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≪い わぎ ん≫

≪いわ
ぎん≫
が
あなた
の資産
形成を
応援し
ます！

ウィンター
キャン ペ ーン
積立投信コース

コース
個人向け国債
定期預金コース

（2021年12月1日現在）

投資信託口座
WEB開設
キャン ペ ーン

こどもよきん
キャン ペ ーン

≪いわぎん ≫
ウィンターキャンペーン
2021年12月1日（水）〜 2022年1月 31日（月）
〈全コース共通〉いわぎんアプリを登録済または期間中に新規登録のお客さまで

積 立投 信コース
積立投資信託
「ステップ‑Ⅰ」
を
月額5,000円以上 または
購入期間指定型積立投信
「ターゲット‑Ⅰ」
を
月額10万円以上 新規でお申込み
※インターネット投資信託による
「ステップ-Ⅰ」
の新規申込みも対象となります。
※ノーロードファンド
（申込手数料無料の投資信託）
は対象外となります。
※2022年3月に積立購入の実績があった方を対象とします。

500

円プレゼント！

※期間中、
お一人さま一回限りとさせていただきます。

個 人 向け国 債コース

500

個人向け国債
（固定3年・固定5年・変動10年）
を
200万円以上ご購入

円プレゼント！

※期間中、
お一人さま一回限りとさせていただきます。

定 期 預 金コース
インターネットバンキング
またはATMで
自動継続式スーパー定期預金（期間１年）を
１０万円以上新規でお預入れ
※イーハトーヴ支店でのお取引は対象外となります。
※ATM利用の場合、
通帳式総合口座または通帳式定期預金へお預入れください。

《対象者》自動エントリー

抽選で200名様に

500

インターネット
バンキングの
初回登録は
こちらから

円 プレゼント！

※全コース共通：プレゼントはアプリ登録代表口座へお振込みさせていただきます。

あなた の

残高・明細が
確認できる
最大5口座まで
カードローン口座の照会も可能

ス マ ホ が 通 帳 に！

スマート通帳で
最大24ヵ月分の
明細が確認できる

ペイジーで
税金・各種料金を
らくらくお支払い

アプリユーザー間で
送金や割り勘が
かんたんに！
ン ら
スマ ートフォ か
登 録して ね！

「いわぎんアプリ」
の
ダウンロードはこちらから！
●一部ご利用いただけない機種・時間帯がございます。●詳細については当行のホームページをご覧ください。

●キャンペーン対象商品のお申込みにあたっては、必ず「ご留意事項」
をご確認ください。
●

投資信託口座
W E B 開 設キャンペーン
［投資信託購入申込は2月25日
（金）
まで］
2021年12月1日（水）〜 2022年1月 31日（月）
右記の3点を
すべて満たす方

1,000

①いわぎんアプリを登録済または新規登録
②期間中、
インターネットで投資信託口座を開設

円
プレゼント！

③インターネット取引で投資信託10万円以上のご購入、
または積立投資信託
「ステップ-Ⅰ」
を
月額5,000円以上新規でお申込

※
「ステップ-Ⅰ」
は、
2022年3月に積立購入の実績があった方を対象とします。

※ノーロードファンド
（申込手数料無料の投資信託）
は対象外となります。 ※期間中お一人さま一回限りとさせていただきます。 ※プレゼントはアプリ登録代表口座へお振込みさせていただきます。

ご来 店・面倒な郵送手続き不要！WEB から投資信託取引口座開設！
「インターネットバンキング」
「インターネット投資信託」の同時申込もできる！

1

QRコードで専用サイトへ
アクセス

2

お名前、
ご連絡先、
預金口座情報などを
ご入力ください。

スマートフォンで右記のQRコードを読み込み、
専用サイトにアクセスしてください。

3

本人確認書類をスマホで撮影

「運転免許証+マイナンバー通知カー
ド」
または
「マイナンバーカード」
を撮
影してアップロードしてください。

4

＋
運転
免許証

お申込み内容を入力

お申込みの手続きが完了したら、
メールでお知らせします。

or
マイナンバー
通知カード

お申込み完 了

マイナンバー
カード

※メールでお知らせ後、別途、申込完了書類を郵送で

お送りいたします。
年1月 31日
（月）
2021年12月1日（水）〜 2022

こどもよきん
キャンペーン
対象1
期間中、
こども預金口座の開設と同時に
1万円以上お預入れいただいた
15歳以下の個人のお客さま
！
さらに

ジュニアNISAの口座開設を
いただいた方

図書カード
図書カード
500円分
500円分

+

オリジナル
オリジナル
通帳ケース
通帳ケース

プレゼント
プレゼント！
！

図書カード500円分プレゼント！

対象2
こども預金口座をお持ちのお客さまで
ジュニアNISAの口座開設をいただいた方

図書カード500円分
プレゼント！

※未成年の方の総合口座の開設はいたしかねます。
※お一人さま1口座とし、1回限りのプレゼントとさせていただきます。
※ジュニアNISAの口座開設による図書カードのプレゼントは、
口座開設用紙
受入時に店頭にて親権者さま、
または未成年後見人さまに進呈いたします。
※東京営業部では、
こども預金のお取扱いはございません。

●キャンペーン対象商品のお申込みにあたっては、必ず「ご留意事項」
をご確認ください。
●

ご 留 意 事 項
積立投信 コースについて

●本キャンペーンの対象者は、20歳以上の個人のお客さまとなります。
●キャンペーン期間中に積立投資信託「ステップ-I」
を月額5,000円以上または、購入期間指定
型積立投資信託「ターゲット-I」
を月額10万円以上新規でお申込みいただき、2022年3月に積立購入の実績があった方が対象となります。●申込手数料（税込）
が
1.1％以上の投資信託が対象となります。
●キャンペーン対象のお申込金額は申込手数料
（税込）
を含む金額といたします。
●期間中お一人さま一回限りとさせていただ
きます。
●プレゼントはアプリ登録代表口座へお振込みさせていただきます。
お振込みは2022年4月を予定しています。
●予告なくキャンペーン内容の変更やお取扱いを
中止させていただく場合がございます。

●以下の場合は、本キャンペーンの対象になりません。
・ノーロードファンド
（申込手数料無料の投資信託）
のお申込 ・つみたてNISAによるお取引 ・ジュニアNISAによるお取引
・2021年12月〜2022年3月までの間に積立中止をお申込の方 ・投資信託口座WEB開設キャンペーン対象の方
・プレゼント対象となる場合であっても、
当行が不適切な取引と判断した場合

個人向け国債 コースについて

●本キャンペーンの対象者は、20歳以上の個人のお客さまとなります。
●個人向け国債（固定3年・固定5年・変動10年）
を200万円以上ご購入いただいたお客さま
が対象となります。●プレゼントは2022年2月にアプリ登録代表口座へお振込みさせていただきます。●予告なくキャンペーン内容の変更やお取扱いを中止させてい
ただく場合がございます。

個人向け国債に関する
ご留意事項

●個人向け国債は、発行から1年間原則中途換金できません。
中途換金する場合は、直近2回分の利子相当額を支
払う必要があります。詳しくは、契約締結前交付書面をご覧ください。

定期預金 コースについて（抽選で 200 名様）
●本キャンペーンの対象者は、個人のお客さまとなります。
●インターネットバンキングまたはATMで自動継続式スーパー定期（期間1年）10万円以上の新規お預入れ
が対象となります。
●抽選日
（2022年2月を予定）前に解約されている方は抽選の対象外となります。
●プレゼントはアプリ登録代表口座へのお振込みをもって当選の
発表にかえさせていただきます。
●金利は店頭表示金利を適用いたします。
●お利息について：2037年12月31日までの間にお受取になる利息には復興特別所得税
が追加課税され、20.315％
（国税15.315％、地方税5％）
の源泉分離課税が適用されます。
●やむを得ず中途解約される場合は、
当行所定の中途解約利率を適用い
たします。
●本商品は、預金保険制度の対象となります。
●予告なくキャンペーン内容の変更やお取扱いを中止させていただく場合がございます。

こどもよきんキャンペ ーン について
【「こども預金」
口座の開設】
●お子さま名義の
「こども預金」
口座開設については、親権者等法定代理人の方が、以下をご用意の上、
お手続き願います。①お子さまの
本人確認書類
（※）
②ご来店される方の本人確認書類
（※）
③お届けいただくご印鑑
（スタンプ式はお取扱いできません）
●犯罪収益移転防止法により、
口座開設時には
口座のご利用目的等をお伺いしており、
場合によっては口座開設をお受けできないことがございます。
【ジュニアNISA口座の開設】
●ジュニアNISAとは未成年者を対象とする少額投資非課税制度で、投資信託等に投資して得た利益や分配金が非課税となる制度で
す。
●ジュニアNISAの口座開設には、
ご印鑑のほか、
マイナンバーを確認できる書類、戸籍謄本等必要書類がございます。詳しくは、窓口までお問い合わせください。
※本人確認書類について／顔写真付きの書類（運転免許証、
マイナンバーカード等）
であれば1点、顔写真のない書類（健康保険証、母子健康手帳、住民票等）
で
あれば2点をお持ちください。
なお、
ご来店される方（親権者等法定代理人の方）
とお子さまの姓・住所が一致している、
または続柄が確認できる書類が必要です。

投資信託口座 WEB 開設キャンペ ーン について
●本キャンペーンの対象者は、
20歳以上の個人のお客さまとなります。
●キャンペーン期間中にインターネットにて投資信託口座開設を申込み、
2022年2月25日までに、
投資
信託10万円以上のご購入または積立投資信託
「ステップ−I」
を月額5,000円以上新規でお申込みいただいた方が対象となります。
●申込手数料
（税込）
が0.55％以上の投
資信託が対象となります。
●キャンペーン対象のお申込金額は申込手数料
（税込）
を含む金額といたします。
●期間中お一人さま一回限りとさせていただきます。
●積立投資信
託
「ステップ-I」
は、
2022年3月に積立購入の実績があった方を対象とします。
●本キャンペーン対象者はウィンターキャンペーン
「積立投信コース」
の対象となりません。
●プレ
ゼントはアプリ登録代表口座へお振込みさせていただきます。
お振込みは2022年4月を予定しています。
●予告なくキャンペーン内容の変更やお取扱いを中止させていた
だく場合がございます。

●投資信託口座の開設には普通預金口座が必要です。
お持ちでない方は、
事前に店頭または口座開設アプリで普通預金口座を開設の上、
お申込みください。
（口座開設アプリ利用の場合、
郵送によるキャッシュカード受取後に投資信託口座の開設をお申込みいただけます。
）
普通預金口座は
●以下の場合は、本キャンペーンの対象になりません。
こちらから開設
・ノーロードファンド
（申込手数料無料の投資信託）
のお申込 ・つみたてNISAによるお取引
できます。
・プレゼント対象となる場合であっても、
当行が不適切な取引と判断した場合
投資信託に関する
ご留意事項

投資信託は値動きのある資産を投資対象としているため、基準価額は変動します。
したがって、元本を割り込むこと
があります。投資信託のお取引には費用（申込手数料は最高料率3.30％
（税込）、信託報酬は最高料率2.024％
（税込）、信託財産留保額は最高料率0.50％）
をご負担いただく場合があります。詳しくは投資信託説明書（交付目
論見書）
および目論見書補完書面をご覧ください。

●いずれの商品のご購入についても、
その運用による利益と損失は、
ご購入いただいたお客さまに帰属します。
●上記のリスク・条件等は銘柄によって異なりますので、
ご購入に際しては必ずそれぞれの
「商品概要説明書
（投資信託は目論見書）
」
等および
「契約締結
前交付書面」
の内容をご確認いただき、
ご自身でご判断くださいますようお願いいたします。
（いずれも岩手銀行本支店の店頭にご用意しております。
）
●お問い合わせは最寄りの岩手銀行本支店または《いわぎん》ダイレクトバンキングセンターまで

ダイレクトバンキングセンター
商号：株式会社岩手銀行

0120-788-506 （銀行休業日は除く）

登録金融機関：東北財務局長（登金）第3号

受付時間／平日9：00〜17：00

加入協会：日本証券業協会

