
株式投資信託・個人向け国債・外貨定期預金に関する留意事項
下記留意事項は平成30年11月30日現在の法令に基づくものであり、今後法令の改正等により変更となる可能性があります。

株式投資信託の留意事項

個人向け外貨定期預金の留意事項
●外貨定期預金には為替相場の変動により、お受け取りになる外貨元利金の円換算

額が、当初外貨定期預金作成時の払い込み円貨額を下回る（円ベースで元本割れ
となる）為替変動リスクがあります。

●円を外貨にする際（預入時）および外貨を円にする際（引出時）は手数料（個人向け
外貨定期預金の場合、１米ドルあたり５０銭、１ユーロあたり１円、１オーストラリアド
ルあたり１円５０銭）がかかります（お預け入れおよびお引き出しの際は、手数料分を
含んだ為替相場である当行所定の預入時相場（ＴＴＳレート－５０銭）、引出時相場（Ｔ
ＴＢレート＋５０銭）をそれぞれ適用します）。したがって、為替相場の変動がない場合

でも、往復の為替手数料（個人向け外貨定期預金の場合、１米ドルあたり１円、１ユー
ロあたり２円、１オーストラリアドルあたり３円）がかかるため、お受け取りの外貨の
円換算額が当初外貨定期預金作成時の払い込み円貨額を下回る（円ベースで「元
本割れ」となる）リスクがあります。

●外貨定期預金は円預金と異なり、預金保険制度の対象ではありません。
●クーリング・オフ制度（書面による解除）の対象ではありません。
●外貨定期預金をご購入の際は、契約締結前交付書面を十分お読みのうえ、ご自身

でご判断ください。契約締結前交付書面は栃木銀行の窓口に用意しております。

個人向け国債の留意事項
●個人向け国債は預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。また、当行

でご購入いただいた個人向け国債は、投資者保護基金の対象ではありません。
●ご購入に際しては、購入対価のみお支払いいただき手数料はかかりません。
●発行日から1年間、原則として中途換金することができません。発行後1年を経過

(※)すれば中途換金ができますが、その際には、右記の算式によって算出される中
途換金調整額が差引かれます。
※保有者がお亡くなりになった場合、または災害救助法の適用対象となった大規模

な自然災害により被害を受けられた場合は、発行日から1年以内であっても中途
換金が可能です。

●投資信託のリスク
投資信託は値動きのある有価証券等（株式・債券・不動産投資信託証券など）に投資す
るため、投資信託の基準価額は、組入有価証券等の価格変動、金利の変動、為替相場
の変動、その発行会社等に係る経営・財務状況、カントリーリスクなどの影響により上
下に変動します。したがって、投資元本および分配金は保証されているものではなく、
投資元本を割り込むことがあります（詳しくは、ファンドごとの目論見書および目論見
書補完書面等でご確認ください）。
●対象投資信託の手数料・費用
申込時、保有期間中、換金時に以下の各種手数料や費用がかかります。
⑴ 申込時

「申込手数料」：買付金額に対し、最大３．２４％（税込）
⑵ 保有期間中

「信託報酬」：純資産総額に対し、最大年率１．８５７６％（税込）
「その他費用」：監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用など
⑶ 換金時

「信託財産留保額」：換金時に適用される基準価額に対し、最大０．５％
※「その他費用」や上記（１）～（３）の手数料・費用の合計額については、保有期間や運

用状況などに応じて異なるため、あらかじめ表示することができません（詳しくは
ファンドごとの目論見書および目論見書補完書面等でご確認ください）。
●その他の留意事項
●投資信託は円預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。また、銀行で

ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
●栃木銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会

社が行い、信託財産の保管・管理は信託銀行が行います。
●投資信託の分配金には、「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」があり、「元本

払戻金（特別分配金）」は、実質的には元本の一部払出しに相当するものです。
●投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
●投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフ制度（書面による解除）の対象では

ありません。
●投資信託をご購入の際は、最新の契約締結前交付書面（目論見書および目論見書

補完書面等）を十分にお読みのうえ、ご自身でご判断ください。契約締結前交付書

面は、栃木銀行の窓口に用意しております。また、インターネットで投資信託をご購
入の際は、申込みの都度、PDFファイル形式の契約締結前交付書面（目論見書およ
び目論見書補完書面等）を十分にお読みのうえ、ご自身でご判断ください。
●ＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ口座に関する留意事項
●当行のＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ口座でご購入いただける商品は「株式投資信託」のみ

となります（上場株式等はお取扱いしておりません）。
●他の課税口座で保有している投資信託をＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ口座に移管すること

はできません。
●ＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ口座開設にあたっては、一人１口座（１金融機関等）のみとなり

ます。なお、ＮＩＳＡ口座は一定の手続きのもと金融機関等の変更が可能ですが、ジュ
ニアＮＩＳＡ口座については金融機関等の変更ができません。

●１年間の非課税投資枠をその年にすべて使わなかった場合、残りの枠を翌年以降へ
繰り越すことはできません。

●非課税期間中においては自由に売却できますが、売却部分の非課税投資枠は再利
用できません。

●ＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ口座の取引において売却時に損失（譲渡損失）が発生しても、
他の口座との損益通算や損失の繰越控除はできません。

●ＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ口座から特定口座等へ移管した場合、税務上、ファンドの取得
価額は移管時の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当
初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。

●投資信託における「元本払戻金（特別分配金）」はそもそも課税の対象外であり、ＮＩ
ＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ口座によるメリットを享受できるものではありません。

●株式投資信託の分配金の再投資（自動買付け）が行われた場合でも、当該再投資分
は非課税の投資額に算入されますので、その分非課税投資枠の残りが少なくなり
ます。なお、分配金再投資により非課税投資枠を超える場合、その時の再投資額す
べてが課税口座で投資されます。
●手数料・費用および税込表示
●本チラシに記載されている「申込手数料」、「信託報酬」、「信託財産留保額」および消

費税等は、平成３０年11月30日現在のものであり、新商品の追加、既存商品の手数
料率の改定等、および消費税率が変更となった場合は、料率が変更となる場合があ
ります。

＊中途換金調整額＊
直前2回分の各税引前利子相当額×0.79685
●利子からは、20.315％の税金が差引かれます。(非課税制度利用時を除く)
●マル優・特別マル優の適用を受け、非課税扱いでご購入いただけます。
●利子支払日または償還日の10営業日前から前営業日までの期間は、中途換金の申

込みができません。
●クーリング・オフの制度(書面による解除)の適用とはなりません。
●ご購入の際は、契約締結前交付書面を十分にお読みのうえ、ご自身でご判断ください。
　契約締結前交付書面は、栃木銀行の窓口に用意しております。

当行の苦情処理設置及び紛争解決措置（下記機関を利用）

■一般社団法人全国銀行協会　全国銀行協会相談室　電話番号／０５７０－０１７１０９または０３－５２５２－３７７２
■特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター　電話番号／０１２０－６４－５００５
■受付日（共通）／平日（月～金）〔銀行休業日を除く〕　■受付時間（共通）／９：００～１７：００

平成30年11月30日現在

■商号等／株式会社栃木銀行
　登録金融機関　関東財務局長（登金）第５７号
■加入協会／日本証券業協会

販売会社の概要

0120-29-6043 受付時間  平日（月～金）
9：00～17：00［銀行休業日を除く］お問い合わせはお近くの栃木銀行窓口・ホームページまたはフリーダイヤルへ

キャンペーンの詳細および各商品の留意事項については、中面および裏面をご覧ください。
●写真はイメージです。　●本キャンペーンは他のキャンペーンとの併用はできません。　

当行で取扱いしている投資信託に
ついては栃木銀行ホームページ
にてご覧いただけます。 ※一部対応しない機種が

　ございます。

モバイルでCheck!!
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために
必要な財源の確保に関する特別措置法」により、２０１３年１月
１日から２０３７年１２月３１日までの間、預金の利子や投資信
託の分配金・譲渡差益に対し復興特別所得税として所得税
額×２．１％が課税されます。

復興特別所得税に
関するお知らせ

とちぎん

と
ち
ぎ
ん
で
H
O
T
な
冬
。

平成30年12月3日（月）～平成31年1月31日（木）
個人のお客さまが対象となります。

平成最後の冬平成最後の冬

※お一人さま1回限りとさせていただきます。
※購入日が異なる場合、購入金額の合算はできません。
※お申込みにあたってはキャンペーン及び株式投資
　信託の留意事項をご確認ください。

プレゼント！！

クオカード
500円分

ご購入金額
100万円以上で
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100名様にプレゼント！！
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抽選で100名様にプレゼント！！ 抽選で

美
味
し
さ

グ
ル
メ
」

A賞

リンク栃木ブレックスの試合
観戦ペアチケットプレゼント
2019年4月6日（土）アルバルク東京戦

抽選で100名様にプレゼント！！A

キャンペーン対象商品を
ご契約いただいたお客さま
合計250名様に…
抽選でプレゼント！！

キャンペーン対象商品を

特典1

株式投資信託
ご購入

対象商品
特典2

抽選で

50名様に

※キャンペーン対象の金融商品ごとに、お一人さま
　１回応募とさせていただきます。



●各商品の留意事項については、裏面をご覧ください。　●期間中であっても、金融環境の変化等により当行の判断で予告なくキャンペーンの内容を変更・中止する場合がございます。

資産運用ビギナーに
おすすめ！ 個人向け国債3

国債は、国が発行する債券です。元本（額面）・利子の
支払いは発行体である国が行います。

購入額面金額

50万円以上

為替相場に
興味がある方 外貨定期預金4

預入金額(自動継続扱い、利込式)日本円を外貨に交換して預け入れる預金で、「米ド
ル」｢ユーロ｣｢オーストラリアドル｣の3通貨より選択
いただけます。 50万円以上（円換算金額）

コツコツ資産運用
したい方へ 積立投資信託2

株式投資信託を毎月一定の金額買い付けていく商
品、将来のためにコツコツ積立をしたい方におすす
めです。

毎月積立

毎月1万円以上

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
対
象
商
品
キャンペーンに関する留意事項 抽選プレゼントに関する留意事項

●対象となるお取引をご契約いただいたお客さまは、自動的に応募となります。（手続きは不要です。）
●対象商品③は、抽選の時点でお取引の継続を確認できない場合、抽選の対象となりません。
●当選者はキャンペーン終了後（平成31年2月頃）に厳正なる抽選のうえ決定いたします。

●当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。（平成31年2~3月頃発送）
●1金融商品につき1口の応募となります。

●本キャンペーンは個人のお客さまが対象です。
●特典2は一時所得となり、確定申告が必要な場合があります。詳しくは税務署等に
ご相談ください。

●対象商品①②の購入金額には手数料・消費税が含まれております。
　ノーロード投資信託はキャンペーンの対象となりません。
●対象商品④の預入金額には手数料が含まれております。
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●写真はイメージです。　●本キャンペーンは他のキャンペーンとの併用はできません。

キャンペーン対象商品をご契約いただいた
お客さま合計250名様に抽選でプレゼント！！

美
味
し
さ「
選
べ
る

グ
ル
メ
」な
ギ
フ
ト

C賞

グルメカタログギフト

抽選で100名様にプレゼント！！A賞

キャンペーン対象商品をご契約いただいたキャンペーン対象商品をご契約いただいた
お客さま合計250名様にお客さま合計250名様に特典1

100名様にプレゼント！！
避難リュックセット
1
避難リュックセットB賞

災害時など
の

もしもの時
の

非常持出セ
ット

「ほっと安心」

抽選で

見本

株式投資信託の
ご購入

対象商品 1対象商品

特典2
※キャンペーン対象の金融商品ごとに、お一人さま１回応募とさせていただきます。

平成30年12月3日（月）～平成31年1月31日（木）
個人のお客さまが対象となります。

平成最後の冬平成最後の冬

安定志向の方へ資産運用はプロに
おまかせ！ 株式投資信託1

投資家から集めた資金を、資産運用の専門家が株式
や債券などに分散投資し、投資初心者でも安心して
購入できる金融商品です。

購入金額

20万円以上

※インターネット(とちぎん投信ダイレクト)でのお申込みも本キャンペーンの対象となります。（とちぎん投
信ダイレクトでのお申込みの際は、申込手数料が店頭購入とくらべて20％割引となります。とちぎん投
信ダイレクトのご利用には、別途お申込みが必要です。平成31年1月31日午後2時までに操作が完了
した方が対象となります。）

※インターネット(とちぎん投信ダイレクト)でのお申込みも本キャンペーンの対象となります。（とちぎん投
信ダイレクトによるお申込みであっても申込手数料の割引はありません。とちぎん投信ダイレクトのご
利用には、別途お申込みが必要です。平成31年1月31日午後2時までに操作が完了した方が対象とな
ります。)
※つみたてNISAはキャンペーンの対象となりません。

抽選で

50名様に

リンク栃木ブレックスの試合
観戦ペアチケットプレゼント
2019年4月6日（土）アルバルク東京戦

※お一人さま1回限りとさせていただきます。
※購入日が異なる場合、購入金額の合算はできません。
※お申込みにあたってはキャンペーン及び株式投資
　信託の留意事項をご確認ください。

プレゼント！！

クオカード
500円分

ご購入金額
100万円以上で



株式投資信託・個人向け国債・外貨定期預金に関する留意事項
下記留意事項は平成30年11月30日現在の法令に基づくものであり、今後法令の改正等により変更となる可能性があります。

株式投資信託の留意事項

個人向け外貨定期預金の留意事項
●外貨定期預金には為替相場の変動により、お受け取りになる外貨元利金の円換算

額が、当初外貨定期預金作成時の払い込み円貨額を下回る（円ベースで元本割れ
となる）為替変動リスクがあります。

●円を外貨にする際（預入時）および外貨を円にする際（引出時）は手数料（個人向け
外貨定期預金の場合、１米ドルあたり５０銭、１ユーロあたり１円、１オーストラリアド
ルあたり１円５０銭）がかかります（お預け入れおよびお引き出しの際は、手数料分を
含んだ為替相場である当行所定の預入時相場（ＴＴＳレート－５０銭）、引出時相場（Ｔ
ＴＢレート＋５０銭）をそれぞれ適用します）。したがって、為替相場の変動がない場合

でも、往復の為替手数料（個人向け外貨定期預金の場合、１米ドルあたり１円、１ユー
ロあたり２円、１オーストラリアドルあたり３円）がかかるため、お受け取りの外貨の
円換算額が当初外貨定期預金作成時の払い込み円貨額を下回る（円ベースで「元
本割れ」となる）リスクがあります。

●外貨定期預金は円預金と異なり、預金保険制度の対象ではありません。
●クーリング・オフ制度（書面による解除）の対象ではありません。
●外貨定期預金をご購入の際は、契約締結前交付書面を十分お読みのうえ、ご自身

でご判断ください。契約締結前交付書面は栃木銀行の窓口に用意しております。

個人向け国債の留意事項
●個人向け国債は預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。また、当行

でご購入いただいた個人向け国債は、投資者保護基金の対象ではありません。
●ご購入に際しては、購入対価のみお支払いいただき手数料はかかりません。
●発行日から1年間、原則として中途換金することができません。発行後1年を経過

(※)すれば中途換金ができますが、その際には、右記の算式によって算出される中
途換金調整額が差引かれます。
※保有者がお亡くなりになった場合、または災害救助法の適用対象となった大規模

な自然災害により被害を受けられた場合は、発行日から1年以内であっても中途
換金が可能です。

●投資信託のリスク
投資信託は値動きのある有価証券等（株式・債券・不動産投資信託証券など）に投資す
るため、投資信託の基準価額は、組入有価証券等の価格変動、金利の変動、為替相場
の変動、その発行会社等に係る経営・財務状況、カントリーリスクなどの影響により上
下に変動します。したがって、投資元本および分配金は保証されているものではなく、
投資元本を割り込むことがあります（詳しくは、ファンドごとの目論見書および目論見
書補完書面等でご確認ください）。
●対象投資信託の手数料・費用
申込時、保有期間中、換金時に以下の各種手数料や費用がかかります。
⑴ 申込時

「申込手数料」：買付金額に対し、最大３．２４％（税込）
⑵ 保有期間中

「信託報酬」：純資産総額に対し、最大年率１．８５７６％（税込）
「その他費用」：監査費用、有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用など
⑶ 換金時

「信託財産留保額」：換金時に適用される基準価額に対し、最大０．５％
※「その他費用」や上記（１）～（３）の手数料・費用の合計額については、保有期間や運

用状況などに応じて異なるため、あらかじめ表示することができません（詳しくは
ファンドごとの目論見書および目論見書補完書面等でご確認ください）。
●その他の留意事項
●投資信託は円預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。また、銀行で

ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
●栃木銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会

社が行い、信託財産の保管・管理は信託銀行が行います。
●投資信託の分配金には、「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」があり、「元本

払戻金（特別分配金）」は、実質的には元本の一部払出しに相当するものです。
●投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
●投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフ制度（書面による解除）の対象では

ありません。
●投資信託をご購入の際は、最新の契約締結前交付書面（目論見書および目論見書

補完書面等）を十分にお読みのうえ、ご自身でご判断ください。契約締結前交付書

面は、栃木銀行の窓口に用意しております。また、インターネットで投資信託をご購
入の際は、申込みの都度、PDFファイル形式の契約締結前交付書面（目論見書およ
び目論見書補完書面等）を十分にお読みのうえ、ご自身でご判断ください。
●ＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ口座に関する留意事項
●当行のＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ口座でご購入いただける商品は「株式投資信託」のみ

となります（上場株式等はお取扱いしておりません）。
●他の課税口座で保有している投資信託をＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ口座に移管すること

はできません。
●ＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ口座開設にあたっては、一人１口座（１金融機関等）のみとなり

ます。なお、ＮＩＳＡ口座は一定の手続きのもと金融機関等の変更が可能ですが、ジュ
ニアＮＩＳＡ口座については金融機関等の変更ができません。

●１年間の非課税投資枠をその年にすべて使わなかった場合、残りの枠を翌年以降へ
繰り越すことはできません。

●非課税期間中においては自由に売却できますが、売却部分の非課税投資枠は再利
用できません。

●ＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ口座の取引において売却時に損失（譲渡損失）が発生しても、
他の口座との損益通算や損失の繰越控除はできません。

●ＮＩＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ口座から特定口座等へ移管した場合、税務上、ファンドの取得
価額は移管時の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当
初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。

●投資信託における「元本払戻金（特別分配金）」はそもそも課税の対象外であり、ＮＩ
ＳＡ・ジュニアＮＩＳＡ口座によるメリットを享受できるものではありません。

●株式投資信託の分配金の再投資（自動買付け）が行われた場合でも、当該再投資分
は非課税の投資額に算入されますので、その分非課税投資枠の残りが少なくなり
ます。なお、分配金再投資により非課税投資枠を超える場合、その時の再投資額す
べてが課税口座で投資されます。
●手数料・費用および税込表示
●本チラシに記載されている「申込手数料」、「信託報酬」、「信託財産留保額」および消

費税等は、平成３０年11月30日現在のものであり、新商品の追加、既存商品の手数
料率の改定等、および消費税率が変更となった場合は、料率が変更となる場合があ
ります。

＊中途換金調整額＊
直前2回分の各税引前利子相当額×0.79685
●利子からは、20.315％の税金が差引かれます。(非課税制度利用時を除く)
●マル優・特別マル優の適用を受け、非課税扱いでご購入いただけます。
●利子支払日または償還日の10営業日前から前営業日までの期間は、中途換金の申

込みができません。
●クーリング・オフの制度(書面による解除)の適用とはなりません。
●ご購入の際は、契約締結前交付書面を十分にお読みのうえ、ご自身でご判断ください。
　契約締結前交付書面は、栃木銀行の窓口に用意しております。

当行の苦情処理設置及び紛争解決措置（下記機関を利用）

■一般社団法人全国銀行協会　全国銀行協会相談室　電話番号／０５７０－０１７１０９または０３－５２５２－３７７２
■特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター　電話番号／０１２０－６４－５００５
■受付日（共通）／平日（月～金）〔銀行休業日を除く〕　■受付時間（共通）／９：００～１７：００

平成30年11月30日現在

■商号等／株式会社栃木銀行
　登録金融機関　関東財務局長（登金）第５７号
■加入協会／日本証券業協会

販売会社の概要

0120-29-6043 受付時間  平日（月～金）
9：00～17：00［銀行休業日を除く］お問い合わせはお近くの栃木銀行窓口・ホームページまたはフリーダイヤルへ

キャンペーンの詳細および各商品の留意事項については、中面および裏面をご覧ください。
●写真はイメージです。　●本キャンペーンは他のキャンペーンとの併用はできません。　

当行で取扱いしている投資信託に
ついては栃木銀行ホームページ
にてご覧いただけます。 ※一部対応しない機種が

　ございます。

モバイルでCheck!!
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために
必要な財源の確保に関する特別措置法」により、２０１３年１月
１日から２０３７年１２月３１日までの間、預金の利子や投資信
託の分配金・譲渡差益に対し復興特別所得税として所得税
額×２．１％が課税されます。

復興特別所得税に
関するお知らせ

とちぎん

と
ち
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。

平成30年12月3日（月）～平成31年1月31日（木）
個人のお客さまが対象となります。

平成最後の冬平成最後の冬

※お一人さま1回限りとさせていただきます。
※購入日が異なる場合、購入金額の合算はできません。
※お申込みにあたってはキャンペーン及び株式投資
　信託の留意事項をご確認ください。

プレゼント！！

クオカード
500円分

ご購入金額
100万円以上で

見本

株式投資信託の
ご購入

対象商品 1
グルメカタログギフト

美
味
し
さ「
選
べ
る

グ
ル
メ
」な
ギ
フ
ト

100名様にプレゼント！！
避難リュックセットB賞

災害時など
の

もしもの時
の

非常持出セ
ット

「ほっと安
心」

C賞

抽選で100名様にプレゼント！！ 抽選で

A賞

リンク栃木ブレックスの試合
観戦ペアチケットプレゼント
2019年4月6日（土）アルバルク東京戦

キャンペーン対象商品を
ご契約いただいたお客さま
合計250名様に…
抽選でプレゼント！！

特典1

特典2

抽選で

50名様に

※キャンペーン対象の金融商品ごとに、お一人さま
　１回応募とさせていただきます。


