平成２９年７月１４日

～ 投資信託と定期預金の組み合わせ商品 ～

『中信ミックスプラン（WEB 専用）』の取扱いを開始いたします！
京都中央信用金庫（理事長 白波瀬 誠）では、下記のとおり、『中信ミックスプラン
（WEB専用）
』をお取扱いいたします。
本商品は、「投信インターネットサービス」にて投資信託をご購入いただくことで、
「モバイル＆インターネットバンキングサービス」での定期預金を特別金利でお預け入 れ
いただけるバランス運用に適した商品となっております。
記
１．取扱開始日
平成２９年７月１８日（火）
２．商品概要
商

品

名

中信ミックスプラン（ＷＥＢ専用）
満２０歳以上の個人のお客さま

対

象

＊投信インターネットサービス・モバイル＆インターネットバンキング
サービスのご契約のあるお客さま
・本商品は、投資信託と定期預金の組み合わせ商品です。

特

色

・投 信 イ ン タ ー ネ ッ ト サ ー ビ ス に て 投 資 信 託 を 購 入 い た だ き 、
モバイル＆インターネットバンキングサービスで定期預金 を
特別金利にてお預け入れいただけます。
【投資信託のご購入金額】
５０万円以上

お申し込み金額

【定期預金のお預け入れ金額】
５０万円以上１,０００万円未満
ただし、投信インターネットサービスにて購入された投信購入金額
（手数料を含む）の範囲内となります。
・当金庫で取り扱う投資信託のうち、一部のファンドは本商品の対象

投資信託について

となりません。対象となるファンドにつきましては、添付の資料を
ご確認ください。
・投信インターネットサービスを利用してご購入いただくことが必要です。

【預金種類・期間】
自動継続スーパー定期３ヶ月もの・１年もの
【適用金利】
預入期間
3 ヶ月
１年

特別金利
年 2.200%（税引後 年 1.75307000%）
年 0.550%（税引後 年 0.43826750%）

・本金利の適用は、初回のお預け入れの満期日までとし、自動継続後
定期預金について

は継続時のスーパー定期の店頭表示金利とさせていただきます。
・他の金利上乗せ商品と組み合わせてのお取扱いはできません。
・モバイル＆インターネットバンキングサービスを利用してご購入
いただくことが必要です。
≪ご参考≫平成２９年７月１８日現在のスーパー定期の店頭表示金利
預入期間
適用金利
3 ヶ月
年 0.010%（税引後 年 0.00796850%）
１年
年 0.010%（税引後 年 0.00796850%）
・投資信託のご購入にあたっては、購入金額から購入時手数料および
消費税等を差し引かせていただきますので、購入金額と実際の投資
元本は異なります。また、換金時および運用期間中にも各種手数料
等の費用をご負担いただきます。

ご 留 意 事 項

・投資信託は預金ではなく、元本および利回り保証はありません。
・投資信託のご購入にあたっては、「投資信託に関する留意事項」を
必ずご確認ください。また、あらかじめ、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「目論見書補完書 面
（投資信託）」等で必ず内容をご確認ください。

３．その他
・ 商品についての概要は次頁を参照ください。

以上
☆本件に関するお問い合わせは、下記ＴＥＬまたはＦＡＸまでお願い申しあげます。
○ＴＥＬ ０１２０－２０１－９５９ または、０７５－６９４－２７２９
【平日（当金庫休業日を除く）９：００～１７：００】
○ＦＡＸ ０１２０－２０１－５８０
※フリーダイヤル（電話）は当金庫営業地区（京都府および滋賀県、大阪府、奈良県）のみ可能です。

中信ミックスプラン（ＷＥＢ専用）
〔平成 29 年 7 月 18 日現在〕
１．商品名（愛称）
２．ご利用いただける
お客さま
３．預入期間

中信ミックスプラン（ＷＥＢ専用）
満 20 歳以上の個人のお客さま
※投信インターネットサービスにて投信を購入されたお客さま限定の商品です。
※事前に、投信インターネットサービス・モバイル&インターネットバンキングサービスのご契約が必要です。
・自動継続スーパー定期（単利型）3 ヶ月もの
・自動継続スーパー定期（単利型）1 年もの(中信懸賞金付き定期預金｢プレゼント｣は除きます)

４．預入
（１）預入方法

・一括預入

（２）預入金額

・1 件あたり 50 万円以上 1,000 万円未満
※ただし、投信インターネットサービスにて購入された投信購入金額（手数料を含む）
の範囲内となります。

（３）預入単位

・1 円単位

（４）手続可能期間 ・投資信託の代金計算日の翌営業日 7：00 から受入開始日の 1 ヶ月後応当日 18：00 まで
（休日の場合は翌営業日まで延長）

定 ５．払戻方法

満期日以後に一括してお支払いします。

期 ６．利息
預 （１）適用金利
金

・固定金利（特別金利を適用します）
3 ヶ月もの

預入期間
特別金利

１年もの

年 2.200％
税引後

年 1.75307000％

年 0.550％
税引後

年 0.43826750％

例えば、100 万円を 3 ヶ月ものの定期でお預け入れいただいた場合、3 ヶ月（92 日）後の
税引後のお受取利息は、4,419 円となります。
本金利の適用は、初回のお預け入れの満期日までとし、自動継続後は継続時のスーパー
定期の店頭表示金利とさせていただきます。
《参考：平成 29 年 7 月 18 日現在のスーパー定期の店頭表示金利》
3 ヶ月もの

預入期間
適用金利

年 0.010％
税引後

年 0.00796850％

１年もの
年 0.010％
税引後

年 0.00796850％

（２）利払方法

・満期日以後に一括してお支払いします。

（３）計算方法

・付利単位を 1 円とした 1 年を 365 日とする日割計算とします。
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・総合口座の担保とすることができます。
・マル優のお取り扱いはできません。（最高限度額方式（マル限方式）の通帳を使用され、
７その他参考と
なるべき事項

定期預金をお預け入れの場合を除きます。）
・利息には 20.315％（国税 15.315％、地方税 5％）の分離課税が適用されます。
・新規の定期預金口座は、投信振替口座と同一のお客さま番号の総合口座に限定されます。
・お預け入れはモバイル＆インターネットバンキングでのみの取扱いとします。
・他の金利上乗せ商品と組み合わせてのお取り扱いはできません。
・ＡＴＭを利用したお預け入れはできません。
・当初、モバイル＆インターネットバンキングにてお預け入れいただいた自動継続式定期預金
（振替口座設定のある通帳式定期預金に限る）は、当金庫ＡＴＭにて定期預金満期払戻予約
をご利用いただけます。ただし、払い戻す定期預金の明細が記載された通帳と振替口座の
キャッシュカードが必要です。
・満期日前に解約する場合は、｢定期預金の中途解約利率一覧《表１》｣の預入期間に応じた中
途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともに
お支払いします。
・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。
・預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 1,000 万円までとその利息が保護
の対象となります。（当金庫に複数の口座・預金がある場合には、それらの預金元本を合計
して 1 預金者 1,000 万円までとその利息が保護されます。）
・金利情勢等により、取扱期間中でも適用金利を変更させていただく場合やお取り扱いを終了
させていただく場合があります。
・金利情報等の詳細は、窓口あるいはフリーダイヤル☎0120-201-959（平日 9:00～17:00）また
はＦＡＸフリーダイヤル☎0120-201-580（24 時間受付）までお問い合わせください。
５０万円以上（複数ファンド購入可能です。）

８．購入金額
９．対象ファンド

下記のファンドが対象となります。
（当金庫で取り扱う投資信託のうち、一部のファンドは本商品の対象となりません。）

投資対象資産

ファンド名

運用会社

しんきん日経平均オープン

しんきんアセットマネジメント投信

しんきん JPX 日経４００オープン

しんきんアセットマネジメント投信

しんきん好配当利回り株ファンド

しんきんアセットマネジメント投信

しんきんＳＲＩファンド

しんきんアセットマネジメント投信

しんきん 225 ベア・ファンド

しんきんアセットマネジメント投信

損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称：ぶなの森】

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

ダイワ・バリュー株・オープン【愛称：底力】

大和証券投資信託委託

京都・滋賀インデックスファンド【愛称：京（みやこ）ファンド】

野村アセットマネジメント

ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）

ニッセイアセットマネジメント

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）

三菱ＵＦＪ国際投信

グローバル・ロボティクス株式ファンド（1 年決算型）

日興アセットマネジメント

しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）

しんきんアセットマネジメント投信

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

三井住友アセットマネジメント

ダイワ・インド株ファンド【愛称：パワフル・インド】

大和証券投資信託委託

資

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ヘッジ型）
【愛称：ＮＹドリーム】

三井住友アセットマネジメント

信

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）
【愛称：ＮＹドリーム】

三井住友アセットマネジメント

ニッセイ日本インカムオープン【愛称：Ｊボンド】

ニッセイアセットマネジメント

しんきん公共債ファンド【愛称：ハロー・インカム】

しんきんアセットマネジメント投信

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

三菱ＵＦＪ国際投信

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド【愛称：トリプルエース】

アセットマネジメント One

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド【愛称：ラッキークローバー】

アセットマネジメント One

ＤＩＡＭエマージング債券ファンド【愛称：ライジングネクスト】

アセットマネジメント One

国内

株式

国内外

投

海外

託

国内
国内外
債券
海外
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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）
【愛称：杏の実】

大和証券投資信託委託

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）
【愛称：杏の実（年１回決算型）】

大和証券投資信託委託

世界のサイフ

日興アセットマネジメント

ニッセイ／パトナム・インカムオープン

ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン

ニッセイアセットマネジメント

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】

アセットマネジメント One

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（１年決算コース）
【愛称：ハッピークローバー１年】

アセットマネジメント One

マニュライフ・カナダ債券ファンド
【愛称：メープルギフト】

マニュライフ・アセット・マネジメント

しんきんＪリートオープン（毎月決算型）

しんきんアセットマネジメント投信

しんきんＪリートオープン（１年決算型）

しんきんアセットマネジメント投信

三井住友・グローバル・リート・オープン（３ヵ月決算型）
【愛称：世界ビル紀行】

三井住友アセットマネジメント

三井住友・グローバル・リート・オープン
【愛称：世界の大家さん】

三井住友アセットマネジメント

新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン【愛称：ゼウス】

アセットマネジメント One

新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）
【愛称：ゼウスⅡ（年１回決算型）】

アセットマネジメント One

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

しんきんアセットマネジメント投信

しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）

しんきんアセットマネジメント投信

ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）
【愛称：Ｄ・５１】

大和証券投資信託委託

しんきん世界アロケーションファンド【愛称：しんきんラップ（安定型）】

しんきんアセットマネジメント投信

しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
【愛称：しんきんラップ（積極型）】

しんきんアセットマネジメント投信

クルーズコントロール

アセットマネジメント One

ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
【愛称：ハッピーハーモニー】

アセットマネジメント One

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
【愛称：アメリカン・フロート】

マニュライフ・アセット・マネジメント

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
【愛称：アメリカン・フロート】

マニュライフ・アセット・マネジメント

国内

不動産
(リート)

国内外

海外

国内外
バランス

海外

その他
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10．留意事項

・当金庫で取り扱う投資信託のうち、一部のファンドは本商品の対象となりません。
・投資信託のご購入にあたっては、購入金額から購入時手数料および消費税等を差し引かせてい
ただきますので、購入金額と実際の投資元本は異なります。
また、換金時および運用期間中にも各種手数料等の費用をご負担いただきます。
詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。
・投資信託のご購入にあたっては、「投資信託に関する留意事項」を必ずご確認ください。
・投資信託は預金、保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
・当金庫（登録金融機関）は販売会社であり、投資信託の設定・運用は各運用会社（投資信託委
託会社）が行います。
・投資信託は元本および利回り保証はありません。
・投資信託のご購入時には、買付時の 1 口あたりの基準価額（買付金額）に、最大 3.24％（税込）の申
込手数料、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に対して
最大 0.5％の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料とは別に投資信託の純資産総
額の最大年約 2.376％（税込）を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細
につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。
なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので表示すること
はできません。
・投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響に
より、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、
為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
・投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
・ファンドによっては、換金期間、お取り扱いできない日や大口の換金について制限がある場合
があります。また、金融商品取引所等の取引停止などやむを得ない事情があるときは、ご換金
の申込受付を中止すること等があり、残存口数がファンド所定の口数を下回った場合等には、
信託期間の途中で信託が終了（償還）されることがあります。
・投資信託の取得のお申し込みに関しては、クーリングオフ（書面による契約解除）の適用はあ
りません。
・投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見
書補完書面（投資信託）」等で必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
・当金庫では、個人のお客さまのお申し込みは原則 20 歳以上の方に限らせていただきます。ま
た、借り入れられた資金（他の金融機関での借り入れを含む）を前提とした投資信託のお申し
込みはお断りしていますのでご了承ください。
・当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありませ
ん。

11．苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日の 9 時から 17 時までの間に、営業店または相談室（電話・
ＦＡＸ：0120-355-774）へお申し出ください。
また上記の他にも、営業店窓口に備え付けの「お客様ご意見書」の郵送や当金庫ホームページ
（http://www.chushin.co.jp）上のお問い合わせより、インターネット（24 時間受付）でも
受付をしております。
なお、投資信託に関する苦情等については、日本証券業協会より苦情等の解決業務の委託を受
けた「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（ＡＤＲ ＦＩＮＭＡＣ）」
（電話：0120-64-5005）でも受け付けております。

12．紛争解決措置

京都弁護士会、公益社団法人民間総合調停センターの他、東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会（以下、「東京三弁護士会」という）の紛争解決センター等で紛争の解決を
図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日の 9 時から 17 時まで
の間に、営業店、相談室（電話・ＦＡＸ：0120－355－774）または全国しんきん相談所（電
話：03-3517-5825）にお申し出ください。また、お客さまから、東京三弁護士会に直接お申し
出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ
会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現地調停）、②当該地域の弁護士会に
紛争を移管し、解決する方法（移管調停）もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫相
談室もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせいただくか、東京三弁護士会のホームページ
京都中央信用金庫
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または当金庫のホームページ（http://www.chushin.co.jp）をご覧ください。
受付日時は次のとおりです。
問い合わせ先

受付日時

京都弁護士会

月～金（祝日を除く）

紛争解決センター

9：30～12：00、13：00～17：00

公 益 社 団 法 人 民 間総合

月～金（祝日を除く）

調停センター<大阪>

9：00～12：00、13：00～17：00

東京弁護士会

月～金（祝日、年末年始除く）

紛争解決センター

9：30～12：00、13：00～15：00

第一東京弁護士会

月～金（祝日、年末年始除く）

仲裁センター

10：00～12：00、13：00～16：00

第二東京弁護士会

月～金（祝日、年末年始除く）

仲裁センター

9：30～12：00、13：00～17：00

電話番号
075-231-2378
06-6364-7644
03-3581-0031
03-3595-8588
03-3581-2249

また、投資信託に関する紛争解決については、上記の他にも、金融庁指定の紛争解決機関
「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（ＡＤＲ ＦＩＮＭＡＣ）」
（電話：0120-64-5005）までお申し出いただくことも可能です。

◆定期預金の中途解約利率一覧《表１》
（利率は年利率）
預入期間

3 ヶ月

1年

6 ヶ月未満

解約日の普通預金利率

解約日の普通預金利率

6 ヶ月以上 1 年未満

約定利率×50％

（注）小数点第 4 位以下を切捨てます。
ただし、解約利率が解約日の普通預金年利率を下回るときは、普通預金年利率を解約利率とします。

商号等

：京都中央信用金庫 登録金融機関
近畿財務局長（登金）第 53 号
加入協会：日本証券業協会
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