間中、投資信託口座を新規で
開設いただいたお客さまの中か
ら抽選で200名さまに
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※特典1のプレゼントは支店により個数が異なりますので、
品切れの際はご容赦ください。
お1人さまそれぞれお1つ限りとさせてい
ただきます。なお、色は選べない場合がありますのでご了承ください。
※実際のプレゼントは写真と異なる場合があります。
※詳細については裏面をご確認ください。
※特典3のプレゼントについてはインターネット経由での投信口座開設も対象となります。

『むさしの投信積立サービス』のメリット！
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少ない資金で投資が始められます！
毎月1万円から購入できるので、まとまったお金が無くても投資を始められます。

毎月1万円から

投資のタイミングも悩む必要がありません！
毎月同じ日に一定額を預金口座から引き落として、
指定された銘柄の購入を自動的に行うた
め、投資のタイミングについて悩む必要がありません。

リスク分散の効果が期待できる！
長期にわたって、定期的に同じ金額で同一の銘柄を購入すること
（ドル・コスト平均法）
により、
投資時期が分散され、購入単価の平準化やリスクを分散する効果が期待できます。

毎月コツコツと

時間分散で
リスクを軽減

ご紹介シート

必要事項をご記入のうえ、ご紹介を受けるお客さまが窓口にお持ちください。
お名前

お電話番号

ご紹介者さま
指定預金口座
（特約口座）

ご紹介を受ける
お客さま（ご家族）

支店

お名前

普通預金
お電話番号

ご住所
（切り取り線）

〔個人情報の利用目的〕
ご記入いただいた個人情報は、武蔵野銀行の商品サービスのご案内・ご提供のために利用することがございます。ご記入いただいた個人情報
は適切に管理し、法律で認められている場合を除き、第三者には提供いたしません。

【キャンペーン概要】
［特典1］
（期間中に投信口座を店頭で開設いただいた先着2,000名さまにプレゼント）
1. ①投信口座を店頭で新規開設されたお客さまに
「そのままひえひえサークルシート」
、②投信口座を新規開設されたお客さまを紹介いただ
いたご家族の方には「ネオンカラー真空ステンレスボトル」
をプレゼントいたします。
2. 本キャンペーンでご家族に該当するのは、原則として夫婦、
親子、
兄弟姉妹とさせていただきます。
3. 投信口座はご紹介がなくてもご開設いただけます。
4. インターネット経由での投信口座開設は本キャンペーンの対象になりません。

［特典2］
（投信積立サービスのお申込みでキャッシュバック）
1. 投信積立サービスを新規で申込み、6ヵ月以上積立を継続いただくと、
指定預金口座
（特約口座）
に1,000円キャッシュバックいたします。
2. キャッシュバックは6回目のお引落月の翌月中に入金いたします。それまでに投信積立サービスを解約されたり、お引落不能・遅延があっ
た場合、キャッシュバックはいたしません。
3. キャッシュバックは投信積立契約1件につき1,000円とし、たとえばAファンド、
Bファンドでそれぞれ投信積立サービスのお申込みをし
た場合、2,000円をキャッシュバックいたします。
4. これまで既に契約いただいている投信積立サービスを増額いただいてもキャンペーンの対象とはなりません。また、既に契約いただいて
いる投信積立サービスを期間中に解約し、再契約した場合もキャンペーンの対象とはなりません。

［特典3］
（抽選で200名さまにプレゼント）
1. 期間中に投信口座を新規開設されたお客さまの中から抽選で200名さまに
「イオンシネマ映画鑑賞券5枚」
をプレゼントいたします。
2. 当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。
（プレゼントの発送は10月下旬頃を予定。
）

【投信積立サービスに関するご留意点】
「むさしの投信積立サービス」のご利用は、個人のお客さまのみとさせていただきます。
毎月のご購入の際に、商品ごとに定められている手数料等がかかります。
お客さまが指定された振替金額から手数料等を差引いた金額で投
資信託を購入します。なお、商品の購入にあたっては、
「投資信託自動けいぞく
（累積）
投資約款」
の定めに従って購入を行います。
引落日に指定預金口座の残高が購入金額に満たない場合、
当該月の購入は行いません。
なお、
総合口座の貸越による購入は行いません。
同日引落日に複数の銘柄について本サービスをお申込みいただいている場合で、
指定預金口座の残高が合計引落金額に満たないが、一部の
銘柄の引落金額以上となる場合は、当該銘柄の購入を行います。
（ただし、
ご購入する銘柄の指定はできません。
）
ご契約の際は、
「投資信託振替決済口座管理規定」、
「むさしの投信積立サービス規定」
「投資信託自動けいぞく
、
（累積）
投資約款」および、各商
品の
「投資信託説明書（交付目論見書）」、
「契約締結前交付書面」
を必ずご覧ください。

【NISA（少額投資非課税制度）に関するご留意点】
非課税の対象は新規投資分のみで、保有中の投資信託はNISA口座に移管できません。また、途中売却は自由にできますが、売却した枠は再
利用できません。
他の口座との損益通算はできません。
NISA口座を開設できるのは1人1口座です。開設可能期間は3つに分かれており、
各期間ごとに住民票の提出が必要です。
口座開設する金融機関は各期間ごとに選択可能ですが、現行制度においては最初の4年間
（第1期）
は金融機関を変更することはできません。
NISA口座を複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあ
り、
その場合でも金融機関の変更はできません。また、口座開設が大幅に遅れる可能性があります。

【投資信託のご留意点】
投資信託は、預金ではなく、当行が元本を保証する商品ではありません。
投資信託は預金保険の対象ではなく、当行で購入する投資信託は、
投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託はクーリングオフの適用はありません。
投資信託は国内外の株式や債券など値動きのある金融商品を組入れているため、
基準価額が下落して、
投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、投資信託をご購入されるお客さまに帰属します。
投資信託のご購入に際しては、必ず最新の投資信託説明書（交付目論見書）
および契約締結前交付書面により商品内容を十分確認のうえ、ご
自身でご判断ください。
（インターネットでダウンロードによ
投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面は、
当行の本・支店でご用意しております。
りご覧いただくことも可能です。）
投資信託のお申込みにあたっては、当行所定のお申込手数料（最大3.24％、税込）、保有期間中には間接的にご負担していただく信託報酬
（最大2.16％、税込）、換金時には信託財産留保額（最大0.5％）がかかるものもあります。なお、インターネットでお申込みいただく場合は、
上記手数料のうち、お申込手数料を30％割引したお取扱いとなります。詳細は当行ホームページ、各ファンドの投資信託説明書（交付目論
見書）
および契約締結前交付書面でご確認ください。
商 号 等 ： 株式会社武蔵野銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第38号
加入協会 ： 日本証券業協会

