
2019 年 2 月 22 日 

「〈ひろぎん〉カープを応援しよう！定期預金（愛称：Hiroshima’s Dream）」の 

取扱について 
 

 株式会社広島銀行（頭取 部谷 俊雄）では、「広島東洋カープ（以下、「広島カープ」）の活躍」による

地域社会の盛り上がりを後押しし、活性化に貢献することを目的として、今年も「〈ひろぎん〉カープを

応援しよう！定期預金」の取扱を開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 
【商品の概要】      

名 称 〈ひろぎん〉カープを応援しよう！定期預金（愛称：Hiroshima’s Dream） 

取 扱 期 間 2019 年 3 月 1 日(金)～2019 年 7 月 31 日(水) 

ご利用いただける方 個人のお客さま 

お預入れ対象商品 

スーパー定期・スーパー定期 300 

〔お預入れ期間〕1年 

〔お預入れ金額〕10 万円以上 500 万円以下（1円単位） 
※インターネットバンキングでのお預入れは 1万円単位となります。 

 適 用 金 利 

「広島カープ主催ゲームの観客動員数」及び「広島カープの成績（レギュラー

シーズンの成績）」をもとに、以下の枠組みで金利上乗せを適用いたします。 

  広島カープの成績 

  優勝(※) 
ｸﾗｲﾏｯｸｽ 
ｼﾘｰｽﾞ進出 

4 位以下 

広島カープ 

主催ゲームの 

観客動員数 

165 万人以上 ＋0.10％ ＋0.05％ ＋0.025％ 

165 万人未満 ＋0.05％ ＋0.025％ （上乗せ無し）
 

※クライマックスシリーズに進出のうえ日本シリーズに出場した場合も、「優勝」時の金利

上乗せを適用いたします。 

※中途解約された場合は、当行所定の中途解約利率を適用します。 

その他の特典内容 

【窓口にてお預入れいただいたお客さま】 

・先着 10,000 名さまに「オリジナル折りたたみクッションシート」をプレゼント

【お預入れいただいたお客さま】 

 ・お預入れ金額 10 万円ごとに 1 口の抽選権を付与し、抽選で以下の賞品をプレゼント

・さらに、お預入れいただいたお客さまのうち、取扱期間中に対象金融商品をお取引いた

だいた場合、取引金額10万円ごとに1口の抽選権を追加 

Ａ賞 広島カープ選手・スラィリー直筆サイン入りユニフォーム（レプリカ） 50 名さま 

Ｂ賞 マツダスタジアムでの広島カープ公式戦砂かぶり席（正面砂かぶり）観戦ペアチケット 50 組 100 名さま
 

募 集 総 額 700 億円 ＊募集総額に到達次第、取扱を中止いたします。（予定） 

※詳細については別添のチラシをご参照ください。               

以  上 

  
 
 
 
 
 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社広島銀行 アセットマネジメント部 

℡（082）247－5151（代表）

本商品取扱開始に合わせて、広島東洋カープの選手をお招きし、本店仮店舗 1階エントランスにて、 

セレモニーを開催します。選手が決定しましたら、別途ニュースリリースにて、お知らせします。 

開催日時･･･2019 年 3月 1日（金）13：30～ 



真っ先にご相談いただける「ファースト・コール・バンクグループ」を目指します。 真っ先にご相談いただける「ファースト・コール・バンクグループ」を目指します。

応援宣言
2019

応援宣言
2019

観客動員数と成績によって金利を上乗せ！
さらに、観戦ペアチケットなどが抽選で当たる！
カープの主催ゲーム レギュラーシーズンの

フリーダイヤルをご利用頂けない場合は 082-544-1554（通話料はお客さま負担となります）

ホームページ
ひろぎん 検索 公式アプリ

お問い合わせ先
0120-038-238

または
の窓口

ダイレクトマーケティングセンター

（ただし、大晦日･正月3が日･5月3日～5日は除く）

受付時間 平日 /9:00～21:00 
土･日･祝日 /9:00～17:00

（2019年3月1日現在）1902

2019年

3月1日（金）～7月31日（水）
【取扱期間】

〈ひろぎん〉
オリジナルキャラクター

「ひろくん」

くわしくは
中面を

 ご覧ください！

〈ひろぎん〉
オリジナルキャラクター「ひろくん」
〈ひろぎん〉
オリジナルキャラクター「ひろくん」



2019年 3月1日（金）～7月31日（水）

個人のお客さま

スーパー定期・スーパー定期300
●お預入れ期間／1年　●お預入れ金額／10万円以上500万円以下（1円単位）  
●満期時のお取扱い／自動継続扱い（元金成長型、利息受取型）    
●お取扱い窓口／窓口・インターネットバンキング・テレホンバンキング 
●課税／分離課税（マル優もご利用いただけます）

○中途解約された場合、上乗せ金利は適用されず、当行所定の以下の中途解約利率が適用されます。

700億円  ※募集総額に到達次第、取扱を中止いたします。（予定）

○本商品は、預金保険の対象であり、預金保険の範囲内で保護されます。
○金利情勢等により本商品を内容変更・中止する場合があります。
○この商品について、特に定めのない事項に関しては、定期性預金規定集の共通規定及び自由金利型定期預金（M型）規定により
　お取扱いいたします。店頭にご用意しておりますので、窓口までお問い合わせください。

※インターネットバンキング画面上では、「カープ応援定期」と表示されます。
※インターネットバンキングでのお預入れ金額は10万円以上500万円以下（1万円単位）となります。
※その他にも、インターネットバンキング・テレホンバンキングにてお預入れの場合には、窓口にてお預入れの場合と異なり、お預入れ形式等に制限がありますので、ご注意ください。

※但し、預入日における預入期間6ヵ月の店頭表示金利に90％を乗じた利率は上回らないものとします。
①お預入日から解約日まで6ヵ月未満：解約日の普通預金利率
②お預入日から解約日まで6ヵ月以上：約定利率の50％（小数点第4位切捨て）※

例えば…500万円お預入れいただき、
「0.10％」の上乗せ金利が適用された場合

500万円×（店頭表示金利0.010％＋0.10％）×1年＝5,500円
5,500円－税金1,117円＝4,383円

※上記のお受取利息は概算であり、実際の受取額とは異なる場合があります。　※2019年2月12日時点の店頭表示金利／スーパー定期・スーパー定期300（1年物）：0.010％（税引後0.007％）
※上乗せがない場合のお受取利息…（500万円×0.010％×1年）－税金101円＝399円

税引後お受取利息

税引前利息

お預入れ対象商品

ご利用いただける方

お取扱い期間

募 集 総 額

金 利 計 算

そ の 他

●応 募 資 格

●抽 選 方 法

●抽選実施時期 A賞：2019年8月上旬（予定）。
　　賞品の発送は2019年8月下旬～9月上旬（予定）です。
B賞：右の表のとおりです。

※「クッションシート」プレゼントとは異なり、インターネットバンキング・テレホンバンキングにてお預入れ（ご購入）の
　方も対象となります。
※Ａ賞・Ｂ賞とも、当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※住所変更をお届けされていない場合、賞品のお受け取りができないことがあります。
※Ａ賞とＢ賞の重複当選はありません。　

※取扱期間途中で終了した場合、残りの当選本数について「カープ応援定期預金」へお預入れいただいたみなさまと
対象金融商品のお取引をいただいたみなさまを対象に抽選を実施します。
（抽選日および賞品発送日は取扱終了時点の預入対象期間に該当する日程で行います。）

預入対象期間 賞 品 内 容 抽選日
（予定）

賞品発送日
（予定）

2019年
5月上旬

2019年
7月上旬

2019年
8月上旬

2019年
5月中旬

2019年
7月中旬

2019年
8月中旬

5月下旬～7月中旬までの公式戦の観戦ペア
チケットを、20名（20組40名）にプレゼント

7月下旬～8月中旬までの公式戦の観戦ペア
チケットを、20名（20組40名）にプレゼント

8月下旬～9月末までの公式戦の観戦ペア
チケットを、10名（10組20名）にプレゼント

2019年 3・4月
定期預金お預入れの方

2019年 5・6月
定期預金お預入れの方

2019年 7月 
定期預金お預入れの方
及び期間中に対象金融商品
の取引をされた方

〈ひろぎん〉オリジナルキャラクター「ひろくん」

これを着て 

球場へGO！

※選手のユニフォーム・サインはお選びいただけません。 ※ユニフォームのサイズは全てLサイズとなります。

※試合日はお選びいただけません。観戦ペアチケット

カープ選手・スラィリ－直筆サイン入り 

ユニフォーム（レプリカ）
マツダ スタジアムでのカープ公式戦 正面砂かぶり席

抽選で
当たる！

さらに！

50組
100名さま

B賞

50
名さま

A賞

★定期預金お預入れ日以降、ご購入（お預入れ）金額10万円ごとに1口の抽選権を付与いたします。

投資信託 外貨定期預金 金融商品仲介

お預入れ（ご購入）金額10万円ごとに一口の抽選権を付与し、
自動抽選いたします。

■対象取引日は約定日（預入日）です。　■取扱期間途中で定期預金募集総額に達した場合、金融商品取引の対象は取扱期間終了月の末日までとします。
■対象チャネル：店頭、インターネットバンキング　■対象取引をまたぐ取引金額の合算は行いません。同一対象取引内で、複数の取引を行われた場合、
１取引金額ごとに抽選権を付与いたします。

■投資信託に係るご留意事項
■投資信託のリスク
投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、
損失を被ることがあります。従って、ご投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むことがあります。 
また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンドごとにさまざまな「リスク」があります。
ファンドごとにリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
■投資信託取引に係る諸費用
投資信託のお申込時にはお申込手数料（基準価額に対し最大3.24％［税込／1万口あたり］）、運用期間中には信託報酬（信託財産の純資産総額に対し最大2.2312％
［税込］）やその他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、換金に際して所定の手数料や信託財産留
保額（換金時の基準価額に対し最大1.0％）などをご負担いただく場合があります。
投資信託をご購入の際は、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）及び「投資信託のお申込みにあたって」の内容をよくお読みください。

■外貨預金に係るご留意事項
■外貨預金のリスク
本商品には、為替変動リスクがあります。従って、為替相場の変動により、お受け取りの外貨元利金を円換算すると、当初外貨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。
為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料（例えば、1米ドルあたり2円、1ユーロあたり3円、1英ポンドあたり8円）がかかるため、受取時の円貨額が預入時の
払込円貨額を下回ることがあります。
■外貨預金取引に係る諸費用
円を外貨にする際（預入時）及び外貨を円にする際（引出時）は手数料（例えば、1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1英ポンドあたり4円）がかかります。お預入
れ及びお引出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のTTSレート（預入時）、TTBレート（引出時）をそれぞれ適用します。
10万米ドル相当額以上のお取引の場合は、TTSレート、TTBレートにかかわらず、預入時点の市場実勢為替相場をもとに手数料を含んだ適用相場を別途決定します。
外貨のままお預け入れ、お引き出しの場合には、当行所定の手数料がかかります。

■金融商品仲介業務に係るご留意事項
■金融商品仲介業務で取扱う有価証券のリスク
金融商品仲介業務で取扱う有価証券は、値動きのある商品であり、市場環境の変化や、発行体の財務状況の変化等により、有価証券の価格が下落し、損失を被ることがあり
ます。また、外貨建て資産に投資する場合、為替変動による損失を被ることがあります。従って、お客さまの投資元本は保証されているものではなく、商品により、損失を被り、
元本を割り込むことがあります。
※詳しくは、各商品の契約締結前交付書面や投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
■金融商品仲介業務で取扱う有価証券に係る諸費用
ひろぎん証券で取扱う商品等へご投資いただく場合、投資信託は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただく場合があります。
●外貨建て資産の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、所定の為替手数料がかかります。
■その他の重要事項
広島銀行は、ひろぎん証券と業務委託契約を結び、お客さまとひろぎん証券との証券取引の仲介を行っております。広島銀行は証券取引の勧誘を行いますが、お客さまの証券
口座はひろぎん証券に開設され、お取引はお客さまとひろぎん証券との間で発生します。
●広島銀行の金融商品仲介業務では、ひろぎん証券の本・支店や、他の金融機関でお取引される場合とお取引条件が異なることがあります。また、お取扱いしていない商品や
サービスがあります。●お客さまの属性や取引関係情報は、お客さまが金融商品仲介口座を開設するひろぎん証券と広島銀行で共有します。●お申込みにあたっては、必ず
「目論見書」及び「目論見書補完書面」又は「販売説明書」及び「販売説明書補完書面」をご覧ください。
〈委託金融商品取引業者〉【商号等】ひろぎん証券株式会社　中国財務局長（金商）第20号  　【加入協会】日本証券業協会
■その他のご留意事項
投資信託・外貨定期預金・金融商品仲介業務で取扱う有価証券は、預金保険の対象ではありません。広島銀行で販売する投資信託、仕組債は、投資者保護基金の対象
ではありません。
※詳しくは、各商品の契約締結前交付書面や投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係者、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、お申込みを受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、お申込みを受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
【商号等】株式会社広島銀行  登録金融機関  中国財務局長（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

■上乗せ金利は、お預入れいただいた日から初回満期日までの期間のみ適用されます。満期後は自動継続扱いとなり、継続日における当行所定の店頭表示金利を適用します。

■初回満期日以降は、通常のスーパー定期・スーパー定期300（1年物）としてお取扱いいたします。

※店頭表示金利は店頭またはホームページでもご確認いただけます。 〈参考〉2019年2月12日時点の店頭表示金利／スーパー定期・スーパー定期300（1年物）：0.010％（税引後0.007％）
※お受け取り利息には復興特別所得税が追加課税され、合わせて20.315％の税金がかかります。税引後金利については小数点第3位未満を切り捨てて表示しています。 窓口にてお預入れ

いただいたお客さま

先着10,000名さま先着10,000名さま
カープ×ひろぎんコラボ
クッションシート
プレゼント！

※お一人さまにつき、1つとさせていただきます。
※プレゼントはお預入れ時にお渡しします。

◎カープ優勝※で＋0.05％年率（税引後0.039％）  ◎クライマックスシリーズ進出で＋0.025％年率（税引後0.019％） 
◎4位以下の場合、金利の上乗せはありません。※クライマックスシリーズに進出のうえ日本シリーズに出場した場合も、「優勝」時の金利上乗せを適用いたします。

預入期間1年物
店頭表示金利

預入期間1年物 店頭表示金利

預入期間1年物 店頭表示金利4 位以下

2019年度2019年度カープ主催ゲーム

観客動員数

165万人以上
カープ優勝※

クライマックスシリーズ進出
レギュラー
シーズンの
成績

年率
税引後
0.079％（　 　　）

年率
（税引後 0.039％）

年率
（税引後 0.019％）

＋0.10％

165万人未満の場合

＋0.05％
＋0.025％

観客動員数

※中途解約された場合、抽選権を失効する場合があります。　※住所変更をお届けされていない場合、賞品をお受け取りできないことがあります。

★『　　 カープを応援しよう定期預金』への
お預入れ金額１０万円ごとに一口の抽選権を付与いたします。

金
利
上
乗
せ
の
可
能
性
だ
け
じ
ゃ
な
い
！

抽
選
で
当
た
る
チ
ャ
ン
ス
も
！

右記取引のいずれかを
申込みでチャンスが

ふえる！

さらに！ さらに！

Ａ賞：2019年7月末時点で中途解約済みの場合、抽選の対
象にはなりません。

B賞：右記の各預入対象期間の末日時点で中途解約済みの
場合、抽選の対象にはなりません。

※Ａ賞・Ｂ賞とも金融商品は中途解約済みでも抽選の対象となります。

［投資信託について］
　　　　　　　　　

［外貨定期預金について］
［金融商品仲介について］

◎公社債投資信託、ノーロード型投資信託（償還乗換優遇制度適用を含む）、積立投資信託による買付は対象外となります。
（上記以外の取引であっても、無手数料での購入は対象外です）
◎外国投資信託のご購入金額は、約定日のＴＴＭで換算した円貨金額で判定させていただきます。
（ＴＴＭとは電信仲値相場といい、為替手数料を含まないレートとなります。）
◎ご購入金額は、購入手数料を含んだ金額となります。
◎円貨資金からのお預入れに限定します。
◎〈ひろぎん証券〉金融商品仲介口座での仕組債・外国債券・投資信託のご購入が対象です。
◎外貨建商品の購入金額は約定時のひろぎん証券における為替レートで換算した円貨金額で判定します。
◎〈ひろぎん証券〉投資信託のご購入に関し公社債投資信託、ノーロード型投資信託、MRF、外貨MMFの買付は対象となりません。
（上記以外の取引であっても無手数料でのご購入は対象となりません）
◎預り金、株式の振替取引は対象となりません。
◎〈ひろぎん証券〉金融商品仲介口座でインターネット取引はできません。

ご留意
事   項

対象
取引


