平成 27 年 4 月 7 日
各

位
株式会社 北洋銀行

「春のセミナー 知って得する資産運用」を開催します

北洋銀行は、平成 27 年 4 月 20 日（月）に「春のセミナー 知って得する資産運用」を開催します。第 1 部では東
進ハイスクール講師の林修氏をお招きし基調講演を行います。第 2 部では NN インベストメント・パートナーズ株式
会社より投資信託「NN 欧州リート・ファンド」の紹介をさせていただきます。皆さまのご来場をお待ちしております。
記
１． 概 要
（１）開催日時

平成 27 年 4 月 20 日（月） 14:00～16:00（開場 13:30）

（２）会

場

札幌グランドホテル 別館 2 階 グランドホール （所在地：札幌市中央区北 1 条西 4 丁目）

（３）内

容

第 1 部 14:00～ 基調講演「いつやるか？今でしょ！」
東進ハイスクール 東進衛星予備校 現代文講師

林 修氏

第 2 部 15:15～ 欧州不動産市場と NN 欧州リート・ファンド（愛称：アビーロード）のご紹介
NN インベストメント・パートナーズ株式会社
リテール営業部 部長
（４）定

員

菅野 晶人氏

300 名（予約制）

２．来場のご案内
（１）別紙参加申込書のお客さま記入欄にもれなくご記入のうえ、お取引店窓口、又は、最寄りの窓口に 4 月 14 日
（火）までにお持ちください。窓口受付後は、当該チラシが入場券となりますので、セミナー会場へは必ずご持参
ください。
（２）セミナー参加費は無料ですが、会場までの交通費は自己負担となります。
以

上

≪投資信託お申込に際してのご注意≫
●投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります）等に投資しますの
で、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受
取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。
●投資信託に係る費用について
ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額をご負担いただきます。
・申込時に直接ご負担いただく費用 ： お申込手数料 お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.24%＜消費税込み＞
・換金時に直接ご負担いただく費用 ： 信託財産留保額

約定日の基準価額に対し最大 1.0%

・信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 ： 信託報酬

純資産総額に対し最大年率 2.16%＜消費税込み＞

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があり
ます。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。
・その他費用 ： 上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。
上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。
投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等で
ご確認ください。
●投資信託は預金商品ではなく、預金保険の対象ではありません。
●当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第３７条の６<書面による解除>）の適用はありません。
●投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内
容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容をご確
認のうえご自身でご判断ください。
株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第 3 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
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講師：アイエヌジー投信株式会社※

リテール営業部 部長

菅野 晶人

2015年

札幌グランドホテル

札幌駅前通

北3条通

北2条通
時計台

13：30 開場 14：00〜16：00

北海道庁
旧本庁舎

中央警察署

定員300名/予約制

札幌駅

北5条手稲通

西七丁目通

月

参加
無料

北1条雁来通

【会場】札幌グランドホテル 別館2階 グランドホール

裏面の参加申込書のお客さま記入欄にもれなくご記入のうえ、お取引店窓口、又は、最寄りの窓口まで
お持ちください。
窓口受付後は、
当該チラシが入場券となりますので、
セミナー会場へは必ずご持参ください。
本案内に記載のセミナーでは、
当行取扱の金融商品について、
ご案内・勧誘させていただく場合があります。
これらの商品等へのご投資に
は、商品ごとに設定された手数料等（投資信託の場合、銘柄ごとに設定された最大3.24％の販売手数料等および信託報酬等の諸経費）
が
必要となります。
また、各商品等には、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なります
ので、
当該商品等の投資信託説明書（交付目論見書）
または、
お客さま向け資料をよくお読みください。

株式会社北洋銀行
登録金融機関 北海道財務局長（登金）第３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

アイエヌジー投信株式会社※
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第300号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会

※アイエヌジー投信株式会社は2015年4月7日付で
「NNインベストメント・パートナーズ株式会社」
に商号を変更する予定です。
これに伴い、同日付で
「ING欧州リート・ファンド」
は、
「NN欧州リート・ファンド」
に名称を変更する予定です。

C

AKIHIKO
SAGA

※
ING欧州リート・ファンド（愛称
：アビーロード）
についてのご留意事項

【投資リスク】

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて外貨建ての不動産投信や株式など値動きのある証券に投資しますので、基
準価額は変動します。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、
これを割込むこともあります。
当ファンドの投資
信託財産に生じた利益および損失は、
すべて受益者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。主なリスク
としては、以下のものがありますが、
これらに限定されるものではありません。
●価格変動リスク ●信用リスク ●為替変動リスク ●カントリーリスク ●流動性リスク ●投資対象に係る留意点

【その他の留意点】

当ファンドのお取引に関しては、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。

【ファンドの費用
（手数料等）
】
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料
信託財産留保額

北洋銀行でご購入の場合 店頭
3.24％
（税抜き3.0％）
北洋投信ダイレクト 2.268％
（税抜き2.1％）
換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.2%です。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用
（信託報酬）
その他費用・
手数料

毎日、信託財産の純資産総額に対して
年率1.1124％
（税抜き1.03％）
投資対象とする投資信託証券の運用管理費用 年率0.58％
実質的に負担する運用管理費用の合計
年率1.6924％
（税込み）程度
①ファンドに関わる信託事務に要する諸費用（監査費用、
目論見書作成費用、運用報告書作成費
用等）
は、純資産総額に年率0.054％
（税抜き0.05％）
を乗じて得た額を上限とします。
②組入有価証券の売買時の売買委託手数料、
ファンドの借入金の利息、借入れの手続きにかかる
費用、信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息等。
③ファンドが投資対象とする投資信託証券における組入有価証券の売買委託手数料、資産を海外
で保管する場合の手数料、法律顧問費用、監査費用。

＊ファンドの費用の合計額については、
ご投資家の皆さまがファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示すること
ができません。
くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）
をご覧ください。

投資信託の運用による損益は、
すべて受益者の皆さまに帰属します。
当ファンドをお申し込みの際は、
投資信託
説明書
（交付目論見書）
をお渡しいたしますので、
必ず詳細をご確認のうえ、
お客さまご自身でご判断ください。
※アイエヌジー投信株式会社は2015年4月7日付で
「NNインベストメント・パートナーズ株式会社」
に商号を変更する予定です。
これに伴い、同日付で
「ING欧州リート・ファンド」
は、
「NN欧州リート・ファンド」
に名称を変更する予定です。

春のセミナー参加申込書
お客さま記入欄
お名前 2名さま以上でお申込みの場合は連名にてご記入願います

ご記入にあたってのご留意事項

連絡先

ご記入いただきましたお客さまの情報は、
今 回 開 催するセミナーの運 営ならびに
資産運用に関する各金融商品のご提案や
ダイレクトメールの発送に利用させていた
だくものであり、それ以外の目的で使用や
第三者への提供はいたしません。

お取引店

銀行使用欄
受付後はコピーを都度、資産運用推進部宛FAXの上、開催日まで保管願います

受付日 平成

年

月

日

押切印

