
平成 30 年 6 月 14 日 

 

「＜あしぎん＞投信スペシャルセミナー」の開催について 

 

足利銀行（頭取 松下 正直）は、お客さまへの資産形成支援の一環として、

「＜あしぎん＞投信スペシャルセミナー」を 4 会場にて開催しますので、下記の

とおりお知らせいたします。 

本セミナーは、関心の高まる「日本株」、話題性のある「近未来テクノロジー」

の投資信託商品について、その魅力と長期的見通しなどをわかりやすく説明いた

します。 

当行は、今後もお客さまに役立つ各種セミナーを企画するなど、さまざまな

情報提供を行ってまいります。 

 

記 

［セミナー開催概要］ 

以 上 

 

 

 

 

名  称 

＜あしぎん＞投信スペシャルセミナー 

日本株式 
近未来テクノロジー 

〈ロボ・ＡＩ・自動運転・５Ｇ〉 

日程・会場 

（詳細【別紙】） 

7月 2日(月)：大田原会場 

7月 4日(水)：宇都宮会場 

7月 3日(火):佐野会場 

7月 9日(月):宇都宮会場 

内  容 
・日本株の魅力について 

・日本株投信での資産形成について 

・話題の近未来テクノロジー＜ロボ・

ＡＩ・自動運転・５Ｇ＞とは？ 

・近未来テクノロジー関連ファンド

への投資について 

講  師 

日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

JP ﾓﾙｶﾞﾝ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

明治安田ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

三井住友ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

三井住友ﾄﾗｽﾄ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

申込方法 

＜当行ホームページ＞、もしくは、セミナー案内チラシ(参加申込書)に

必要事項をご記入のうえ＜支店窓口＞または＜ＦＡＸ＞にてお申し込み

ください。 

ホームページ：http://www.ashikagabank.co.jp/ 

ＦＡＸ：028-625-7628 

参加費用 無 料 

http://www.ashikagabank.co.jp/


【別紙】 

〔開催日時・会場・定員等〕 

※定員になり次第募集終了いたします 

 

テーマ（会場） 日 時 開催場所 定 員 

【日本株式】 

大田原会場 

7 月 2 日（月） 

14：30～16：00 

（開場 14：00） 

那須野が原ハーモニーホール 

（大田原市本町 1-2703-6） 
150 名 

【近未来テクノロジー】 

佐野会場 

7 月 3 日（火） 

14：30～16：00 

（開場 14：00） 

佐野市文化会館 

（佐野市浅沼町 508-5） 
150 名 

【日本株式】 

宇都宮会場 

7 月 4 日（水） 

14：30～16：00 

（開場 14：00） 

栃木県総合文化センター 

（宇都宮市本町 1-8） 
300 名 

【近未来テクノロジー】 

宇都宮会場 

7 月 9 日（月） 

14：30～16：00 

（開場 14：00） 

栃木県総合文化センター 

（宇都宮市本町 1-8） 
300 名 



●参加ご希望の方は「ホームページ」、「支店窓口」または「ＦＡＸ」にてお申込みください。
●各会場とも定員になり次第受付終了となりますので、お早めにお申込みください。
●なお、本セミナーではセミナーでご紹介する商品の勧誘を行うことがあります。
※本セミナーへのお申込みにより取得する個人情報は、セミナーの予約およびその確認以外の目的で利用いたしません。
※セミナーのお問い合わせは、〈あしぎん〉のお取引店まで。

商号　株式会社足利銀行
登録金融機関　関東財務局長（登金）第 43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

日々、新聞やTV等のメディアで取り上げられている「日本株」や
「近未来テクノロジー」についてわかりやすくお伝えするセミナーです。

お申込みについて 会場は裏面をご覧ください。

日本株式
・日本株の魅力について

・日本株投信での
　　　　　　資産形成について

講　　師

日時・会場

〈モデレーター〉
　日興アセットマネジメント
〈パネリスト〉
　日興アセットマネジメント
　JPモルガン・アセット・マネジメント
　明治安田アセットマネジメント
（エンジェルジャパン・アセットマネジメント）

大田原
日時 7月2日（月）

14：30～16：00（開場14：00）
会場 那須野が原ハーモニーホール

小ホール

宇都宮
日時 7月4日（水）

14：30～16：00（開場14：00）
会場 栃木県総合文化センター

サブホール

近未来テクノロジー
〈ロボ・AI・自動運転・5G〉
・話題の近未来テクノロジー
　　〈ロボ・AI・自動運転・5G〉とは
・近未来テクノロジー
　　関連ファンドへの投資について

講　　師

日時・会場

〈モデレーター〉
　日興アセットマネジメント
〈パネリスト〉
　日興アセットマネジメント
　三井住友アセットマネジメント
　三井住友トラスト・アセットマネジメント

佐野
日時 7月3日（火）

14：30～16：00（開場14：00）
会場 佐野市文化会館　小ホール

宇都宮
日時 7月9日（月）

14：30～16：00（開場14：00）
会場 栃木県総合文化センター

サブホール

〈あしぎん〉
投信スペシャルセミナー

参加無料
（事前予約制）

定員150名定員150名

定員300名定員300名



【投資リスク】投資信託は、値動きのある証券（株式、債券など）に投資しますので、市場環境等により基準価格が変動します。なお、新興国の金融市場や政情は一般的に先進国よりも不安定で脆弱
な面があり、先進国市場への投資に比べ、より大幅に価格が変動することがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動による影響も受けます。したがって、元本・分配金は保
証されているものではなく、基準価格の下落により損失を被り、投資元本を下回るおそれがあります。

【費用等】お申込みにあたっては、当行所定のお申込手数料（お申込金額に対し最大3,24％（税込））がかかります。保有期間中は、信託報酬（信託財産純資産総額に対し実質最大年2.1384％（税
込）程度）が日々信託財産から差引かれるほか、監査報酬、有価証券等売買時の売買委託手数料、外貨建資産保管費用、信託事務の諸費用等がかかりますが、これらはファンドにより異なるため具
体的な金額等を表示できません。詳細は各ファンドの「契約締結前交付書面（目論見書・補完書面）」にてご確認ください。また、一部のファンドでは換金時に、信託財産保留額が基準価格から差引か
れます。手数料等の合計額については、お申込金額、保有期間等により異なるため表示することができませんのでご了承ください。

●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。●投資信託は、設定・運用を投信会社が行う商品です。●投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属しま
す。●当行でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。●一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。
平成28年12月6日現在

〈銀行使用欄〉
係　印支店名

ＣＩＦ

受付日

お客さま情報の取扱いについて
○当行は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客さまの個人情報を適正に取扱いたします。
　個人情報の取扱いにつきましては当行のホームページのプライバシーポリシーをご覧ください。
　http://www.ashikagabank.co.jp/policy/privacy.html

電話番号

住　　所
氏　　名

フリガナ

□ 7/2大田原　　□ 7/4宇都宮

◆ 日本株式セミナー

参加希望日 □ 7/3佐野　　　□ 7/9宇都宮

◆ 近未来テクノロジーセミナー

参加希望日

お 申 込 書
ご記入の上、ＦＡＸまたは窓口にてお申込みください。

足利銀行コンサルティング営業部　行　　【ＦＡＸ番号】　028-625-7628
※ＦＡＸ番号はお間違えないようご注意ください。

キ　リ　ト　リ

投資信託のご留意事項

会場のご案内

お申込方法
お申込方法 1
ホームページ

http://www.ashikagabank.co.jp/

お申込方法 2
支店窓口

お申込方法 3
FAX

FAX番号 028-625-7628

【お問い合わせ先】 足利銀行コンサルティング営業部　TEL028-626-0466・0037　担当：茂木・高松
 （受付時間　平日9：00－17：00 ※銀行休業日を除く）

大田原会場
那須野が原ハーモニーホール
小ホール

7月2日（月）

栃木県大田原市本町1-2703-6
0287-24-0880
http://www.nasu-hh.com/

●
大田原市役所

西那須野駅

美原公園●

★

佐野会場
佐野市文化会館　小ホール

7月3日（火）

栃木県佐野市浅沼町508番地5
0283-24-7211
https://www.sano-culture.jp/

宇都宮会場
栃木県総合文化センター
サブホール

7月4日（水）

栃木県宇都宮市本町1-8
028-643-1000
http://www.sobun-tochigi.jp/

宇都宮会場
栃木県総合文化センター
サブホール

7月9日（月）

栃木県宇都宮市本町1-8
028-643-1000
http://www.sobun-tochigi.jp/

東武
佐野
線

佐野駅

●
佐野医師会病院

●
佐野警察署

●
カワチ薬品

栄
公
園★

★

東武宇都宮駅

田
川

JR宇都宮駅

●
市役所

県庁
●

宇都宮
二荒山神社
●　　　

★

東武宇都宮駅

田
川

JR宇都宮駅

●
市役所

県庁
●

宇都宮
二荒山神社
●　　　

※ご来場の際は公共交通機関もしくは周辺の有料駐
車場をご利用ください。

※ご来場の際は公共交通機関もしくは周辺の有料駐
車場をご利用ください。
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