
【手数料及びリスク等について重要な注意事項】 ◯金融商品は、個別の金融商品ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。該当金
融商品の取引契約をされる場合、その金融商品の「契約締結前交付書面」（もしくは目論見書）または「上場有価証券等書面」の内容を十分にお読みいただき、ご理解い
ただいたうえでご契約ください。目論見書等につきましては、岡三にいがた証券本店または支店・営業所等にてお渡ししております。 ◯当広告は岡三にいがた証券
がキャンペーンの内容をご紹介するために作成したものです。 ◯投資信託等は値動きのある商品ですので、キャンペーン期間中のお買付けが必ずしも有利となる
ものではありません。また約定日がお申し込み日の翌営業日となる商品もございますので、当初想定のお買付金額とならない場合があります。お買付金額およびお
買付時期は、ご自身でご判断ください。 ＜投資信託＞ ◯投資信託のお申込みにあたっては、銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます。お申込時に直接ご負
担いただく費用：お申込手数料（お申込金額に対して最大3.85%（税込み））。保有期間中に間接的にご負担いただく費用：信託報酬（信託財産の純資産総額に対して
最大年率2.145%（税込み））。換金時に直接ご負担いただく費用：換金手数料（お申込金額に対して1口当り最大1.1%（税込み））また、信託財産留保金（換金時に適
用される基準価額に対して最大0.5％）。その他の費用：監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が必要となり、商品ごとに
費用は異なります。お客様にご負担いただく費用の総額は、投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、記載することができません（外国投資信託の場合
も同様です）。 ◯投資信託は、国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品ですので、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による、対
象組入れ有価証券の価格の変動によって基準価額が下落することにより、損失が生じるおそれがあります。 ◯投資信託は、組み入れた有価証券の発行者（あるいは、
受益証券に対する保証がついている場合はその保証会社）の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等による、対象組入れ有価証券の価格の変
動によって基準価額が変動することにより、損失が生じるおそれがあります。 ◯上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場合があります。 ◯2037
年12月までの間、復興特別所得税として、源泉徴収に係る所得税額に対して2.1%の付加税が課税されます。 ＜債券＞ ◯債券を募集・売出し等により、または当社
との相対取引により購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。債券は、金利水準、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動による債券
価格の変動によって損失が生じるおそれがあります。債券は、発行体やその他の者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、債券価格
が変動することによって損失が発生するおそれがあり、また、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払い不能の発生または特約による元本の削減等のおそれがあり
ます。 ◯金融機関が発行する債券は、信用状況の悪化により本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行
われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。 ■個人情報の取り扱いについて 
◯ご記入していただいた個人情報は当社にて厳重に管理し、賞品の発送および口座開設のご案内以外の目的では使用いたしません。ご記入していただいた個人情報
は法律に基づいた行政機関や司法機関からの要請があった場合を除き、第三者には提供いたしませ
ん。またご記入いただいた個人情報は、当社の「お客様情報取扱指針」に基づき適切な取り扱いをいた
します。
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店舗一覧

〈対象商品〉 
投資信託・外国債券
※一部除外商品があります

新規資金による対象商品のお買付
100万円を一口として抽選で
現金10万円を12名様へ

※当社証券口座へのご入金

総
額120万円の
現金プレゼント

対象商品を新規資金にて
累計100万円以上お取引いただいた

すべてのお客様へ

豪華賞品を
プレゼント

抽選で
当たる！

もれなく
もらえる！

http://www.okasan-niigata.co.jp
岡三にいがた証券 検索



新規資金による対象商品のお買付
100万円を一口として抽選で
現金10万円を12名様へ

※当社証券口座へのご入金

総
額120万円の
現金プレゼント

対象商品を新規資金にて
累計100万円以上お取引いただいた

すべてのお客様へ

豪華賞品を
プレゼント

◯キャンペーンの対象は、個人のお客さまのみで、法人のお客さまはキャンペーン対象外となります。
◯投資信託等を購入いただくためには、岡三にいがた証券の証券取引口座の開設が必要になります。口座開設のお申込み手続き完了には、口座開設申込書をご記入

いただいてから、通常4-5日かかります。NISA口座の開設には3-4週間程度かかります。
◯新規資金とは、原則としてキャンペーン期間中に対象商品を購入するために、ご入金いただいた現金となります。したがって、期間中のご出金分につきましては

特典の対象外となります。
◯各賞品の写真はイメージ写真であり、実際の賞品と異なることがあります。
◯ダイヤモンドコースとプラチナコースのペア宿泊券に交通費は含まれておりません。

〈対象商品〉	投資信託・外国債券	

◯キャンペーン開催期間の適用はお申し込み日となります。 ◯購入金額は手数料および消費税を含み、邦貨換算したものとします。
◯キャンペーン期間中に数回に分けてお買付いただいた場合は、対象商品の購入金額を合算して判定いたします。
◯投資信託は当社取扱商品の中からノーロード投信・MRF・MMF・公社債投信等を除いたものが対象となります。

概　　要

創業120周年記念

ありがとうキャンペーン
岡三にいがた証券は2019年10月で、創業120周年を迎えさせていただきます。

周年記念として、お客さまへの感謝の気持ちを込めたキャンペーンを開催いたします。
対象商品のお取引金額によるコースの中から、お好きなものをおひとつ、もれなくプレゼントいたします。

2019.10  1　-12  30火 月

ASTALIFTピュアコラーゲン10000

カラダの内側から
10,000mgの低分子
ピュアコラーゲンが
美しさを育みます

湯けむりの宿 雪の花ペア宿泊券（1泊2日）

越後湯沢の大人の湯宿「雪の花」
天然温泉風呂付きの和セミスイートルーム

角上魚類 魚介セット

寺泊漁港「角上魚類」からカニを含む旬の
特撰海産物セット

瓶内二次発酵酒 あわ八海山

繊細な泡を楽しむ
スパークリング日本酒です
フルーティな香りと上品な甘み
爽やかな口当たりをおたのしみ
下さい

シャトーバカラ タンブラー （２客）

ワインの複雑で豊かで、繊細な香りや味わい
を引き出す革新的なコレクション

家族2人用避難セット

置く場所を選ばず、ご家庭の玄関でも違和感
なく設置できます

ダスキン 選んで使える
おそうじギフトカード 2万円分
普段のお手入れでは落としにくい汚れも
プロの技術でスッキリキレイに。

※賞品はイメージとなります。諸事情により、一部賞品の内容が変更になることがございます。

賞品について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◯総額120万円の現金プレゼントは対象商品の新規資金によるお買付け合計金額、100万円を1口として抽選権を付与し、当
選された方には当社証券口座へ入金させていただきます。

◯キャンペーン期間中に新規資金にて、該当商品を2000万円以上お買付いただいたお客さまにダイヤモンドコースよりひと
つ、1000万円以上2000万円未満お買付いただいたお客さまにプラチナコースよりひとつ、500万円以上1000万円未満お
買付いただいたお客さまにゴールドコースよりひとつ、300万円以上500万円未満お買付いただいたお客さまにシルバー
コースよりひとつ、100万円以上300万円未満お買付いただいたお客さまにブロンズコースよりひとつを進呈いたします。

◯対象となるお客さまにはキャンペーン期間終了後、ご希望賞品の確認を担当営業員よりさせていただきます。賞品選択のご案
内は、2020年2月中旬頃を予定しております。

◯賞品の発送は、2020年3月中旬以降を予定しております。
◯賞品の発送等は、賞品発送時点においての登録住所にお送りしますが、宛先住所不明・転居先住所不明等で当社に返戻され

3 ヶ月以上経過した場合は当該権利が無効となる場合があります。
◯各賞品のお届けは調達の都合により遅れる場合があります。
◯メーカーの都合により、品切れ、仕様変更などの場合は、同等商品で対応させていただきます。
◯賞品の金額によっては、課税対象となります。税金に関するご質問は、管轄の税務署等にお問い合わせください。

その他　　　　　　

◯対象となるお取引であって
も、岡三にいがた証券が不
正な口座と判断した場合
にはキャンペーン対象外
となります。

◯本キャンペーンの条件等の
内容は、予告なく変更また
は終了および中止させて
いただく場合があります。

◯本キャンペーンのご利用に
あたって、詳しくは岡三に
いがた証券本店または支
店・営業所等までお問い合
わせください。

○裏面の注意事項等をよく
ご確認ください。

全てのコースのお客様へ  JCBギフトカードからもお選びいただけます。
○ダイヤモンド
○プラチナ
○ゴールド

… 8万円分
……… 4万円分
……… 2万円分

○シルバー
○ブロンズ

……… 1万円分
……… 3千円分

ダイソン Pure Hot＋Cool
空気清浄機能付ファンヒーター
リビング全体の空気を徹底的にきれいにする、
ただひとつの空気清浄ファンヒーター

スワロフスキー NICEネックレス

トレンド感のある洗練されたエレガント
なデザイン

ブリヂストン電動自転車フロンティア

電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめ
たい方に。

西川　エアーマットレス

身体にかかる圧力を
分散させて質の高い
眠りへと誘います

加島屋　三色粕漬 タル6

厳選した海の幸を酒処新潟の酒粕に漬け込
みました

10本セット

720㎖

A6XC49

グレー ピンク

F-895/W-1042

5493404

赤倉観光ホテルペア宿泊券（1泊2日）

伝統と眺望、温泉に恵まれたスパ＆リゾート	

ryugonペア宿泊券（1泊2日）

四季を通じて雪国を感じる宿

エアー 01/BASIC

※「温泉御宿 龍言」は2019年10月にリニューアル致しました
※宿泊に関しては除外日がございます ※宿泊に関しては除外日がございます

抽選で
当たる！

HP00

ホワイト
シルバー

アイアン
ブルー

有効期限：3年

JA特産品

新潟県の特産品を詰め合わせたギフトセット

ショコラボ チョコレートアソート 3種

6種のドライフルーツにチョコをディップした
ドライフルーツチョコレートなどの詰め合わせ

ソニー 4Kブラビア 43型

光を巧みに操り、上質な輝きを実現
4K液晶テレビ

KJ-43X8000G

※宿泊に関しては除外日がございます

藤次郎　三徳包丁

業務用の切れ味と
お手入れの手軽さを
両立した三徳包丁と
カッティングボードの
セット

ブリヂストン電動アシスト自転車
アシスタファインデラックス

電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめ
たい方におすすめ

カラメル
ブラウン

クロツヤケシ
（ツヤ消しカラー）

スパークル
シルバー

マリノ
ブルー

スライヴ マッサージチェアお肌を

充実の機能で
フルマッサージできる
コンパクトサイズ

くつろぎ指定席
Light ホワイト ブラック

CHD-3500

松阪牛すきやき600ｇ

きめ細かな霜降りで、はしで切れる柔らかさ
舌で溶けるまろやかな味わいが楽しめます

タンブラー S

7 種のメニューから
お選びいただけます

course

course course

course

course

2,000万円以上のお取引き

500万円以上 1,000万円未満のお取引き 300万円以上 500万円未満のお取引き

1,000万円以上 2,000万円未満のお取引き

100万円以上 300万円未満のお取引き

ダイヤモンド

ゴールド シルバー

プラチナ

ブロンズ


