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平 成 26 年 2 月 12 日 

各   位 

株 式 会 社  北 都 銀 行 

 

「資産運用セミナー」の開催について 

 
 

株式会社 北都銀行(頭取 斉藤 永吉)では、平成 26 年 2 月 26 日（水）より、「資産運用セミナー」を 
県内 14 会場にて開催いたしますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．セミナー内容 

本セミナーの第 1 部では、当行各支店の支店長が「足もとの投資環境を踏まえた、これからの資産

運用」と題して、インフレへの備え、資産運用の基本的な考え方とＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）

の有効活用について説明いたします。 

 

【第 1部】「足もとの投資環境を踏まえた、これからの資産運用」 講師：別紙ご参照 

【第 2部】「コア運用とサテライト運用の商品紹介」 講師：三井住友ﾄﾗｽﾄ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

 

２．参加費 

   無料 

 

３.お申込み方法 

   【別紙】セミナー開催店舗あてお申込みください。 

   先着順にてお申込みを受け付けいたしますので、あらかじめご了承ください。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《本件に関する問い合わせ先》 

ライフプランアドバイス部 資産運用サービスグループ（担当：鶴田） 

℡ 018-837-1838 
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【別紙】開催日時・会場 

開催日時 会場 第 1部講師 定員

雄勝文化会館（オービオン） 

住所：湯沢市横堀字白銀町 49-1 
平成 26 年 2月 26 日（水） 

13:00～14:00 
電話：0183-52-2121（北都銀行横堀支店）

北都銀行横堀支店長 

小西 暁 
20名

北都銀行六郷支店 
平成 26 年 2月 26 日（水） 

10:30～11:30 
住所：仙北郡美郷町六郷字馬町 78 

電話：0187-84-0435 

北都銀行六郷支店長 

渡辺 幸一 
15名

北都銀行大館支店 
平成 26 年 2月 27 日（木） 

14:00～15:00 
住所：大館市字大町 86 

電話：0186-42-2216 

北都銀行大館支店長 

佐藤 磨 
25名

北都銀行本荘石脇支店 

平成 26 年 2月 27 日（木） 

14:00～15:00 

住所：由利本荘市石脇字田中 138 

   イオンスーパーセンター 

本荘店内 

電話：0184-22-6681 

北都銀行本荘石脇 

支店長 

齋藤 利香 

10名

北都銀行横手駅前支店 
平成 26 年 3 月 4日（火） 

14:00～15:00 
住所：横手市駅前町 1-15 

電話：0182-32-0030 

北都銀行横手駅前支店長

鈴木 泰樹 
15名

北都銀行田沢湖支店 

平成 26 年 3 月 5日（水） 

14:00～15:00 

住所：仙北市田沢湖生保内字街道ノ上

87-3 

電話：0187-43-1151 

北都銀行田沢湖支店長 

赤坂 和仁 
15名

北都銀行新屋支店 
平成 26 年 3 月 6日（木） 

14:00～15:00 
住所：秋田市新屋表町 10-4 

電話：018-828-5000 

北都銀行新屋支店長 

小山 満 
15名

北都銀行牛島支店 

住所：秋田市牛島東六丁目 2-11 

電話：018-835-5421 

北都銀行牛島支店長 

日景 孝明 
10名

北都銀行大曲プラザ支店（※） 
平成 26 年 3 月 7日（金） 

14:00～15:00 
住所：大仙市和合字坪立 177 

（イオンモール大曲１F） 

電話：0187-62-8910 

北都銀行仙北支店長 

幸野 由紀子 
10名
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開催日時 会場 第 1部講師 定員

北秋田市交流センター 

住所：北秋田市材木町 2-2 
平成 26 年 3月 10 日（月） 

14:00～15:00 
電話：0186-62-1352（北都銀行鷹巣支店）

北都銀行鷹巣支店長 

中村 美浩 
15名

北都銀行将軍野支店 

住所：秋田市将軍野東一丁目 7-20 

電話：018-846-5641 

北都銀行将軍野支店長 

妹尾 淳 
10名

セントラル合川 

住所：北秋田市新田目字大野 80-1 

平成 26 年 3月 11 日（火） 

14:00～15:00 

電話：0186-78-3577（北都銀行合川支店）

北都銀行合川支店長 

備前 千年 
15名

北都銀行川元支店 
平成 26 年 3月 12 日（水） 

14:00～15:00 
住所：秋田市川元むつみ町 7-13 

電話：018-823-8267 

北都銀行川元支店長 

佐藤 学 
20名

北都銀行秋田南支店 
平成 26 年 3月 13 日（木） 

14:00～15:00 
住所：秋田市仁井田本町五丁目 8-25 

電話：018-839-3355 

北都銀行秋田南支店長 

佐藤 節 
15名

   (※)大曲プラザ支店、仙北支店共催：ご予約・お問い合わせは大曲プラザ支店の他 

     仙北支店（住所：大仙市高梨字田茂木 90、電話：0187-62-6611）でも受付けしております。 

 

（次ページも必ずお読みください）  
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投資信託に関するご留意事項 

（１） 投資信託は預金ではありません。したがって預金保険の対象ではありません。 

（２） 投資信託は元本保証、利回り保証のいずれもありません。 

（３） 当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。 

（４） 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社、信託財産の管理は信託銀行が

行います。 

（５） 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。 

（６） 投資信託はその信託財産に組入れられた株式、債券、REIT などの価格変動、金利変動、為

替相場の変動、有価証券の発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額が下落す

ることにより投資元本を割り込むおそれがあります。これらのリスクはお客さまご自身が

負担することになります。 

（７） 北都銀行で取扱いの投資信託における手数料の概略は次のとおりです。お客さまには以下

の費用をご負担いただきます。投資されるファンドの手数料の詳細については、当該ファ

ンドの投資信託説明書（交付目論見書）・目論見書補完書面でご確認ください。 

お申込手数料 

（税込） 

基準価額に対して 3.150％を上限とする率を乗じて得

た額とします。（お申込時に直接ご負担いただきます。）

お申込手数料＝お申込口数×基準価額／10,000 

       ×手数料率 
購入時 

追加設定時 

信託財産留保額 

状況によって変動するため、事前に料率、上限 

等を表示することができません。 

信託報酬 

（税込） 

信託財産の純資産価額に対して、年率 2.1％程度 

を上限とする率を乗じて得た額とします。信託財産でご

負担いただきます。（保有期間中に間接的にご負担いた

だきます。） 

保有時 

その他費用 

監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外

国で保管する場合の費用等は信託財産でご負担いただ

きます。（保有期間中に間接的にご負担いただきます。）

※その他費用については、保有期間、運用状況等により

変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことが

できません。 

信託財産留保額 
基準価額に対して 0.5％を上限とする率を乗じて得た

額とします。（換金時に直接ご負担いただきます。） 換金時 

換金手数料 ありません。 

    

   株式会社北都銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第 10 号 

   加入協会：日本証券業協会 

                                        


