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2020 年 11月 26 日 

各 位 

株式会社 北日本銀行 

 

「冬の個人預金・資産形成キャンペーン」のお知らせ 

 

株式会社北日本銀行（頭取：石塚恭路）では、12 月 1 日（火）より、「冬の個人預金・資産形成

キャンペーン」を下記のとおり実施致します。 

当行では、今後ともお客さまの多様なニーズに迅速にお応えするため、様々な商品・サービスの

提供に努めて参ります 

 

記 

 

1. キャンペーン概要 

名  称：「きたぎん あったか冬得キャンペーン 冬物語」 

実施期間：2020年 12月 1 日（火）～2021年 2月 26 日（金） 

内  容：定期預金コース・資産形成コース・資産運用コースの 3 つをご利用いただけます。 

 

 プレゼント内容（全コース共通） 

A) 先着プレゼント 

先着 6,000名様に、「エコバック（クルリト フラットバック）」を進呈します。 

 

B) 抽選プレゼント 

預金コースは 10 万円の預入・資産形成コースは 1契約・資産運用コースは 20万円の投信

購入を抽選権 1口として付与し、抽選で以下の懸賞品を進呈します。 

 1 等賞：グルメカタログギフト 美味百選 銀杏（10,000 円相当）   50 名様 

 2 等賞：グルメカタログギフト 美味百選 紅花（5,000 円相当）  100 名様 

 3 等賞：グルメカタログギフト 美味百選 夕顔（3,500 円相当）  150 名様 

※抽選日は 2021 年 11月 22 日頃を予定しております。 

 

2. 定期預金コース概要 

 対象者 

新規定期預金を 10万円以上お預入れのすべてのお客さま。 

 



KITAGIN NEWS RELEASE 2020 

〒020-8666 岩手県盛岡市中央通１-６-７ 

TEL：019-653-1111（代表） https://www.kitagin.co.jp/ 

 

 

 

※預入期間 1・3年定期預金を、窓口・ATM・インターネットバンキングからお申込の方が

対象 

 

3. 資産形成コース概要 

 対象者 

① 当行で初めて投資信託口座を開設し、かつ「つみたて NISA」または「積立投資信託」

をご契約したお客さま。 

※2021年 4月 12 日までの間に、引落が確認できたお客さまが対象。 

② 「iDeCo（個人型確定拠出年金）」をご契約したお客さま。 

※2021年 4月 26 日までの間に、掛金の引落が確認できたお客さまが対象。 

 

4. 資産運用コース概要 

 対象者 

当行で初めて投資信託口座を開設し、かつ投資信託商品を 20 万円以上、一括購入された

お客さま。 

 

5. その他 

① 「つみたて NISA」と「積立投資信託」は、商品が異なります。 

② 詳細につきましては、別紙キャンペーンパンフレットをご覧ください。 

 

以 上 

 

 

 

 

［本件に関するお問い合わせ先］ 

営業統括部 担当：筑後・高橋・吉田 

TEL：019-626-6535・019-654-4301・019-626-6404  
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『投資信託』についてのご留意事項 

投資信託に関するリスク 

▪ 投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあります。

また、外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価格が変動するため、お受取金額が投資元本

を割り込むリスクがあります。 

▪ その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。 

投資信託に関する手数料等〜お客さまにご負担いただく費用 

【購入時手数料】購入金額に対して、最大 3.3％(税込) 

【信託報酬】信託財産の純資産総額に対して、最大年率 2.42％(税込) 

【信託財産留保額】基準価格に対して、最大 0.5％ 

【その他の費用】信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事

務の諸費用等が信託財産の中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等に変動するものであり、

事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交

付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。 

投資信託のご留意点 

▪ 投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。 

▪ 北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 

▪ 投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 

▪ 投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。 

▪ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 

▪ 投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確

認ください。 

▪ 北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。 

▪ 投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面は北日本銀行本支店等にご用意しています。 

 

『つみたて NISA』特有のご留意点 

▪ つみたて NISA と NISA は選択制であり、同一年に両方を利用することはできませんが、1 年単位で変更することが

可能です。 

▪ つみたて NISA のご利用にあたっては、積立契約(累積投資契約)の締結が必要となります。また投資方法は、同契約

に基づき積立投資に限られます。 

▪ つみたて NISA で保有する公募株式投資信託は、異なる年の NISA およびつみたて NISA に移管することはできませ

ん。 

▪ つみたてNISAで保有する公募株式投資信託について、北日本銀行から信託報酬等の概算値を原則年1回通知します。 
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▪ つみたて NISA を選択された場合、選択した年から 10 年後、および以後 5 年ごとに、北日本銀行から氏名・住所の

確認を行います。氏名・住所の確認ができない場合、つみたて NISA での新たな投資はできません。 

▪ つみたて NISA による公募株式投資信託のお取引については、販売および解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、

維持等に係る口座管理料はいただいておりません。 

 

『個人型確定拠出年金』についてのご留意事項 

▪ 北日本銀行は、東京海上日動火災保険（株）より、個人型確定拠出年金に係る受付事務再受託をしております。 

▪ 確定拠出年金は、公的年金を補完する制度であり、原則として中途脱退はできません。ただし、以下①〜⑤の条件を

全て満たす場合のみ脱退ができます。(平成 29 年 1 月 1 日以降に、加入者資格を喪失した場合。) 

 ①国民年金の保険免除者であること＊ 

 ②障害給付金の受給権者でないこと 

③通算拠出期間が 1 か月以上 3 年以下であること（企業年金等からの移換金がある場合は旧制度の加入者期間が通算

されます）または個人別管理資産の額が 25 万円以下であること 

 ④最後に企業型確定拠出年金の加入者または個人型確定拠出年金の加入者の資格を喪失した日から起算して 2 年を経

過していないこと 

 ⑤企業型確定拠出年金からの脱退一時金の支給を受けていないこと 

 ＊第一号被保険者で、生活保護、申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予のいずれかの国民年金保険料の納付免除者 

▪ 原則として 60 歳(受取開始可能年齢)まで途中の引出しはできません。 

▪ 加入してから受取りが終了するまでの間、所定の手数料がかかります。特に加入から 60 歳までの期間が短くかつ掛金

が少額の場合等、受取金額が掛金合計額を下回ることがありますので、ご注意ください。 

▪ 60 歳時点で通算加入者等期間(確定拠出年金の加入期間)が 10 年に満たない場合、段階的に最高 65 歳まで受取りを開

始できる年齢(受取開始可能年齢)が繰り下がります。 

 

▪ 掛金は、原則 60 歳(59 歳 11 か月目)まで拠出できます。 

▪ 毎月の掛金は、5,000 円以上 1,000 円単位、1 年間で 1 回のみ変更できます。 

▪ 氏名、住所、企業年金等の加入状況、被保険者種別等に変更がある場合は、各種変更届の提出が必要となります。 

 

商号等：株式会社 北日本銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第１４号     

加入協会：日本証券業協会 

 

 



目的別に選べる３つのプラン目的別に選べる３つのプラン

定期預金 資産形成 資産運用
コース コース コース

将来のための備えに ゆっくりコツコツ資産づくり あなたにあったプランで

（2020年12月1日現在）

●払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。または当初契約時の店頭表示の利回り(年365日の日数計算)の割合による遅延損害金をいただきます。
●子育て応援定期積金を満期日前に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息とともにお支払いします。
●先掛けの場合には先掛割引料をお支払いします。　●満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。
●給付補填金に対しては、個人のお客さまの場合復興特別所得税が課され20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
●預金保険制度の対象です。　●金利環境等の変化により、条件を変更する場合やお取扱いを停止する場合があります。　●店頭・ホームページに商品概要説明書をご用意しています。

●景品の写真が実際と異なる場合があります。またデザイン・仕様などが変更になる場合があります。　●インターネット支店円貨定期預金は本キャンペーン対象外と
なります。　●他のキャンペーンの特典との併用は出来ませんのでご了承ください。　●不測の事態が生じた場合、お客さまへ通知することなくキャンペーンを中止する
場合があります。この中断により生じた損害については、当行は一切責任を負いかねます。

●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクが
　あります。また、外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。

●投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
●北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
●投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
●投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
●投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書　（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
●北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。
●投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面は北日本銀行本支店等にご用意しています。

●つみたてNISAとNISAは選択制であり、同一年に両方を利用することはできませんが、1年単位で変更することが可能です。
●つみたてNISAのご利用にあたっては、積立契約（累積投資契約）の締結が必要となります。また投資方法は、同契約に基づき積立投資に限られます。
●つみたてNISAで保有する公募株式投資信託は、異なる年のNISAおよびつみたてNISAに移管することはできません。
●つみたてNISAで保有する公募株式投資信託について、北日本銀行から信託報酬等の概算値を原則年1回通知します。
●つみたてNISAを選択された場合、選択した年から10年後、および以後5年ごとに、北日本銀行から氏名・住所の確認を行います。氏名・住所の確認ができ
　ない場合、つみたてNISAでの新たな投資はできません。
●つみたてNISAによる公募株式投資信託のお取引については、販売および解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。

●確定拠出年金は、公的年金を補完する制度であり、原則として中途脱退はできません。
　ただし、以下①～⑤の条件を全て満たす場合のみ脱退ができます。（平成29年1月1日以降に、加入者資格を喪失した場合。）
　①国民年金の保険料免除者であること＊
　②障害給付金の受給権者でないこと
　③通算拠出期間が1か月以上3年以下であること（企業年金等からの移換金がある場合は旧制度の加入者期間が通算されます）または個人別管理資産の額が
　　25万円以下であること
　④最後に企業型確定拠出年金の加入者または個人型確定拠出年金の加入者資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
　⑤企業型確定拠出年金からの脱退一時金の支給を受けていないこと
　＊第一号被保険者で、生活保護、申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予のいずれかの国民年金保険料の納付免除者
●原則として60歳（受取開始可能年齢）まで途中の引出しはできません。
●加入から受取りが終了するまでの間、所定の手数料がかかります。特に加入から60歳までの期間が短くかつ掛金が少額の場合、受取金額が掛金合計額を
　下回ることがありますので、ご注意ください。
●60歳時点で通算加入者等期間（確定拠出年金の加入期間）が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受取りを開始できる年齢(受取開始可能年齢）が
　繰り下がります。
●掛金は、原則60歳（59歳11か月目）まで拠出できます。
●掛金は1ヵ月あたり、5,000円以上1,000円単位、毎年12月～翌年11月までの1年間で1回のみ変更できます。
●氏名、住所、企業年金等の加入状況、被保険者種別等に変更がある場合は、各種変更届の提出が必要となります。

［投資信託についてのご留意事項］

【購入時手数料】購入金額に対して、最大3.3％（税込）
【 信 託 報 酬 】信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込） ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
【信託財産留保額】基準価額に対して、最大0.5％
【その他の費用】信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産の中から
　　　　　　　　差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は
　　　　　　　 各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。

［つみたてNISA特有のご留意事項］

［個人型確定拠出年金についてのご留意事項］

投資信託に関するリスク

投資信託に関する手数料等～お客さまにご負担いただく費用～

投資信託のご留意点

［円貨定期預金に関するご留意事項］

［その他諸注意事項］

●自動継続型において､満期日までに継続を停止する申し出がない場合には､満期日に当初預入時と同期間で自動的に書替継続します。　●円貨定期預金を中途解約
する場合は、上乗せ金利は適用されず当行所定の中途解約利率が適用されます。　●預金利息に対しては､復興特別所得税が課され20.315％(国税15.315％､
地方税5％)の源泉分離課税が適用されます。(マル優をご利用の場合は非課税扱いとなります｡)　●本パンフレット掲載の預金は預金保険制度の対象です。
●金利環境等の変化により､条件を変更する場合やお取扱いを停止する場合があります。　●店頭･ホームページに商品概要説明書をご用意しています。

［定期積金に関するご留意事項］

●【A賞】リンベルカタログギフト「美味百撰 銀杏」　●【B賞】リンベルカタログギフト「美味百撰 紅花」　●【C賞】リンベルカタログギフト「美味百撰 夕顔」
●【先着プレゼント】クルリトフラットバッグ/本体サイズ：約440×380（mm）/持ち手：約50×390（mm）/カラー：・レッド ・ブラック ・ネイビー/素材：ポリエステル（再生PET）他

［景品および諸注意事項］

●商号等／株式会社 北日本銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第14号  ●加入協会／日本証券業協会
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キャンペーン中対象商品のお預け入れ・ご契約で

抽選でカタログギフトをプレゼント！

※｢つみたてNISA｣、｢積立投信｣、「iDeCo」を複数ご契約いただいた場合でも、先着プレゼントの進呈は、1個とさせていただきます。　※｢つみたてNISA｣、｢積立投信｣は、ご契約後、2021年4月12日までの
間に、引落としが確認できたお客さまを抽選プレゼントの対象とさせていただきます。　※「iDeCo」は、ご契約後、2021年4月26日までの間に、掛金の引落としが確認できたお客さまを抽選プレゼントの対象と
させていただきます。　※「つみたてＮＩＳＡ」、「積立投信」、「iDeCo」では、購入できる投資信託商品が異なります。　※「つみたてNISA」、「積立投信」とも、期間指定の無いものを対象とさせていただきます。

1

■抽選権（抽選番号は郵送いたしません。）／•定期預金コース：お預入れ金額10万円ごとに1口おつけします。　•資産形成コース：対象商品ご契約ごとに1口おつけします。　•資産運用コース：ご契約金額
20万円ごとに1口おつけします。　■当選発表／賞品の発送をもって当選の発表に代えさせていただきます。　※A賞、B賞、C賞、の重複当選はございません。 ※止むを得ず、抽選日以前に解約した場合、抽選権は
無効となります。　※賞品の発送は2021年12月頃を予定しております。都合により多少遅れる場合もありますので、あらかじめご了承ください。　※お客さまの住所が不明等で当選賞品がお届けできない
場合は、当選を無効といたします。　※掲載商品のラインナップの変更、もしくは、掲載画像の商品が選べない事もございます。　※賞品の写真はイメージです。

100の美味を厳選掲載した、
10,000円相当のカタログギフト

美味百撰 銀杏
A賞

店頭表示金利

※各商品の「店頭表示金利」、「上乗せ金利」については、北日本銀行のホームページまたは北日本銀行窓口にてご確認ください。　※各商品の商品内容については、当キャンペーン中のものであり、今後変更となる可能性がございます。

満期時の
お取扱い

２２歳未満のお子さま（扶養家族）がいるお客さま

満期日以降に契約給付金（払込金累計額＋給付補填金）を支払います。

お預入れ金額
お預入れ期間

５００円以上
６カ月・１年・２年・３年

対象者：22歳未満のお子さま（扶養家族）がいる方

ご利用
いただける方

●お子さま  １～2人の場合

満期時の
お取扱い

次のいずれかに該当する個人で新規預入のお客さま
①預入日の年齢が満60歳以上のお客さま　②当行に年金振込指定のお客さま
③新たに当行に年金振込指定をされるお客さま
自動継続後は満期日における店頭表示金利となります。
※自動継続後は「ひまわりポイントサービス」の金利優遇は適用されます。

お預入れ金額
お預入れ期間

お一人さま50万円以上1,000万円未満（1円単位）
1年毎の自動継続（非自動継続型はなし）

対象者：・60歳以上の方  ・当行へ年金振込指定をされている方
         ・新たに年金振込指定をされる方

ご利用
いただける方

満期時の
お取扱い

・当行で公的年金をお受取りのお客さま
・新たに当行で公的年金のお受取りを開始するお客さま
※年金受取口座のある1店舗での取扱いに限ります。
満期到来後、年金振込のあるお客さまは、書替時または自動継続時の
スーパー定期1年もの店頭表示金利＋上乗せ金利が適用されます。

お預入れ金額
お預入れ期間

お一人さま200万円まで
1年（利払式自動継続型、非自動継続型）

対象者：・当行へ公的年金振込指定をされている方
         ・新たに当行へ公的年金振込指定をされる方

ご利用
いただける方

上乗せ金利 店頭表示金利 上乗せ金利
店頭表示金利 上乗せ金利

店頭表示金利 上乗せ金利

店頭表示金利 上乗せ金利
●お子さま 3人以上の場合

●60歳以上の方

●年金振込指定の方または
　新たに年金振込指定をされる方

新規投信口座を開設かつ「投資信託20万円以上」ご契約の方に

将来のための備えに定期預金コース

①新規投信口座を開設かつ「つみたてNISA」または「積立投信」ご契約の方に
②iDeCo（個人型確定拠出年金）ご契約の方に

店頭表示金利（ひまわりポイントサービスの定期預金金利優遇が
適用されます。但し、ひまわりポイントサービスによる金利優遇は、
3年未満の定期預金が適用となります。）

ご利用
いただける方

満期時の
お取扱い

新規預入の個人のお客さま
※窓口・ＡＴＭ・インターネットバンキングでお取扱いいたします。
※非自動継続型は窓口でのみお取扱いいたします。
※インターネット支店、ローンプラザではお取扱いいたしません。

自動継続型において、初回満期日以後の適用利率は、
当該満期日における店頭表示金利となります。

新規の「定期預金」お預入れの方に

ご契約金額 キャンペーンによる制限なし（対象商品ご契約者全員）対象商品 ・つみたてNISA  ・積立投資信託  ・iDeCo（個人型確定拠出年金）
 

対象商品 ・スーパー定期　・スーパー定期300
お預入れ期間 1年（自動継続型）3年（自動継続型・非自動継続型）
お預入れ金額 10万円以上1,000万円未満（1円単位）

お預入れ利率

2 ゆっくりコツコツ資産づくり資産形成コース

ご契約金額 20万円以上対象商品 つみたてNISA専用ファンドを除く全ての投資信託

3 あなたにあったプランで資産運用コース

2021年11月22日（月）予定抽選日

さらに
先着6,000名様に
エコバッグプレゼント
※ATM・インターネットバンキングで定期預金をお預入れの
お客さまは、レシートまたは通帳を当行窓口までご提示ください。
※色のご指定はできません。

ゴムでくる
っと

コンパクト！
！

※下記商品には先着プレゼント・抽選権の付与はありません。
きたぎん預金商品ラインナップ金利がプラスでお得！

子育て応援定期積金悠々円熟年金定期預金

50名さま

100の美味を厳選掲載した、
5,000円相当のカタログギフト

美味百撰 紅花
B賞
100名さま

100の美味を厳選掲載した、
3,500円相当のカタログギフト

美味百撰 夕顔
C賞
150名さま
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1 商品名（愛称） 自由金利型定期預金（Ｍ型）＜単利型＞ 

  愛称：預入金額 300 万円未満「スーパー定期」 

    預入金額 300 万円以上「スーパー定期 300」 

2 ご利用いただける方 法人および個人のお客さま 

3 お預け入れ期間 定型方式 

         個人：1か月、3か月、6か月、1年、2年 

         法人：1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年 

満期期日指定方式 

      個人：1か月超 3年未満 

 法人：1か月超 5年未満 

･定型方式の場合は、預入時のお申し出により自動継続（元金継続または元利

金継続）の取扱いができます。 

4 お預け入れ方法 

(1)お預け入れ方法 

(2)お預け入れ金額 

(3)お預け入れ単位 

 

一括お預け入れいただきます。 

１円以上 

１円単位 

5 払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。 

6 利息 

(1)適用金利 

(2)利払頻度 

 

 

 

 

 

 

(3)計算方法 

(4)税金 

 

預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 

･預入期間 2年未満のものは、満期日以後に一括して支払います。 

･預入期間 2 年以上のものは、中間利払日（預入日から満期日の 1 年前の応当

日までの間に到来する預入日の 1年毎の応当日）以後および満期日以後に分割

して支払います。 

なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中

間利払日の前日までの日数および中間利払利率（約定利率×70％、小数点第 4

位以下切捨て）により計算します。 

付利単位を 1円とし、1年を 365 日とする日割計算をします。 

・法人のお客さま・・・総合課税（非課税法人の場合は非課税） 
・個人のお客さま・・・20％の源泉分離課税（国税 15％、地方税 5％） 
※平成 25 年 1 月 1 日以降、復興特別所得税が課され、20.315％（国税

15.315％、地方税 5％）の税率が適用されます。 
7 手数料 － 

8 付加できる特約条項 ･個人の自動継続扱いのものは、総合口座の担保とすることができます。 

（貸越利率は担保定期預金の利率に年 0.50％を上乗せした利率を適用しま

す。） 

･預入期間 2年のものは中間払利息を定期預金とすることができます。 

･個人のお客さまは、マル優の取扱いができます。 
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9 中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点第 4位以下切捨て。

ただし、解約日における普通預金の利率を下回るときは、解約日における普通

預金利率）により計算した利息とともに払い戻します。 

ただし中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数

ある場合は各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。

（１）  預入期間 3年未満のもの 

預入日から 6か月未満の解約       解約日の普通預金の利率

預入日から 6か月以上 1年未満の解約   約定利率×50％ 

      預入日から 1年以上 3年未満の解約    約定利率×70％ 

（２）  預入期間 3年以上 4年未満のもの 

      預入日から 6か月未満の解約       解約日の普通預金の利率

預入日から 6か月以上 1年未満の解約   約定利率×10％ 

       預入日から 1年以上 1年 6か月未満の解約 約定利率×20％ 

       預入日から 1年 6か月以上 2年未満の解約 約定利率×30％ 

       預入日から 2年以上 2年 6か月未満の解約 約定利率×40％ 

       預入日から 2年 6か月以上 3年未満の解約 約定利率×50％ 

    預入日から 3年以上 4年未満の解約    約定利率×60％ 

（３）  預入期間 4年以上 5年未満のもの 

    預入日から 6か月未満の解約       解約日の普通預金の利率

     預入日から 6か月以上 1年未満の解約   約定利率×10％ 

預入日から 1年以上 1年 6か月未満の解約 約定利率×20％ 

預入日から 1年 6か月以上 2年未満の解約 約定利率×30％ 

預入日から 2年以上 2年 6か月未満の解約 約定利率×40％ 

預入日から 2年 6か月以上 3年未満の解約 約定利率×50％ 

      預入日から 3年以上 5年未満の解約    約定利率×60％ 

（４） 預入期間 5年のもの 

預入日から 6か月未満の解約       解約日の普通預金の利率

      預入日から 6か月以上 1年未満の解約   約定利率×10％ 

預入日から 1年以上 1年 6か月未満の解約 約定利率×10％ 

預入日から 1年 6か月以上 2年未満の解約 約定利率×20％ 

預入日から 2年以上 2年 6か月未満の解約 約定利率×30％ 

      預入日から 2年 6か月以上 3年未満の解約 約定利率×40％ 

      預入日から 3年以上 4年未満の解約    約定利率×50％ 

       預入日から 4年以上 5年未満の解約    約定利率×60％ 

10 その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により

計算します。 

・本預金は預金保険の対象商品です。同保険の範囲内で保護されます。 



3/3 
商品概要説明書 

 

 

11 当行が契約している 

指定紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

 連絡先  全国銀行協会相談室 

 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 

（平成 24 年 9 月 3日現在） 
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1 商品名（愛称） 自由金利型定期預金（M型）＜複利型＞ 
愛称：預入金額 300万円未満「スーパー定期」 

預入金額 300万円以上「スーパー定期 300」 
2 ご利用いただける方 個人のお客さま 
3 お預け入れ期間 ･定型方式 3年、4年、5年、7年、10年 

･満期期日指定方式 3年超 10年未満  
･定型方式の場合は、預入時のお申し出により自動継続（元金継続または元利

金継続）の取扱いができます。 
4 お預け入れ方法 

(1)お預け入れ方法 
(2)お預け入れ金額 
(3)お預け入れ単位 

 
一括お預け入れいただきます。 
１円以上 
１円単位 

5 払戻方法 ･満期日以後に一括して払い戻します。 
･預入日から 6か月後の応当日以降 1万円以上 1円単位で一部解約も可能です。
（ただし、一部解約後の残高がスーパー定期は 1 万円、スーパー定期 300 は
300万円を下回る場合は一部解約はできません。） 

6 利息 
(1)適用金利 
 
(2)利払頻度 
(3)計算方法 
 
(4)税金 

 
預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 
（一部解約後の残高に対しても引き続き同利率を適用します。） 
満期日以後に一括して支払います。 
付利単位を 1円とし、1年を 365日とする日割計算で 6か月毎の複利計算をし
ます。 
20％の源泉分離課税（国税 15％、地方税 5％） 
※平成 25年 1月 1日以降、復興特別所得税が課され、20.315％（国税 15.315％、
地方税 5％）の税率が適用されます。 

7 手数料 － 
8 付加できる特約条項 ･自動継続扱いのものは、総合口座の担保とすることができます。 

（貸越利率は担保定期預金の利率に年 0.50％を上乗せした利率を適用しま
す。） 
･マル優の取扱いができます。 

9 中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点第 4位以下切捨て。

ただし、解約日における普通預金の利率を下回るときは、解約日における普通

預金利率）により計算した利息とともに払い戻します。 

（１） 預入期間 3年以上 4年未満のもの 

      預入日から 6か月未満の解約       解約日の普通預金の利率

預入日から 6か月以上 1年未満の解約   約定利率×10％ 

       預入日から 1年以上 1年 6か月未満の解約 約定利率×20％ 
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       預入日から 1年 6か月以上 2年未満の解約 約定利率×30％ 

       預入日から 2年以上 2年 6か月未満の解約 約定利率×40％ 

       預入日から 2年 6か月以上 3年未満の解約 約定利率×50％ 

    預入日から 3年以上 4年未満の解約    約定利率×60％ 

（２） 預入期間 4年以上 5年未満のもの 

    預入日から 6か月未満の解約       解約日の普通預金の利率

     預入日から 6か月以上 1年未満の解約   約定利率×10％ 

預入日から 1年以上 1年 6か月未満の解約 約定利率×20％ 

預入日から 1年 6か月以上 2年未満の解約 約定利率×30％ 

預入日から 2年以上 2年 6か月未満の解約 約定利率×40％ 

預入日から 2年 6か月以上 3年未満の解約 約定利率×50％ 

      預入日から 3年以上 5年未満の解約    約定利率×60％ 

（３）預入期間 5年以上 7年未満のもの 

預入日から 6か月未満の解約       解約日の普通預金の利率

      預入日から 6か月以上 1年未満の解約   約定利率×10％ 

預入日から 1年以上 1年 6か月未満の解約 約定利率×10％ 

預入日から 1年 6か月以上 2年未満の解約 約定利率×20％ 

預入日から 2年以上 2年 6か月未満の解約 約定利率×30％ 

      預入日から 2年 6か月以上 3年未満の解約 約定利率×40％ 

      預入日から 3年以上 4年未満の解約    約定利率×50％ 

       預入日から 4年以上 7年未満の解約    約定利率×60％ 

（４）預入期間 7年以上 10 年のもの 

預入日から 6か月未満の解約       解約日の普通預金の利率

預入日から 6か月以上 1年未満の解約   約定利率×10％ 

預入日から 1年以上 1年 6か月未満の解約 約定利率×10％ 

預入日から 1年 6か月以上 2年未満の解約 約定利率×10％ 

預入日から 2年以上 2年 6か月未満の解約 約定利率×20％ 

       預入日から 2年 6か月以上 3年未満の解約 約定利率×20％ 

預入日から 3年以上 4年未満の解約    約定利率×30％ 

預入日から 4年以上 5年未満の解約    約定利率×40％ 

預入日から 5年以上 6年未満の解約    約定利率×50％ 

預入日から 6年以上 7年未満の解約    約定利率×60％ 

預入日から 7年以上 8年未満の解約    約定利率×70％ 

預入日から 8年以上 9年未満の解約    約定利率×80％ 

       預入日から 9年以上 10 年未満の解約    約定利率×90％ 
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10 その他参考となる事項 ･満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により

計算します。 

･一部解約部分については、上記９．の中途解約利率を適用します。 

･本預金は預金保険の対象商品です｡同保険の範囲内で保護されます｡ 

11 当行が契約している 

指定紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

 連絡先  全国銀行協会相談室 

 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 

（平成 24 年 9 月 3日現在） 
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