
キャンペーン期間中に対象の投資信託※をご購入いただくと
購入にかかるお申込手数料累計額の

※対象の投資信託：バランス型（分散投資型）の投資信託、債券型（リスクカテゴリ2以下）の投資信託

30%をキャッシュバック！！
分散投資のススメ

2018年8月13日月～2018年9月28日金

分散投資応援
キャンペーン

未来のお金を育てよう！

分散投資イメージ

くわしくは裏面をご覧ください

分散投資とは、「株式や債券など異なる値動きをする
複数の異なる資産に投資する」という意味です。

※お申込日が当該期間中のお取引に限ります。

一般的には、保有する資産
の種類を増やすほど、一度
に値下がりする危険性は小
さくなるといわれています。
一つの資産が値下がりして
も、残りの資産が順調なら
ば、その分をカバーすること
が期待できます。

価格
値上り

値下り 時間

資産A 資産Aと資産Bに分散投資

資産B



平成30年8月13日現在

ふくぎんホームページ ふくぎん 検索

本キャンペーンおよび商品内容等は投資信託のお取引店または下記までお問い合わせください。

■ふくぎんダイレクトコンサルティングプラザ

0120-788-324 携帯からも
OK！ ご相談メニュー 4

［受付時間］平日9：00～20：00 但し、銀行休業日は除きます。

資産運用

熊本銀行ホームページ 熊本銀行 検索

■熊本銀行ダイレクトコンサルティングプラザ

0120-333-086 携帯からも
OK！ ご相談メニュー 4

［受付時間］平日9：00～20：00 但し、銀行休業日は除きます。

資産運用

親和銀行ホームページ 親和銀行 検索

■親和銀行ダイレクトコンサルティングプラザ

0120-34-3456 携帯からも
OK！ ご相談メニュー 4

［受付時間］平日9：00～20：00 但し、銀行休業日は除きます。

資産運用

L登録有 登録無 LB/A H

リスク小

リスク大

リスクカテゴリ 投 資 目 的

１ 元本の安定性を重視したい。

２ 元本の安定性と値上がり益の
バランスを重視したい。

３ 利息・分配金等を含めた
値上がり益を重視したい。

４ 積極的に利息・分配金等を含めた
値上がり益を追求したい。

本
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
対
象

リスクカテゴリについて

ポイントくらぶ「マイバンク」、プラチナカード、および各種キャンペーンで
のキャッシュバック特典との併用は可能ですが、これらのキャッシュバック
特典によるキャッシュバックの合計金額は、お支払いいただいたお申込手
数料(税抜)の範囲内となります。

ご注意事項

対象期間終了後に、お客さまの投資信託指定預金口座へ一括してご入金
いたします。(2018年11月下旬予定)

キャッシュバック方法

2018年8月13日月～2018年9月28日金
※お申込日が当該期間中のお取引に限ります。

対象期間

バランス型投資信託またはリスクカテゴリ2以下の債券型投資信託（積立
投資信託を含む）の購入。
※インターネットバンキングでの購入も対象です。
※積立投資信託はキャンペーン期間中の振替（購入）が対象となります。
※法人・個人のお客さまが対象です。
※対象となる投資信託は別紙「分散投資応援キャンペーン対象ファンド一覧」でご確認ください。
※一部の商品はインターネットバンキングのみの取扱いとなります。

対象取引
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小 右に行くほど基準価額の変動が大きくなります リスク 大

リスクは大きいが、
期待できるリターンも大きい商品

リスクは小さいが、期待できるリターンも小さい商品

● 外国株式型ファンド
● 外国債券型ファンド

）ドルーイイハ、国興新（

● 国内債券型ファンド

● バランス型ファンド
● 外国債券型ファンド（先進国）

● 国内株式型ファンド
● 国内リート型ファンド
● 外国リート型ファンド

※この図はイメージ図であり、
　実際のリスクとリターンとは
　異なる場合があります。

投資信託のリスクとリターンについて
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分散投資応援キャンペーン
本キャンペーンのキャッシュバックの対象は
分散投資にオススメのカテゴリの投資信託です。

［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、一般社団法人金融先物取引業協会
［商号等］株式会社 熊本銀行（登録金融機関）  ［登録番号］九州財務局長（登金）第6号  ［加入協会］日本証券業協会
［商号等］株式会社 親和銀行（登録金融機関）  ［登録番号］福岡財務支局長（登金）第3号  ［加入協会］日本証券業協会

投資信託の口座開設を行う場合は、「マイナンバー確認書類」および免許証など「本人確認書類」のご提示が必要です。

※福岡銀行・熊本銀行・親和銀行では、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。

投資信託に関するご留意点
●ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「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・熊本銀行・
親和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・熊本銀行・
親和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・熊本銀行・親和
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・熊本銀行・親和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。ご購入から解約・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　＊解約手数料　＊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・解約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。

■リスクの大小は一般的な傾向であり、実際に投資した場合と異なることがあります。
■上記分類は、当行が独自に分類したものであり、将来の運用成果等を保証するものでは
ありません。

バランス型（分散投資型）投資信託またはリスクカテゴ
リ2以下の債券型投資信託の購入にかかるお申込手数
料累計額(税抜)の30%をキャッシュバックいたします。

お申込期限

※2018年9月28日（金）15時までに
　お申込が完了したお取引が対象です。

窓口でのお申込
（店頭）

9月28日（金）※
※2018年9月28日（金）14時59分までに
　お申込が完了したお取引が対象です。

インターネットでのお申込
（インターネットバンキング）

9月28日（金）※



＜福岡銀行＞分散投資応援キャンペーン 対象ファンド一覧

（福岡銀行の取扱ファンドは掲載されている以外にもございます）

MHAM物価連動国債ファンド

愛称：未来予想

ジャパン・ソブリン・オープン

三菱ＵＦＪ　積立ファンド（日本バランス型)

愛称：ふくふく
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）

愛称：円奏会
東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）

愛称：円奏会（年1回決算型）
BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）

愛称：ウィンドミル
BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型）

愛称：ウィンドミル1年

グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

三菱ＵＦＪ　ＵＳボンドファンド（毎月分配型）

愛称：夢満債（米ドルコース）
三菱ＵＦＪ　オーストラリアボンドファンド（毎月分配型）

愛称：夢満債（豪ドルコース）
国際機関債ファンド（円コース）

愛称：キックオフ

ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Cコース（為替ヘッジあり）

ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Dコース（為替ヘッジなし）

ニッセイ高金利国債券ファンド

愛称：スリーポイント
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）

愛称：ハッピークローバー

世界のサイフ

LM・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）

LM・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）

ボンド・アンド・カレンシー　トータルリターン・ファンド（毎月決算型）

愛称：ツインストーリー（毎月決算型）

ボンド・アンド・カレンシー　トータルリターン・ファンド（年２回決算型）

愛称：ツインストーリー（年2回決算型）

ピクテ中短期債券ファンド（毎月決算型）

愛称：いろは
ピクテ中短期債券ファンド（１年決算型）

愛称：いろは1年

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド　Aコース（為替ヘッジあり　年2回決算型）

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド　Bコース（為替ヘッジなし　年2回決算型）

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド　Cコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド　Dコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）

GS フォーカス・イールド・ボンド(毎月決算コース)

愛称：ターゲット・ボンド(毎月決算コース)

GS フォーカス・イールド・ボンド(年2回決算コース)

愛称：ターゲット・ボンド(年2回決算コース)

■ファンド名称をクリックしていただくと、ファンド内容をご確認いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年8月8日現在

外国

債券型

【投資信託に関するご留意点】

● ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「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。ご購入から解約・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　＊解約手数料　＊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・解約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。●インターネットバンキングでの投資信託取引は、原則20歳以上の方に限らせていた

だきます。

※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。

［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、一般社団法人金融先物取引業協会

投資対象資産 ファンド名称

国内

債券型

国内

バランス型

1

https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/kokunaisaiken/08311046/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/kokunaisaiken/08311046/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/kokunaisaiken/11311046/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/kokunaibalance/0331198c/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/kokunaibalance/0331198c/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/kokunaibalance/4931112b/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/kokunaibalance/4931112b/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/kokunaibalance/4931114b/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/kokunaibalance/4931114b/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/33311984/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/33311984/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/3331113a/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/3331113a/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/1131297c/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/1131197c/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/03311031/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/03311031/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/0331103a/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/0331103a/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/03311107/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/03311107/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/34311094/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/34312094/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/34311137/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/34312137/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/29311067/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/29311067/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/47311037/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/47311037/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/0231106c/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/53311142/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/53312142/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/22311132/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/22311132/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/22312132/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/22312132/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/42311177/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/42311177/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/42312177/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/42312177/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/01317164/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/01318164/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/01319164/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/0131a164/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/35311166/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/35311166/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/35312166/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokusaiken/35312166/


＜福岡銀行＞分散投資応援キャンペーン 対象ファンド一覧

（福岡銀行の取扱ファンドは掲載されている以外にもございます）

■ファンド名称をクリックしていただくと、ファンド内容をご確認いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年8月8日現在

投資対象資産 ファンド名称

アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０２０

アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０３０

アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０４０

アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０５０

ＧＷ　７つの卵

ＬＭ・グローバル・プラス（毎月分配型）

フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）

愛称：３つのチカラ（債券重視型）
フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）

愛称：３つのチカラ（株式重視型）

マイストーリー分配型（年６回）Ａコース　（為替ヘッジ付き）

マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース　（為替ヘッジなし）

ＧＳトータル・リターン 安定（毎月決算）

ＧＳトータル・リターン 安定（年2回決算）

ＧＳトータル・リターン 積極（年2回決算）

ネクストコア

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）

愛称：ノアリザーブ
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（１年決算型）

愛称：ノアリザーブ1年

フィデリティ・コア・インカム・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり

フィデリティ・コア・インカム・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし

フィデリティ・コア・インカム・ファンド（資産成長型）為替ヘッジあり

フィデリティ・コア・インカム・ファンド（資産成長型）為替ヘッジなし

Ｙｊａｍライト！

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

愛称：クアトロ

【投資信託に関するご留意点】

● ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「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。ご購入から解約・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　＊解約手数料　＊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・解約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。●インターネットバンキングでの投資信託取引は、原則20歳以上の方に限らせていた

だきます。

※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。

［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、一般社団法人金融先物取引業協会

外国

バランス型

2

https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/39311095/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/39312095/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/39313095/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/3931115a/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/02311032/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/5331103c/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/32313063/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/32313063/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/32314063/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/32314063/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/01311055/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/01312055/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/35313154/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/35312154/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/35311154/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/01311131/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/42312122/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/42312122/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/42311131/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/42311131/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/3231315a/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/32312154/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/3231415a/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/32313154/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/97311174/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/4231113c/
https://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/toushishintaku/gaikokubalance/4231113c/

