
平成26年6月現在　D405

■福岡銀行ホームページアドレス
http://www.fukuokabank.co.jp0120-788-321

（受付時間／9：00～20：00  但し、銀行休業日は除きます。）

■ふくぎんテレホンサービスセンター
携帯からも
OK！

ふくぎん
Click!

お問い合わせ先

金融商品に関するご留意点

NISA口座のお申込みをご検討いただく際のご留意事項

投資信託に関するご留意点

個人向け国債・公共債に関するご留意点

外貨預金に関するご留意点

金融商品仲介業に関するご留意点

※福岡銀行では、総合口座貸越等の利用による金融商品のお取引は、貸越利息等をお客さまにご負担いただくことになりますので、お取扱いしておりません。

■ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面」等を必ずお読みください。「商品パ
ンフレット」「契約締結前交付書面」等は福岡銀行本支店等にご用意しています。■外貨預金には、為
替変動リスクがあります。外国為替相場の動向等によっては、払戻し時の円貨額がお預け入れ時の円貨
額を下回るなど、「元本割れ」が生じるリスクがあります。■TTSレート（円貨から外貨に替えるレート）と
TTBレート（外貨から円貨に替えるレート）には差（米ドルであれば1米ドルあたり2円）がありますので、外
国為替相場に変動がない場合でも、払戻し時の円貨額がお預け入れ時の円貨額を下回り、「元本割れ」
が生じるリスクがあります。■TTSレートとTTBレートの差は往復の為替手数料に相当し、相場公表通
貨における差は1通貨単位あたり最大8円です。■外貨現金など外貨によるお預け入れまたはお引き出し
の際には、原則、手数料（例えば、米ドルの外貨現金であれば1米ドルあたり3円）がかかります。相場公
表通貨における手数料は1通貨単位あたり最大12円（外貨現金の手数料以外の手数料は最低1,500円
以上）です。詳しくは窓口までお問い合わせください。■外貨預金は、預金保険の対象ではありません。

■ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面」等を必ずお読みください。「商品パ
ンフレット」「契約締結前交付書面」等は福岡銀行本支店等にご用意しています。■公共債は預金ではな
く、預金保険の対象ではありません。■公共債は発行体である当該地方公共団体等の信用状況の悪化
等により、元本や利子の支払不能および遅延が生じるリスクがあります。■ご購入の際は、購入対価の
みをお支払いただくことになります。〈個人向け国債〉■発行から1年間、原則として中途換金はできませ
ん。■中途換金する際、原則として（※）変動10年は換金時の直前2回分の各利子（税引前）相当額×
0.79685、固定5年および固定3年は2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685が中途換金調整額とし
て差し引かれます。※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異な
ることがあります。詳しくは窓口でお問い合わせください。〈個人向け国債以外の公共債〉■公共債には
価格変動リスクがあり、中途換金する場合、売却時の市場実勢によっては元本を割り込むことがあります。

■金融商品仲介業は、証券会社が取扱っている商品（取引）の注文を銀行が証券会社へ仲介（媒
介）する業務です。■福岡銀行はお客さまの注文を委託金融商品取引業者であるふくおか証券株式
会社へ仲介いたします。口座開設・注文の執行・保護預り等、お客さまとのお取引はふくおか証券株
式会社が行います。■手数料については、ふくおか証券株式会社の手数料体系に準じます。くわしく
はふくおか証券株式会社の「手数料等一覧」等をご覧ください。■お取引に際しては目論見書・約款・
契約締結前交付書面等をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、投資判断はご自身で行ってく
ださい。■個人のお客さまの場合、原則20歳以上のお客さまを対象とさせていただきます。■福岡銀
行で金融商品仲介業のお取引をされるかどうかが、お客さまと福岡銀行とのほかのお取引（預金・融
資等）に影響を与えることはありません。また福岡銀行でのお取引内容（預金・融資等）が金融商品仲
介業のお取引に影響を与えることもありません。

■NISA口座のご利用は、日本国内にお住まいの20歳以上の個人のお客さまに限ります。■NISA
口座は、すべての金融機関を通じて、お一人さま1口座に限り、開設することができます。■NISA口
座で福岡銀行が取り扱う商品は「公募株式投資信託」のみです。■NISA口座の損失は、特定口座
や一般口座で保有する他のファンドの売却益や分配金との損益通算はできません。また、損失の繰
越控除もできません。■既に保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。■NISA
口座でご購入いただける金額（非課税枠）は年間100万円までです。■NISA口座で保有している
ファンドを一度売却するとその非課税枠の再利用ができません。（そのため、短期間での売買（乗
換）を前提としたお取引には適しておりません。）■投資信託の分配金のうち、元本払戻金（特別分
配金）は非課税であり、NISA口座での非課税メリットはありません。■非課税期間満了等により、
投資信託をNISA口座から特定口座または一般口座へ移管した場合、移管時の時価が新たな取得
価額となります。したがって、移管後に売却される際に売却損がでている場合でも、課税されること
があります。

生命保険に関するご留意点
■ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」「ご
契約のしおり」「約款」等を必ずお読みください。「商品パンフレット」「契約締結前交付書面（契約概
要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり」「約款」等は福岡銀行本支店等にご用意しております。■
福岡銀行は生命保険の募集代理店です。生命保険の引受は行っておりません。■生命保険は預金
ではなく、元本保証はありません。また、預金保険の対象ではありません。■引受保険会社が破綻し
た場合には、生命保険契約者保護機構の保護措置の対象になりますが、ご契約の際にお約束した
死亡保険金額・年金原資額・給付金額・解約返戻金額等が削減されることがあります。■商品に

■商号等  株式会社 福岡銀行（登録金融機関）　■登録番号  福岡財務支局長（登金）第７号　■加入協会  日本証券業協会

■ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「投資信託説明書（交付目論見書）」等を必ずお読みく
ださい。「商品パンフレット」「投資信託説明書（交付目論見書）」等は福岡銀行本支店等にご用意
しています。ただし、インターネットバンキング専用ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等は
店頭窓口にはご用意しておりません。福岡銀行インターネットバンキングよりダウンロードいただく
ことでご確認いただけます。■投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、福
岡銀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。■福岡銀行は販売会社であ
り、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。■投資信託は、元本保証および利回り保証の
いずれもありません。■投資信託は、国内外の株式や債券等に投資しているため、投資対象の価
格が、金利の変動、為替の変動、発行者の信用状況の変化等で変動し、基準価額が下落すること
により、投資元本を割り込むことがあります。■投資信託には手数料等がかかります。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以下のものがあります。＊申込手
数料 ＊換金手数料 ＊信託財産留保額 ＊信託報酬 ＊監査費用・有価証券売買手数料等その他費用
上記費用を足し合わせた金額をお客さまにご負担いただきます。申込・換金時の手数料および信託
報酬等は、投資信託ごとに異なります。また、その他費用は運用状況により変動します。したがって、
事前に料率および計算方法等を示すことができません。詳細は、「投資信託説明書（交付目論見
書）」等をご覧ください。

よっては、国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の
変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。死亡保険金額・年金原
資額・解約返戻金額等が払込保険料を下回るリスクは、ご契約者が負う事になります。■外貨建て
の保険の場合、外国為替相場の変動により、死亡保険金額・年金原資額・解約返戻金額等を円換
算した金額が、払込保険料を円換算した金額を下回るリスクがあります。■商品によっては、ご契約
時の契約初期費用のほか、ご契約後も毎年、保険関係費用・運用関係費用・年金管理費用等がか
かる場合があります。また、一定期間内に解約された場合、解約控除や市場価格調整費用等がかか
る場合があります。ただし、費用等は商品ごとに費用の種類や料率等が異なるため、記載すること
ができません。詳細は、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」等をご覧ください。■
生命保険のお申し込みにあたって、円貨を外貨に転換される際は為替手数料が上記の各種手数料
とは別にかかります。■ご契約中の生命保険を解約したり、一部解約した場合の解約返戻金は払
込保険料を下回る場合があります。平準払の生命保険では商品によっては解約返戻金が全く無い
場合もあります。■法令等の定めにより、商品によっては、お客さまの「お勤め先」や「福岡銀行への
融資お申込状況」等により、福岡銀行でお申し込みいただけない場合があります。■商品によっては、
被保険者に健康状態等について告知をしていただく必要があり、健康状態等によってはご契約いた
だけない場合があります。また、申込みの際に告知していただいた健康状態等が事実と違っていた
場合などは、死亡保険金や給付金等をお支払いできない場合がございます。詳しくは「契約概要・注
意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」等をご確認ください。■平準払の生命保険にて、保険料の
お払い込みがないまま一定の猶予期間が過ぎた場合、ご契約は効力を失います。また、商品によって
は解約返戻金の範囲内で保険会社が自動的に保険料のお立替を行う「自動振替貸付」という制度
があります。この場合、自動振替貸付について保険会社所定の利率で利息が発生いたします。また、
自動振替貸付の元利金が解約返戻金額を超過した場合は、保険会社所定の金額をお払い込みい
ただく必要があります。お払い込みが無い場合は契約は効力を失います。詳しくは「契約締結前交
付書面（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり」「約款」等をご確認ください。■生命保険
にご契約いただくか否かが、福岡銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切あ
りません。■福岡銀行では、借り入れられた資金（他の金融機関での借入金を含みます）を保険料
とする生命保険のお申し込みはお断りしています。■生命保険のお申し込みに際しては必ず、生命
保険販売資格をもつ募集人にご相談ください。

「夏のキャンペーン」を
 クリック！

Summer
Campaign

夏のキャンペーン
夏のキャンペーン

くわしくは中面をご覧ください。

くわしくは
中面を

ご覧くださ
い。

プレゼント
が

 いっぱい
！

0.10%年

夏の特別金利
（定期預金1年もの）

福岡銀行の窓口でお受付

＜税引後 年0.079％（注2）＞ 
当初預入期間のみ

ブランド
キャラクター
「ユーモ」

携帯からもOK！

※ダイレクトバンキング（インターネットバンキング・テレホンバンキング）のご契約がない方は予め窓口または
　ホームページからお申込みください。
※投資信託・個人向け国債のお取引の場合、予めサービス指定口座の登録が必要です。         
※テレホンバンキングでの投資信託・外貨定期預金のお取引の場合、書類の郵送等に日数がかかる場合が
　ありますのでご注意ください。         

●インターネットバンキング・テレホンバンキングでのお取引

インターネットバンキングの操作方法に関するお問い合わせ先
■ふくぎんインターネットバンキングヘルプデスク

0120-788-323 受付時間／9：00～17：00
但し、銀行休業日は除きます。

●積立式定期預金「ためる～ん」は、お近くの福岡銀行窓口、ふくぎんATM、郵送（メールオーダー）、インターネットバンキング、テレホンバンキングからお申込みください。
●積立投資信託・積立式外貨普通預金は、お近くの福岡銀行窓口でお申込みください。
●くわしくは、福岡銀行窓口またはふくぎんダイレクトコンサルティングプラザ　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　〈携帯からもOK〉（受付時間／平日9：00～20：00
　但し、銀行休業日は除きます。）までお問い合わせください。

「毎月の生活費のあまりを、貯めようと思っているけど…なかなか貯まらない」と思ったことはありませんか？
そんな人におすすめなのが、「先取りの法則」です。給料日の直後に積み立て日（引き落とし日）を設定することで、
毎月一定額を自動的に貯蓄することができます。
発想の転換で、毎月の積立分は最初からなかったものと思うと、積み立て後の残ったお金で生活をやりくり
できそうな気がしませんか？

〈5,000円からOK〉

知って得する！ユーモ講座

福岡銀行なら毎月5,000円からはじめ
られるから、無理なくつづけられます。

〈時間分散〉
定期的に継続して購入することで平均の購入価格
を引き下げる効果が期待できます。

〈自動購入〉
ご契約後、毎月、一定額を、手間なく
継続的に購入できます。

「積立投資信託」・「積立外貨預金」の3つのポイント「積立投資信託」・「積立式外貨普通預金」の3つのポイント
￥
＄

€

本キャンペーンの対象となるお取引期限にご注意ください。
テレホンバンキングインターネットバンキング

8月15日 15時まで 8月15日 16時まで

8月15日 14時まで

8月15日 14時まで

8月14日 24時まで

定 期 預 金

投 資 信 託

外貨定期預金

個人向け国債

（注1）既にお預けいただいている定期預金からのお振り替えはできません。
（注2）記載の税引後の利率は、復興特別所得税を付加した20.315％の税金が
　　　 差し引かれた利率であり、小数点第4位以下を切り捨てて表示しております。

（注1）既にお預けいただいている定期預金からのお振り替えはできません。
（注2）記載の税引後の利率は、復興特別所得税を付加した20.315％の税金が
　　　 差し引かれた利率であり、小数点第4位以下を切り捨てて表示しております。

2014年9月30日（火）まで期間

少額投資
非課税制度

NISA口座をお申込みのお客さま限定！ お一人さま100万円まで
2.13年 %

ニ ー サ

定期預金
（1ヵ月もの）

夏のキャンペーン 2014年6月16日○▶ 2014年8月15日○月 金

Summer
Campaign

＜税引後 年1.697％（注2）＞ 初回お預け入れ時から1ヵ月間のみ

特別金利

同時受付中

貯まっている人は
実践している！
「先取りの法則」

必見！

○○通帳

（注1）

（注1）

0120-788-324 メニュー 資産運用のご相談4



特別金利定期預金！
プレゼントがもらえる！

0.10%
＜税引後 年0.079％（注2）＞

※上記の金利は適用金利であり、上乗せ幅ではありません。
※既にお預けいただいている定期預金からのお振り替えはできません。

夏の特別金利
（定期預金1年もの）

ご利用
いただける方

夏の特別金利

預金種類

預入期間 1年

個人のお客さま

スーパー定期・スーパー定期300

適用金利 年0.10% ＜税引後0.079％（注2）＞
※初回お預け入れ時から1年間のみ

預入金額
新たなご資金（注3）で1口あたり1万円以上
1,000万円未満（1円単位）
※1,000万円以上の場合、複数明細でのお預け入れとなります。

満期日のお取扱い
自動継続のみ
（満期日以降は店頭表示金利にてご継続）

お申込み方法

店頭（窓口）のみ

年

（注2）記載の税引後の利率は、復興特別所得税を付加した20.315％の税金が差し引かれた利率であり、小数点第4位以下を切り捨てて表示しております。
（注3）新たなご資金とは、現金または当行の普通預金・貯蓄預金にお預け入れのご資金を対象とします。既にお預けいただいている定期預金からのお振り替えはできません。

［定期預金に関するご留意点］ ■満期前に中途解約された場合には、解約時の福岡銀行所定の金利を適用します。　■特別金利は、今後の金利情勢、その他の事情により変更する場合があります。
※スーパー定期・スーパー定期300の商品説明書は窓口またはホームページにご用意しております。

プレゼントは店頭窓口にてお渡しします。景品がなくなり次第、終了とさせていただきます。商品はイメージです。
キャンペーン期間中に複数回お取引いただいた場合でも、プレゼントはお1人様1つとさせていただきます。

そのままひえひえ
サークルシート

保冷エコバッグ
（折りたたみ式）

　　　窓口で下記商品を新たに20万円以上お申込みされた方
窓口でいずれかおひとつプレゼント！

対象
●定期預金（預入期間は問いません、ATM作成を含みます）  ●投資信託  ●外貨定期預金  ●公共債 
●一時払個人年金保険  ●一時払終身保険  ●金融商品仲介業の取扱商品（取扱店舗のみ）

　　　　インターネットバンキング・テレホンバンキングで
下記商品を新たに合計10万円以上お申込みされた方で、
かつ、ふくぎんホームページの「夏のキャンペーン」の

アンケートにご回答された方

ローソンお買い物券
全員にプレゼント！ 500円分

ネットのお取引でプレゼント！ネットのお取引でプレゼント！

お買い物券はローソン店舗に設置してある
Loppi端末より発券してご利用いただけます。
平成26年9月下旬に、お買い物券発券方法
を記載したハガキを郵送いたします。
（発券期限：平成27年2月28日）

●定期預金 ●投資信託 ●外貨定期預金 ●個人向け国債 

対象　初めて下記商品をお申込みされた方

 ●積立式定期預金「ためる～ん」 ●積立投資信託 ●積立式外貨普通預金

ハーゲンダッツ
ミニカップ（2個）
ギフト券

初めての積み立てでプレゼント！

※新規かつ毎月5,000円以上のお申込みが対象。
（積立額の増額や銘柄の追加、口座の追加は対象外）
※プレゼントは福岡銀行の行員からお渡しします。ただし、

福岡銀行ATM・インターネット・電話・郵送でのお申込みの場合は、
後日郵送いたします。（発送予定：平成26年9月下旬）

初めての積み立てでプレゼント！

先着4,000枚

対象

キャンペーン期間中に複数回お取引いただいた
場合でも、プレゼントはお1人様1回と

させていただきます。

ブランド

キャラクター

「ユーモ」

■定期預金の内容

※ ATM・インターネットバンキング・テレホンバンキングでの
　お申込みはできません。  
※ 本定期預金は証書で作成することはできません。

窓口でいずれかおひとつプレゼント！

プレゼントがもらえる！

先着12,000名様 先着12,000名様

2014年6月16日○▶ 2014年8月15日○月 金Summer 
Campaign

夏のキャンペーン　

枕の
上にも

椅子にも使えるよ！

2014年9月30日（火）まで期間

少額投資
非課税制度

NISA口座をお申込みのお客さま限定！

■定期預金の内容

※既にお預けいただいている定期預金からの
　お振り替えはできません。

※左記の金利は適用金利であり、
　上乗せ幅ではありません。

お一人さま100万円まで

2.13%年
ニ ー サ

特別金利
定期預金
（1ヵ月もの）

預金種類

預入期間

スーパー定期

1ヵ月もの 年2.13% ＜税引後 年1.697％（注2）＞
※初回お預け入れ時から1ヵ月間のみ

1ヵ月

預入金額 新たなご資金（注3）でお一人さま1万円以上100万円以内（1円単位）
※お一人さま100万円までのお預け入れとさせていただきます。

満期日のお取扱い 自動継続のみ（満期日以降は店頭表示金利にてご継続）

お申込み方法
お客さまの投資信託お取引店の店頭（窓口）のみ
※ATM・インターネットバンキング・テレホンバンキングでのお申込みはできません。
※本定期預金は証書で作成することはできません。

適用金利

福岡銀行にNISA口座をすでに申込み済み及び同時申込みの個人のお客さまご利用いただける方

プレゼント！

もれなく
現
金1,000円

NISA口座を開設しておトク！

新たにNISA口座を開設すると

くわしくは窓口またはホームページへ。

＜税引後 年1.697％（注2）＞
初回お預け入れ時から1ヵ月間のみ

NISA口座を使って、さらにおトク！

折りたたみ時

同時受付中

くわしくは窓口またはホームページへ。

FFGオリジナル
グラス３色セット

（3個入り）

縦31cm×横42cm×マチ18cm

氷の入った
冷たい飲み物を入れると

色が変わるよ！

先着12,000名様

※商品はイメージです。


