２０１９年４月９日
株式会社七十七銀行

「＜七十七＞マネープランセミナー」の開催について
株式会社七十七銀行（頭取 小林 英文）では、お客さまへの情報提供の一環として
「＜七十七＞マネープランセミナー」を開催いたしますので、下記のとおりお知らせいた
します。
本セミナーでは、投資信託を活用した資産形成の方法や、ライフステージに応じた保険の活用方法
等についてご紹介いたします。
当行では、今後ともより一層お客さまの幅広いご要望にお応えできるよう、商品ならびにサービス
の拡充に努めてまいります。
記
１． 概
名

要
称 ＜七十七＞マネープランセミナー ～考えてみませんか？未来に向けたお金のこと～

開 催 日 ２０１９年６月２２日（土）
会

場 本店５階 第一会議室
【第１部】
①１０：００～１０：５０
つみたてＮＩＳＡでコツコツ資産形成
～積立投資の魅力と活用術～
講師：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の担当者

内

容

②１１：００～１２：００
知っておきたい！ライフステージで必要となる保障額
～自分と家族を守る保険活用術～
講師：アフラック生命保険株式会社の担当者
【第２部】個別相談会（事前予約） １２：１５～１２：４５

定

員 ５０名（先着順）

参 加 費 無 料
注．個別相談会は当行コンサルティング営業課員が対応します。（先着１０名、お一人さま１５分
程度）
－１－

２．申 込 方 法
（１）テレフォンセンターでのお申込
「テレフォンセンター ハロー７７」
「フリーダイヤル ０１２０－５６－８６７７
【サービス番号６＃をお選びください】
＜受付時間／９：００～１９：００（平日）＞
注．携帯電話・ＰＨＳからのご利用の方 ＴＥＬ０２２－７２３－３９７７
（この場合、通話料はお客さまのご負担となります。）
（２）ＱＲコードまたはＵＲＬでのお申込
別添のチラシに記載のＱＲコードまたはＵＲＬ（https://eventregist.com/e/money20190309）
より申込専用サイトへログインのうえ、必要事項を入力し、お申込みください。
注．詳細は別添のチラシをご参照ください。
３．申 込 期 限
２０１９年６月１４日（金）
以 上

－２（終）－

参 加 無 料

マネープランセミナー
〜考えてみませんか？未来に向けたお金のこと〜

6月22日（土）
（9：3０より受付開始）

２０１9年

第1部 10：00〜12：00

1
１０
：
００〜10：50

つみたてＮＩＳＡでコツコツ資産形成
〜積立投資の魅力と活用術〜

2
１１
：
００〜１２
：
００

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の担当者

講師

知っておきたい！ライフステージで必要となる保障額
〜自分と家族を守る保険活用術〜

講師

アフラック生命保険株式会社の担当者

第2部 12：１５〜12：45

行くシカない !

個別相談会（事前予約）

■先着10名さま
■お一人さま15分程度

開催
会場

七十七銀行本店
（5階 第一会議室）
住所：仙台市青葉区中央3-3-20

会場地図は右下に掲載しております。

定員

50名
七十七銀行

※本セミナーでは、ご紹介する投資信託、保険商品等の勧誘を行うことがあります。

公式キャラクター

シチシカくん

どなたでもご参加いただけますので、お気軽にお申込みください。
お電話によるお申込み・お問い合わせ
は

ハ

ロー セブン セブン

至市役所

［サービス番号 6 # をお選びください］

QRコードによるお申込み方法
下記のQRコードを
読み取ってください。
https://eventregist.com/
e/money20190622

❶
「EventResist」
への会員登録を行います。
※メールアドレスとパスワードの設定が必要となります。
※すでに登録されている方はログインします。

サンモール一番町

TEL.022-723-3977におかけください。
（通話料金はお客さまのご負担となります。）

※携帯電話・PHSからのご利用の際は、

藤崎様

七十七銀行 新伝馬町支店
クリスロード
イオン様

青葉通

至仙台駅

■お取扱時間／平日9：00〜19：00

東二番丁通

0120-56-8677
コ ー ル

七十七銀行本店

地下道
東二番丁
小学校

セントラルパーク
七十七銀行 南町通支店

南町通

ヤマダ電機様

至長町

❷案内に沿ってご参加希望の講演を選択のうえ、
お申込みください。

お車でお越しの際には、
「 セントラルパ
ーク」
（ 青葉区中央3-5-14）
をご利用く
❸ご登録いただいたメールアドレスに当日使用するQRコードが送信されます。
ださい。会場で無料駐車券をお渡しい
※当日、発行されたQRコードを会場受付でご提示ください。
たします。なお、七十七銀行の駐車場の
ご利用はご遠慮いただきますようお願
いいたします。
※定員になり次第締め切らせていただきます。予めご了承ください。

お申込み締切日／2019年6月14日
（金）

■個人情報の利用目的について／お申込みいただいた内容につきましては、当行とお客さまとのお取引において、各種サービスや金融商品のご提案に
利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

投資信託、保険商品のご注意事項については裏面をご覧ください。

※駐車場は車両制限
（長さ5m、全幅2.4m、高さ2ｍ）
がありますので、ご注意ください。

投資信託のご注意事項
【投資信託のリスクについて】
●投資信託は、株式など価格変動を伴う有価証券等に投資するため、以下
の要因等により、投資元本を割込むことがあり、元本および分配金が
保証されている商品ではありません。
①組入株式の価格の下落、金利変動等による組入債券の価格の下落
②組入株式・組入債券等の発行者の経営・財務状況の変化
③海外の株式・債券等への投資における為替相場の変動
●換金可能日に制限
（クローズド期間等）
がある投資信託商品は、換金でき
ない場合があります。

【投資信託ご購入にあたってのその他のご留意事項】
●投資信託をご購入の際には、投資信託取扱店にて最新の「投資信託
説明書（交付目論見書）」等をお受け取りいただくか、
「インターネット
バンキング」
において最新の
「投資信託説明書（交付目論見書）」等を
必ずお読みいただき、商 品 内 容やリスクおよび 手 数 料 等の詳 細を
十分ご理解のうえ、ご自身のご判断でお申込みください。
●投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象では
ありません。
●投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属
します。

【投資信託の諸費用について】
１．
お客さまに直接ご負担いただく費用
お申込手数料

（当行取扱ファンド）

お買付金額
（約定金額）
に対し最大3.24%
（消費税込）

信託財産留保額 ファンドの基準価額に対し最大0.7%
ご換金時に上記割合が差し引かれます。

（当行取扱ファンド）

●保険商品は預金と異なり、預金保険の対象ではありません。
また、当行が
元本を保証する商品ではありません。
●商品の詳細につきましては各商品の
「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」等を十分に
お読みいただきご確認ください。
●商品によっては国内外の債券等で運用しているため、価格変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等により、積立金額、
年金額、解約返戻金等が払込保険料を下回る場合があり、そのリスク
は保険商品をご購入されたお客さまに帰属します。
●引受保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時に
お約束した保険金額・給付金額・年金額等が削減されることがあります。
●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
措置が図られますが、ご契約時にお約束した給付金額等が削減される
ことがあります。
●商品によっては、契約時費用のほか、解約控除、外国為替手数料等の
費用がかかる場合があり、お客さまにご負担いただく諸費用はこれら
の合計額となります。なお、ご負担いただく諸費用およびその料率は、
商品によって異なりますので、詳しくは各商品の
「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」
等を十分にお読みいただきご確認ください。
●保険契約は、引受保険会社が承諾した場合に有効に成立し、お客さまと
引受保険会社との契約となります。
●保険商品のお申込みの有無が、当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ありません。
●商品によっては、法令等の定めにより、お客さまのお勤め先や融資の
お申込状況等によって、
お申込みいただけない場合があります。
●引受保険会社の基準により、保険商品のご契約に限度が定められて
いる場合があります。また、お客さまの健康状態やお仕事の内容等に
よって、ご契約いただけない場合があります。
●当行では、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
保険料とする保険商品のお申込みはお断りしております。
●ご検討にあたっては、販売資格を持つ保険募集人にご相談ください。
詳しくは、当行取扱店窓口までお問い合わせください。

【保険商品の諸費用について】

ご契約者さまにご負担いただく諸費用のうち主なものは以下のとおりです。

２．
間接的にご負担いただく費用
信託報酬

（当行取扱ファンド）

ファンドの純資産総額に対し最大年率2.1384%
（消費税込）
運用期間中、
ファンドの純資産総額から上記割合が差し
引かれます。
資産の運用・保管・管理等に際し、有価証券売買手数料
等の諸費用等が発生いたしますが、これもお客さまに
間接的にご負担いただく費用となります。

その他費用

※お申込手数料、信託財産留保額および信託報酬はファンドにより異なる
ほか、運用等に際し発生する諸費用等については、今後の運用方法等に
より変化するため、詳細を掲載しておりません。詳しくは各ファンドの最新
の
「投資信託説明書
（交付目論見書）
」
等をご覧ください。なお、手数料等
諸費用の合計額および一部費用の詳細については、保有期間等に応じて
異なりますので表示できません。

保険商品のご注意事項
【保険商品のリスクについて】
変額年金保険

この保険は、国内外の株式・債券等で運用しており、
運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額等の
増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の
変動により、積立金額、解約返戻金額は払込保険料を
下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。

外貨建保険

この保険は、為替レートの変動により、お受取になる
円換算後の保険金額がご契約時における円換算後
の保険金額を下回ることや、お受取になる円換算後
の保険金額が、払込保険料を下回ることがあり、損失
を生じるおそれがあります。

市場金利調整
を利用した
保険商品

この保険は、市場金利に応じた運用資産の価格変動
が解約返戻金に反映されるため、市場金利の変動に
より解約返戻金が払込保険料を下回ることがあり、損失
を生じるおそれがあります。

保険契約
関係費

ご契約時の初期費用や、保険期間中、年金受取期間中の
費用等、契約の締結・成立・維持・管理に必要な経費です。

資産運用
関係費

投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の
運用により発生する費用です。

解約控除

契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除
される金額です
（解約時のみ発生いたします）
。

※諸費用の合計は上記を足し合わせた金額となります。
※ご負担いただく諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、
詳しくは各商品の「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」
等をご確認ください。

ご不明な点がございましたら、最寄りの取扱店の担当者
または本部
（担当部署）
までお問い合わせください。
■投資信託・保険商品取扱店
東北地区の全営業店
（一部の出張所を除く）
および札幌支店
■本部
（担当部署）
コンサルティング営業部 コンサルティング営業課

商号等：株式会社七十七銀行

登録金融機関

東北財務局長
（登金）
第5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

