
（スーパー定期１年もの元金自動継続式）

ジャンボ宝くじ
継続時の ジャンボ宝くじを

プレゼント!!
スーパー定期１年もの

定期預金金額１００万円につき5枚のジャンボ宝くじを進呈します!!

店頭表示金利

定期預金の内容定期預金の内容

＊店頭表示金利は金融情勢により変更することがあります。

対 　 　 象 日本国内に住所を有する満20歳以上の個人の方
期 　 　 間

預 入 方 法

払 戻 方 法

利 　 　 息

税 　 　 金

中 途 解 約

備 　 　 考

1年 元金自動継続式（ご継続後も引き続き宝くじを進呈します）
預入方法

預入金額

満期日以後に一括して払い戻します。

適用金利

一括してお預け入れいただきます。
一口  100万円・200万円・300万円の3コース
お一人様何口でも組み合わせてお申し込みいただけます。

付利単位を1円とした1年365日とする日割計算です。

固定金利。新規預入時（継続時）のスーパー定期1年もの
店頭表示の利率

利払い

計算方法
お受け取りになる利息には源泉分離課税20％（国税15％、地方税5％）がかかります。
ただし、2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受け取りになる利息
には、復興特別所得税（0.315％）が付加されることにより、源泉分離課税20.315％
（国税15.315％、地方税5％）がかかります。

お取引に関する詳細につきましては、同封の取引規定集をご覧ください。

満期日以後に一括してお支払いします。
夢ふくらむ支店普通預金口座へご入金させていただきます。

・この預金は、原則として中途解約はできません。1年間お預けいただく契約に基づき、
すべてのお客さまに同条件のもとで景品の設定をしていますので、中途解約などの
場合は宝くじの進呈を中止することがあります。
・この預金は、預金保険制度による保護の対象となります（ただし、1預金者につき最
高1,000万円までの元金とその利息が対象となります）。
・マル優のお取り扱いはできません。
・自動継続式定期預金ですので、ご継続の場合はお手続きは不要です。（満期時の受取
利息は夢ふくらむ支店の普通預金口座へご入金させていただきます）

満期日前に解約する場合は、お預け入れ期間に応じた期限前解約利率により計算した
利息とともにお支払いします。
・6ヵ月未満・・・解約日における普通預金の利率
・6ヵ月以上1年未満・・・約定利率×50％

自動継続後のお取り扱い

夢ふくらむ
支店

限定商品

スーパー定期１年もの
店頭表示金利

（スーパー定期１年もの元金自動継続式）

0.20％
（ス 定期 年もの元金自動継続式）

継続時の スーパー定期１年もの

＊店頭表示金利およびプラス金利は金融情勢により変更することがあります。

店頭表示金利 0.20％
自動継続後のお取り扱い

定期預金の内容
対 　 　 象 日本国内に住所を有する満20歳以上の個人の方
期 　 　 間

預 入 方 法

払 戻 方 法

利 　 　 息

税 　 　 金

中 途 解 約

備 　 　 考

1年 元金自動継続式
預入方法

預入金額

預入単位
満期日以後に一括して払い戻します。

適用金利

一括してお預け入れいただきます。
一口100万円以上1,000万円以下
お一人様何口でもお申し込みいただけます。
10万円単位

付利単位を1円とした1年365日とする日割計算です。

固定金利。新規預入時（継続時）のスーパー定期1年もの店頭表示
の利率に当金庫の定める利率を付加した利率

利払い

計算方法

満期日以後に一括してお支払いします。
夢ふくらむ支店普通預金口座へご入金させていただきます。

・この預金は、原則として中途解約はできません。
・この預金は、預金保険制度による保護の対象となります（ただし、1預金者につき最
高1,000万円までの元金とその利息が対象となります）。
・マル優のお取り扱いはできません。
・自動継続式定期預金ですので、ご継続の場合はお手続きは不要です。（満期時の受取
利息は夢ふくらむ支店の普通預金口座へご入金させていただきます）

お受け取りになる利息には源泉分離課税20％（国税15％、地方税5％）がかかります。
ただし、2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受け取りになる利息
には、復興特別所得税（0.315％）が付加されることにより、源泉分離課税20.315％
（国税15.315％、地方税5％）がかかります。
満期日前に解約する場合は、お預け入れ期間に応じた期限前解約利率により計算した
利息とともにお支払いします。
・6ヵ月未満・・・解約日における普通預金の利率
・6ヵ月以上1年未満・・・約定利率×50％

お取引に関する詳細につきましては、同封の取引規定集をご覧ください。

夢ふくらむ
支店

限定商品

スーパー定期１年もの
店頭表示金利
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宝くじについての注意事項

進呈する宝くじは、当金庫にて保護預かりとさせていただきます。
お客様には「宝くじ番号」を記載した「番号通知ハガキ」を郵送することでお知らせします。
宝くじの現物はお取り扱いいたしませんのでご了承ください。
（宝くじの保護預かり業務は、株式会社みずほ銀行に委託します）

宝くじの当せん金について宝くじの当せん金について

☆当せん金は、原則として抽せん日から１ヵ月以内に、お客様の「夢ふくらむ支店」の普通預金
口座へ自動入金させていただきます。ただし、当せんの通知はいたしません。

☆宝くじのはずれ券は、毎年９月２日に行われる「宝くじの日記念お楽しみ抽せん」（敗者復活戦）
の対象となります。

宝くじ券紛失の心配がありません！！
宝くじ券の現物はお取り扱いせず、宝くじの番号を
記載した「番号通知ハガキ」をお送りします。
（進呈する宝くじは連番くじのみとなり、バラくじの
お取り扱いはいたしませんのでご了承ください）

当せん金はお客様の「夢ふくらむ支店」普通預金
口座へ自動入金で楽々お受け取り♪♪

お一人様何口でも組み合わせて
お申し込みいただけます

「夢ジャンボ」で進呈する
   宝くじについて

☆「ジャンボ宝くじ」はお預け入れいただく定期預金の金額に応じて進呈 ☆
☆「夢ジャンボ」は、上記３コースからお選びください。☆
☆ お一人様何口でもお申し込みいただけます ☆
☆ 進呈する宝くじは、《連番くじ》となります ☆

宝くじの進呈基準日＆お届け予定時期宝くじの進呈基準日＆お届け予定時期

「夢ジャンボ」のコース内容「夢ジャンボ」のコース内容

☆宝くじは、上記に定める毎年の基準日現在に「宝くじつき定期預金」のお預け入れをされて
いるお客様に進呈します。

☆基準日が当金庫の窓口休業日にあたる場合は、前窓口営業日を基準日といたします。
☆基準日以前に当該定期預金を解約された場合は、解約日以降到来する宝くじお受け取りの権
利は消滅いたします。

☆「夢ジャンボ」の定期預金は、お預け入れの日によって最初にお届けするジャンボ宝くじの
種類は変わりますが、定期預金をいつお預けいただいても満期までにお届けするジャンボ宝
くじの種類・枚数に変わりはありません。

宝くじの
種類と枚数

※進呈する宝くじの下1桁の数字は、0～4または5～9の連番となります。

ドリームジャンボ
（4月上旬頃発売）
サマージャンボ

（７月中旬頃発売）

年末ジャンボ
（１１月下旬頃発売）

１年間合計枚数 5枚 10枚 15枚

5枚 5枚 5枚

5枚 5枚

5枚

100万円 200万円 300万円お預け入れコース（１口の定期預金の金額）

3月３1日

６月３０日

１０月３１日

ドリームジャンボ

サマージャンボ

年末ジャンボ

4月下旬頃

７月下旬頃

１２月上旬頃

基準日 番号通知ハガキ
お届け予定時期宝くじの種類
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宝くじについての注意事項

進呈する宝くじは、当金庫にて保護預かりとさせていただきます。
お客様には「宝くじ番号」を記載した「番号通知ハガキ」を郵送することでお知らせします。
宝くじの現物はお取り扱いいたしませんのでご了承ください。
（宝くじの保護預かり業務は、株式会社みずほ銀行に委託します）

宝くじの当せん金について宝くじの当せん金について

☆当せん金は、原則として抽せん日から１ヵ月以内に、お客様の「夢ふくらむ支店」の普通預金
口座へ自動入金させていただきます。ただし、当せんの通知はいたしません。

☆宝くじのはずれ券は、毎年９月２日に行われる「宝くじの日記念お楽しみ抽せん」（敗者復活戦）
の対象となります。

宝くじ券紛失の心配がありません！！
宝くじ券の現物はお取り扱いせず、宝くじの番号を
記載した「番号通知ハガキ」をお送りします。
（進呈する宝くじは連番くじのみとなり、バラくじの
お取り扱いはいたしませんのでご了承ください）

当せん金はお客様の「夢ふくらむ支店」普通預金
口座へ自動入金で楽々お受け取り♪♪

お一人様何口でも組み合わせて
お申し込みいただけます

「夢ジャンボ」で進呈する
   宝くじについて

☆「ジャンボ宝くじ」はお預け入れいただく定期預金の金額に応じて進呈 ☆
☆「夢ジャンボ」は、上記３コースからお選びください。☆
☆ お一人様何口でもお申し込みいただけます ☆
☆ 進呈する宝くじは、《連番くじ》となります ☆

宝くじの進呈基準日＆お届け予定時期宝くじの進呈基準日＆お届け予定時期

「夢ジャンボ」のコース内容「夢ジャンボ」のコース内容

☆宝くじは、上記に定める毎年の基準日現在に「宝くじつき定期預金」のお預け入れをされて
いるお客様に進呈します。

☆基準日が当金庫の窓口休業日にあたる場合は、前窓口営業日を基準日といたします。
☆基準日以前に当該定期預金を解約された場合は、解約日以降到来する宝くじお受け取りの権
利は消滅いたします。

☆「夢ジャンボ」の定期預金は、お預け入れの日によって最初にお届けするジャンボ宝くじの
種類は変わりますが、定期預金をいつお預けいただいても満期までにお届けするジャンボ宝
くじの種類・枚数に変わりはありません。

宝くじの
種類と枚数

※進呈する宝くじの下1桁の数字は、0～4または5～9の連番となります。

ドリームジャンボ
（4月上旬頃発売）
サマージャンボ

（７月中旬頃発売）

年末ジャンボ
（１１月下旬頃発売）

１年間合計枚数 5枚 10枚 15枚

5枚 5枚 5枚

5枚 5枚

5枚

100万円 200万円 300万円お預け入れコース（１口の定期預金の金額）

3月３1日

６月３０日

１０月３１日

ドリームジャンボ

サマージャンボ

年末ジャンボ

4月下旬頃

７月下旬頃

１２月上旬頃

基準日 番号通知ハガキ
お届け予定時期宝くじの種類
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