
高鍋信用金庫

高松信用金庫

高山信用金庫

高崎信用金庫

高岡信用金庫

応募期限／平成29年2月10日(金)
抽せん日／平成29年3月15日(水)(予定)

キャンペーン対象商品 ※本キャンペーンは個人の方が対象となります

期間中に新たに
上記対象商品の
お取り引きをいただいた方

●店頭に商品説明書をご用意しております。●ご契約の際は、契約締結前交付書面等をよくお読みください。●詳しくは、本支店窓口、営業担当者までお問い合わせください。

※裏面もご覧ください

平成28年11月1日現在

特典

1
特典

2

定期預金を　　　　　　　　　　 20万円以上
期間1年以上新たな資金でお預け入れ

投資信託を　　　　　　　　  20万円以上
ご購入 ※購入時手数料、消費税を含みます

※積立投信を含みます(月1万円以上)

キャンペーン期間
／平成28年11月1日●火～平成29年1月31日●火

たかしん５

または

300本
合計

当せん本数

1回あたりのお預け入れ 1回あたりのご購入

「たかしん5（ファイブ）」とは、全国各地で「たかしん」の愛称で親しまれている5つの信用金庫の
間で、地域活性化に向けた連携協力が結ばれ、その名称を「たかしん5」と名付けました。

全国には「たかしん」の愛称で親しまれている信用金庫が5つあります。
宮崎県

高鍋信用金庫
群馬県

高崎信用金庫
富山県

高岡信用金庫
岐阜県

高山信用金庫
香川県

高松信用金庫

先着

5,000
名様に

こまめな
手洗いで
風邪予防♪

ライオン
キレイキレイ
薬用泡ハンドソープ
プレゼント！
※写真はイメージです 
※店頭でお渡しします
※プレゼントはお一人さま1点とさせていただきます
※プレゼントがなくなり次第、終了とさせて
　いただきます 本チラシ裏面にあります応募用紙に必要事項をご記入のうえ、当金庫窓口または営業担当者にご提出ください

※写真はイメージです ※賞品はお選びいただけません

Ａ賞 100本 ※以下4点のうちいずれか1点

●
●
●
●

「福のおすそわけ」
飛騨牛しぐれ
半生讃岐うどん(７袋入)
マンゴージュース＆
マンゴーゼリーギフト

Ｂ賞 200本 ※以下5点のうちいずれか1点

富山の名産しろえびづくし
詰合せ

飛騨造り酒屋の飛騨牛しぐれ
※茶碗は含まれていません

香川の名産半生讃岐うどん
（4袋入）

宮崎の名産マンゴージュース&
マンゴーゼリーギフト

抽せんで、たかしん５メンバー
信用金庫のお取引先の中から

おススメご当地の逸品
期間中に新たに上記対象商品のお取り引きをいただき応募用紙を提出された方
【20万円につき1口の抽せん権を付与します】※積立投信は1契約につき1口

さらに！
のいずれかを
プレゼント！!

富山湾の恵み
飛騨造り酒屋の
香 川 の 名 産
宮 崎 の 名 産

●
●
●
●
●

しろえびづくし詰合せ
昆布バラエティギフト
飛騨高山ら～めんギフト
半生讃岐うどん(４袋入)
地鶏の炭火焼・チキン南蛮・
肉巻きおにぎりセット

富 山 の 名 産
富 山 の 名 産
老舗「豆天狗」の
香 川 の 名 産
宮崎の名産詰合せ
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平成28年11月1日現在
キリトリ

たかしん５誕生記念 地域応援キャンペーン 抽せん応募用紙 ※賞品はお選びいただけません
個人情報のお取り扱いについて ご記入いただいた個人情報につきましては、以下の目的のみに利用いたします
①キャンペーン応募資格の確認　②賞品発送先住所の確認　③本キャンペーンに関するお客さまへの連絡　④金融商品やサービスに関する各種ご案内

下の欄に必要事項をご記入のうえ、当金庫窓口または営業担当者にご提出ください 〔平成29年2月10日(金)まで〕

金庫使用欄
店　番

CIF 番号

支店名

受付日 担当者

お名前

ご 住 所

今回の
ご契約
内 容

フリガナ

〒　　　　̶

電話番号　　　　　　（　　　　　　　）

①定期預金
※20万円を一口とします

口 ②投資信託
※20万円を一口とします
※積立投信は1契約を1口とします

口

様

たかしん５誕生記念 ■キャンペーン期間
平成28年11月1日(火)～平成29年1月31日(火)地域応援キャンペーン

キャンペーンの抽選について

●ATM預入は適用外となりますのでご注意ください
●この預金は預金保険制度の対象になります（当金庫に複数
の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金・積
金元本を合計して1,000万円までとその利息、給付契約金が
保護されます）
●お利息には20.315％（国税15.315％、地方税5%）の源泉分
離課税が適用されます ※ただし、マル優ご利用の場合は除きます

キャン ペ ーン 対 象 商 品

①定期預金
個人の方に限ります ※新たな資金によるお預け入れに限ります
定期預金（スーパー定期、大口定期、新型複利定期）
20万円以上
1年以上
店頭表示金利
この預金を満期日前に解約する場合には、預入日から解約日の前日
までの日数に応じた当金庫所定の期限前解約利率を適用します

その他

●投資信託は預金、保険契約ではありません。
●投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の
対象ではありません。
●当金庫が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。
●当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社
が行います。
●投資信託は元本および利回りの保証はありません。
●投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券
等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が
下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に
投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準
価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
●投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様
に帰属します。
●投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額
(買付価額)に、最大3.24％の購入時手数料(消費税込み)、約

定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換
金時の基準価額に最大0.5％の信託財産留保額が必要とな
ります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総
額の最大年約1.972％(消費税込み）を運用管理費用(信託
報酬)として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳
細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見
書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計
は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示するこ
とはできません。
●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
●投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面
による解除）の適用はありません。
●投資信託のお取引にあたっては、総合的な判断に基づき、お申込
みを受付できない場合がございますのであらかじめご了承ください。
●投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説
明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧
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
面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。

●抽せん権は金額に応じ、定期預金は20万円につき1口、投資信託は
20万円につき1口（積立投信は月1万円以上1契約につき1口）としま
す。お一人さま何口でもお申込みいただけます。
●当せんはお一人さま1回に限らせていただきます。
●応募方法／下記の応募用紙に必要事項をご記入のうえ、平成29年2月
10日（金）までに当金庫本支店窓口または営業担当者にご提出ください。
●抽せん日／平成29年3月15日（水）（予定）
●懸賞品の内容／Ａ賞100本（○富山湾の恵み「福のおすそわけ」○飛騨造り酒
屋の飛騨牛しぐれ○香川の名産 半生讃岐うどん(７袋入)○宮崎の名産 マン
ゴージュース＆マンゴーゼリーギフトのうちいずれか1点）、Ｂ賞200本（○富山の名
産 しろえびづくし詰合せ○富山の名産 昆布バラエティギフト○老舗「豆天狗」の

飛騨高山ら～めんギフト○香川の名産 半生讃岐うどん(４袋入)○宮崎の名産
詰合せ(地鶏の炭火焼・チキン南蛮・肉巻きおにぎりセット)のうちいずれか1点）

　※懸賞品は、一時所得として所得税の総合課税対象となります ※懸賞品は、
経済環境・気候不順・天災・商品市況等により、内容が変更となる場合があります
●当せん発表／当せん者への賞品の発送をもって発表とかえさせていただきます。
●賞品発送時期／平成29年3月下旬（予定）
●定期預金につきましては、左記に定める抽せん日（当日含む）前に当
該定期預金を解約した場合には、抽せん権および当せん権は無効とさ
せていただきます。また、応募用紙への記載不備（住所等）や転居先
不明などによる賞品未着の場合、当金庫は責任を負いません。預金名
義人（口座名義人）さま以外への賞品発送はできません。

②投資信託

キャンペーン期間〔平成28年11月1日（火）～平成29年1月31日（火）〕中にご契約（買付お申込み）いただいた以下①②の商品

<商号等>高崎信用金庫　登録金融機関　関東財務局長(登金)第237号
●店頭に商品説明書をご用意しております。●ご契約の際は、契約締結前交付書面等をよくお読みください。●詳しくは、本支店窓口、営業担当者までお問い合わせください。

ご契約者さま
ご本人

ご利用いただける方
お取り扱い商品
お預け入れ金額
お預け入れ期間
適 用 金 利
中途解約時の
お 取り扱 い

投資信託にかかるご留意事項
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