外貨定期預金でグローバルな資産運用を♪

みやぎん

外貨定期預金

外貨預金とは、円を米ドル・豪ドル等の外貨に交換し、
預け入れる預金です。
お申し込みにつきましては、成人の方が対象となります。
店頭窓口でのお受け付けに限ります。
既に外貨預金口座をお持ちのお客さまは、口座開設店の
みでのお取り扱いとなります。

外貨定期預金
詳細については
こちらから

期間中、みやぎんで新たに「給与振込」をご指定、
かつ「みやぎんアプリ」の利用登録
さらに、上記＋対象商品を２つ以上ご契約

ご指定

特別金利
キャンペーン
実施中

キャンペーン

もれなく

500円プレゼント！
もれなく

2,000円もしくは3,000円プレゼント！

キャンペーン期間／2022年2月7日

合計で最大 3,500 円もらえる!!

期間中、みやぎんで新たに「給与振込」をご指定いただき、
かつ「みやぎんアプリ」の利用登録をされると、

プレゼント対象基準
※通帳の摘要欄に「キュウヨ」と表示されており、かつ給与振込
金額が５万円以上（2022年8月末までご契約状況を確認さ
せていただきます。）。
※2,000円もしくは3,000円プレゼントについては、2022年
8月末時点の給与振込口座残高が3万円以上。

給与振込

とむとむ投信・つみたてNISA
みやぎんアプリ・投資信託・外貨定期預金
みやぎんパートナーカードローン「おまかせくん」

もれ

!

2022年8月末時点においてご契約確認

担当：

TEL：

さらに、下記の対象商品をいずれか２つ以上新規ご契約いただくと、

もれ

3,000 円

!

最大
大
最

お問い合わせ・お申し込みは、宮崎銀行

!

※個人のお客さまが対象となります。
※給与振込は、通帳の摘要欄に「キュウヨ」と表示されており、かつ給与振込金額が５万円以上の方が対象となります。ご契約状況によって、
対象とならない場合がございます。詳しくは、裏面のプレゼント対象基準をご覧ください。
※みやぎんアプリはネットバンキングサービス「いっちゃねっと」のご契約が必要となります。

【プレゼントに関するご注意事項】
※対象商品ごとの対象基準を満たしますと、自動応募となりますので応募の必要はございません。
※対象商品「みやぎんアプリ」「みやぎんパートナーカードローン”おまかせくん”」については、2022年2月7日以前にご利用されている場合も対象となります。
※プレゼントは2022年10月を予定しております。
※当行でご登録いただいた携帯電話番号宛にプレゼントに関するSMS（ショートメッセージサービス）を事前にお送りします。携帯電話番号のお届けの状況をお近
くのみやぎん窓口までご確認ください。

取扱店

500 円

なく

2022年8月末時点の該当口座の残高が5千円以上

【投資信託についてのご注意】
○投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため元本は保証されていません。
○投資信託の基準価額は、金利や為替の変動、発行者の信用状況の変化等を受けた組み入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込
むリスクがあります。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。これ
らのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
○当行での投資信託のご購入では、申込時には「申込手数料」
（約定日の基準価額に対して最大3.3％（税込））、換金時には「信託財産留保額」
（約定日の基準価額に対し
て最大0.5％）、運用期間中は「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））および「その他の費用〈組み入れ有価証券の売買の際に発生する
売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等〉」
（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限等を示すことができません）などがかかりま
す。なお、これらの手数料の合計額等については、ファンドによってまたファンドを所有される期間等に応じて異なりますのであらかじめ表示することができません。
○お申し込みの際は、ご購入されるファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。目論見書および目論見書補完書面は当行の本支店にご
用意しています。インターネット投資信託では、目論見書等をＰＤＦファイルで電子交付しています。
○投資信託は金融商品取引法第37条の６の規定に基づく書面による契約の解除（クーリングオフ）の適用はありません。
○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。
○当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。
○当行で取扱う投資信託の設定運用は、投資信託委託会社が行います。
○NISAとは、個人投資家向けの「少額投資非課税制度」です。NISAを利用すると、非課税投資枠内で新規投資した株式投資信託等から得られる売却益や普通分配金が
非課税となります。
【外貨定期預金についてのご注意】
⃝円貨からの一括お預け入れとなります。
⃝外貨現金での預入、解約はお取り扱いしておりません。
○解約は満期のみの取り扱いとなり、原則中途解約はできません。
⃝ご検討にあたっては当行窓口にてご用意しております「外貨預金の契約締結前交付書面」を十分にお読みください。
⃝外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受け取りの外貨を円換算すると当初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。
⃝外国為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料がかかるため、解約時の円貨額が預入時の円貨額を下回る
（円ベースで元本割れとなる）
リスクがあります。
⃝外貨定期預金は預金保険の対象ではありません。元本の保証はありません。
⃝預入回数および金額の上限はございません。
【商号】株式会社 宮崎銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第５号 【加入協会】
日本証券業協会

〜2022年6月30日

なく

!

対象商品２つご契約

2,000 円

対象商品すべてご契約

3,000 円

①とむとむ投信・つみたてNISA（いずれか1つ）
②投資信託・外貨定期預金 取引金額10万円以上（いずれか１つ）
③みやぎんパートナーカードローン「おまかせくん」

※商品によって年齢制限がございます。詳しくは裏面またはホームページをご覧ください。
※プレゼントはお一人さま1回限りとなります。

スマホで
店舗検索
（平日 9 時〜17 時）

詳しくは窓口までお問い合わせください。

2022年2月7日現在

将来に備えて、資産運用を始めてみたい♪

いつでもどこでもスマホでカンタンお取引
通帳のような使いやすさ

通 帳 マークを押すと紙 の 通 帳 の
ような見え方に！
自 由 にメ モ を残す機 能 や 必 要 な
明細を検索する機能など、便利な
機能が盛りだくさん！
入出金明細は最大10年分を保存※
することも可能！

無料でご利用
いただけます

来店不要で各種お手続き

住所変更（ ※ 1 ）やカード再発行（ ※ 2 ）
などのお手続きも可能！
ローンの仮申込や投資信託の口座
開設も簡単に行えます！

※通信にかかるパケット代、
振込手続きに
かかる所定の手数料は別途お客さまの
ご負担となります。

投資信託

詳細は
コチラ

○投資信託は、投資経験がない方でも始められる金融商品です。

○投資信託での資産づくりのメリット
①少額から投資可能！ほとんどの商品が1万円から購入できます。
②分散投信！複数の有価証券等に分散投資をするため、リスクを軽減する効果が期待できます。
③投資の専門家が運用！資産運用の専門家により運用されるため、手間がかかりません。
④多彩な商品が揃っている！お客さまのご意向やリスク許容度に応じた商品が選べます。
○お申し込みにつきましては、成人の方が対象となります。
○店頭窓口、ネットバンキングサービス「いっちゃねっと」から購入可能です。
既に投資信託口座をお持ちのお客さまは、店頭購入の場合、口座開設店のみでのお取り扱いとなります。

積立商品：とむとむ投信・つみたて NISA

※家計簿アプリ
「Moneytree」
との連携が必要で
す。連携後に、今後10年分の取引明細が保存
できるようになります。連携しない場合でも、
最大13カ月分の明細をご照会いただけます。
ただし、
ご利用当初は過去70日分となります。

投資金額が毎月ご指定の口座から自動的に引き落とし
されます。
定期的に投資が行われるので、買うタイミングに悩む
ことなくラクに投資ができます。

詳細は
コチラ

気ラクに少額から始められます。
月々5,000円から可能です。
一部お手続きについては、ご来店が必要と
なります。

便利なメモ機能あり

通帳レスへの切り替えで
紙の通帳を管理する手間がなくなります！
アプリで管理できるため
通帳記帳や紛失の心配不要です！

機能一覧

その他の機能も盛りだくさん！

資産管理をサポート

お振替

お振込

通帳明細表示

グラフ表示

入出金通知

メモ機能

普通預金
口座開設（※3）

ローン仮申込

投資信託
口座開設（※3）

NISA申込

投信情報
通知設定

住所変更

カード再発行
（※2）

通帳レスへの
切替

利用口座追加

お知らせ

ご案内

店舗/ATM検索

（資産内訳 ⁄残高推移）

資産内訳や収支・残高推移を
見やすく表示！

（※3）

プッシュ通知機能で
お知らせ
給与振込、
残高減少、
大口の入出金を
プッシュ通知でお知らせ！

（※1）

※1.お取引内容により受け付けできない場合
がございます。
※2.汚損・破損（含む磁気不良）によるカード再
発行に限ります。
※3.宮崎・鹿児島県内に居住もしくは通勤（通
学）のお客さまのみご利用いただけます。上記
以外の地域にお住まいのお客さまは、お近く
の支店までご相談ください。

突然の出費も大丈夫！ 急なお誘いにも慌てない！ ATMで借りられるから安心！

みやぎん
パートナーカードローン
コンビニ ATM でもご利用可能で、
必要なときにスピーディーに
お借り入れができるカードローンです。

登録方法
アプリストアより
「みやぎんアプリ」
をダウンロード

詳しくはこちら

●アプリに関するお問い合わせ
Android OSの方
みやぎんアプリ

iOSの方

みやぎんネットバンキングヘルプデスク

0120 -357- 456

［受付時間］平日・土日・祝日／9 :00〜23:00

※本アプリは無料でご利用いただけますが、ダウンロードや利用時にかかる通信料はお客さまのご負担となります。
※AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録された、Apple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
※Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogleLLC.の商標です。

詳細は
コチラ

※ATMご利用にかかる手数料はお客さまご負担となります。
※所定の審査により、
ご融資をお断りさせていただく場合がございますので、
ご了承
ください。
※収入と支出のバランスをご確認いただき、計画的に無理なくご利用ください。
※詳しい商品内容につきましては、店頭およびホームページに商品説明書をご用意し
ております。

