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ライフステージにあわせた商品・サービス

インターネットでいつでも簡単に、
【医療・がん・死亡保障】の保険商品
をお申込みいただけます。

お忙しい方でも、ご自分のペースでじっくりご検討、お申込みいただけます。
ｏお申込みにかかる所要時間は約20～35分(各種書面をお読みになる時間を除く目安)
ｏ医師の審査はなく告知だけでお申込み可能
（健康診断結果等提出の場合有）
ｏ平日２１時までお電話（フリーダイヤル）でお問い合わせが可能
「商品内容を教えてほしい」「操作方法がわからない」等オペレータが丁寧
にお応えします。

普通預金口座もしくは当座預金口座からの自動振替により、投資信託を毎月
一定金額買付けます。
当行が投信積立対象銘柄として選定するファンドの中からお選びいただけます。
複数のファンドをご契約いただくこともできます。●ネット保険だから実現！お手軽で割安な保険料

●インターネットで、
　いつでもカンタンお申込み

「ナント ロビンソン」は時間分散のうまみをたっぷり詰め合わせた〈ナント〉の新しい商品です！

(注)詳細は当行ホームページをご覧ください。(注)詳細は当行ホームページをご覧ください。

購入する
タイミングで

迷わない！

基準価額が
下がっても

心強い！

リスクを
軽減できる！

価格の変動に
一喜一憂しない！

〈ナント〉ネット保険
ナント ロビンソン

コース設定

金　　　額

●積 立 方 法

●対象ファンド

個人のお客さま：１万円以上1万円単位／法人のお客さま：１０万円以上１万円単位

2年 3年 フリー（1年以上1ヶ月単位）1年

期間設定型投資信託

〈ナント〉ネット保険
ナント ロビンソン期間設定型投資信託申込書

不要
審査
不要

ハンコ
不要

現金
不要

〈ナント〉ロビンソンの購入プラン

〈ナント〉DC個人型プラン〈ナント〉DC個人型プラン

予め購入期間を設定することで、投資回数を決めることができます。

平成29年1月から、個人型確定拠出年金（愛称 iDeCo）〈ナント〉
DC個人型プランの取扱いを開始しました。個人型確定拠出年金
は、税制優遇措置が受けられる私的年金制度で、基本的に20歳
以上60歳未満のすべての方にご利用いただけます。

注）詳細は当行ホームページをご覧
　ください。

投資信託の購入・換金・投信積立サービ
スのお取引やお持ちの投資信託の明細
の確認などがインターネットを通じて
パソコンやスマートフォンからご利用
いただけます。

● お申込手数料が窓口に比べ20％割引 （投信積立サービスは除く）
● 24時間365日のご利用が可能
● 電子交付機能により報告書等の書類管理の手間が不要

主な特徴

「LINE@」当行公式アカウント
では、キャンペーンや地域の情
報などを配信しています。今後
も、幅広い世代のお客さまに
より有用な情報を提供してま
いります。

（注）スマートフォン用コミュニケーションアプリ「LINE」はLINE株式会社が提供するアプリです。
「LINE」のご利用設定は、お客さまの判断でお願いします。

「LINE@」当行公式アカウントにて
情報配信中！

〈ナント〉ネットde投信〈ナント〉ネットde投信

お客さまのライフステージにあわせた商品・サービスをご提供しています。

結婚･出産･子育て マイホーム・資産形成 退職後
■総合貯蓄口座
　「受け取る」「支払う」「貯める」
「借りる」という暮らしに役立つ機
能を一つの通帳にまとめました。

■投信積立サービス
　投資信託が初めてという方でも、毎月５千円から無理
なくライフプランにあわせて計画的に投資いただけます。

■積立型定期預金
　一定額を無理なくお積立ていただける商品です。ご
新規時に会員証を発行し、提携会社との各種サービス・
特典等がご利用いただける自動つみたて定期預金「ＰＬＡ
ＮＥＴ」などがございます。
■マイカーローン
　マイカー購入費用をはじめ、車検費用、免許取得関連
費用などにご利用いただけます。

■カードローン“E-PACK”
　お使いみちはご自由。ローンカードでご利用いただける
ほか、インターネットバンキング、モバイルバンキングでも
ご利用いただけます。

■〈ナント〉ダイレクト
　自宅でも外出先でも便利にお取
引できるインターネットバンキング・
モバイルバンキングです。パソコン、
スマートフォン等からご預金の残高
照会や振込・振替が２４時間ご利用
いただけます。

■教育ローン
　お子さまの入学金、授業料な
どの教育資金専用ローンです。ご
利用いただきやすい返済方法をご
選択いただけます。

■各種保険
　病気やけがに備える医療保険、がん保険、万が一の際に遺
されたご家族を支える終身保険、将来の年金準備のための個
人年金保険等をご案内させていただきます。

　平成３０年１月から新たに開始される本制度は、年間４０万円を上
限として非課税枠を最長２０年間利用することができるものです。
当行では、「つみたてＮＩＳＡ」専用ファンドとして、１０ファンド※の
取扱いを予定しています。
※「つみたてＮＩＳＡ」の対象ファンドは、購入時の手数料が無料で運用管理費用
（信託報酬）も低く、長期資産形成に適した商品となっています(平成29年10
月に金融庁より選定されたファンドが対象)。

■ホームローン
　住宅の購入・新築・増改築にご利用いた
だけるさまざまな商品をご用意しています。
◉ホームローン（変動・固定金利選択型）
◉がん保障特約付ホームローン 等

■投資信託・インターネット投信
　多様化するお客さまの資産運用ニーズにお応えするため、
資金の性格や投資の目的に適した商品等を提供させていただ
きます。

■年金定期
　当行で年金お受取り
のお客さまにご利用い
ただける商品で、お一
人さま１００万円まで「１年ものスーパー定期」の店頭
表示レート＋０．２％で運用いただけます。

就職

QRコードリーダーでQRコードを読み込んで登録

「つみたてNISA」

結婚･出産･子育て

　「受け取る」「支払う」「貯める」
「借りる」という暮らしに役立つ機

■信託・相続関連業務
　大切なご資産を次世代に受け継いでいた
だくため、当行がお手伝いをさせていただき
ます。「遺言代用信託」「遺言信託」「遺産整
理業務」の３商品を取り扱っております。

～平成２９年１０月より口座開設受付スタート～
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