
夢おいNaviがはじまりました

応 募 方 法 ▶ 上記の「特典1」、「特典2」のいずれかの条件を満たすお客さまは自動的にエントリーとなります。
プレゼント方法 ▶ 2021年5月下旬に夢おいNaviの口座へ入金します。  ※手続きの都合により前後する場合があります。

開催期間中、「夢おいNavi」で資産運用を開始している方で、
〈特典1〉〈特典2〉の条件を満たすと

　最大3,000円のプレゼント！

キャンペーン
2020.11.11水▶2021.3.31水開催

期間

夢おいNaviとは・・・
資産運用の王道である、「長期・積立・分散」の
資産運用をスマホ1つでカンタンに行えるサービスです。

資産運用を個人で行うには、多くの知識や時間を必要とします。

従来の資産運用では・・・ ●最適なポートフォリオの構築　
●分配金の自動再投資
●自動リバランス 等　すべて自動化

＊1 2021年3月31日（水）までに資産運用を開始するためには、2021年3月31日（水）20:00頃までにリスク許容度の設定と入金を行う必要があります。ログイン後の取引履歴画面に表示される
最初の「購入日」が、2021年3月31日以前のお客さまが対象となります。キャンペーン開始以前に資産運用を開始されているお客さまも、条件を満たした方は対象となります。

＊2 ログイン後の取引履歴画面に表示される最初の「積立」が2021年3月分以前に発生している方が対象となります。なお積立は最低投資額（1万円）以上のご入金後に設定可能となります。
＊3 2021年3月分の「積立」でも入金日が2021年4月1日（木）以降の場合は適用条件である残高には含まれません。
※残高とは、取引履歴画面に表示される入金日が2021年3月31日（水）までの「入金」「クイック入金」「積立」の金額の合計から、出金日が2021年3月31日（水）までの「出金」の金額の合計を差し引いた
金額を指します。　※なお、振込による入金の手数料はお客さま負担になります。

・2021年3月31日（水）までに「夢おいNavi」で
  資産運用を開始している*1 
・2021年3月までに、自動積立を実施している*2

夢おいNavi口座へ入金プレゼント

1,000円

2021年3月31日（水）時点の残高（※）に
応じて夢おいNavi口座へ入金プレゼント

1,000円10万円以上50万円未満

50万円以上 2,000円

2特典

1特典

お申込みは
すべて

オンラインで
完結

・2021年3月31日（水）までに「夢おいNavi」で
  資産運用を開始している*1 
・2021年3月31日（水）時点で10万円以上の
  残高がある*3

下記の２つの条件を達成すると特典1の対象となります下記の２つの条件を達成すると特典1の対象となります

下記の２つの条件を達成すると特典2の対象となります下記の２つの条件を達成すると特典2の対象となります



キャンペーン概要

夢おいNaviに関するリスクと手数料・費用について
●相場変動リスク
お客さまが保有するポートフォリオを構成する国内および海外ETFは、主として株式、債券、コモディティ等を実質的な投資対象とするため、その価格はこれら実質的な投資対象の価格
などに応じて大きく変動し、その結果として損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。

●為替変動リスク
お客さまが所有するポートフォリオを構成する海外ETFに関しては、通貨発行国の金利変化等により生じる外国為替相場の変動を原因とした損失が生じ、また、投資元本を割り込む
場合があります。

●信用リスク
お客さまが所有するポートフォリオを構成する国内および海外ETFが、株式、債券等を実質的な投資対象としている場合、株式や債券等の発行者などの信用状況に変化が生じた場合、
当該投資対象の市場価格の変動によって損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。

●その他リスク
取引所金融商品取引および外国金融商品取引所取引（国内および海外ETF）は、市場で取引が行われるものの、市場環境の変更等により取引に支障をきたし、換金できないリスクが
あります（流動性リスク）。取引するETFの対象国が休日等の場合、そのETFに係る取引が行われないことがあります。

●手数料その他費用の概要
ウェルスナビ株式会社の提供する一連のサービスによりお客さまからもらい受ける運用手数料は、預かり資産に対し最大1.5％（現金部分を除く、年率・税別）です（年365日として
計算）。手数料額は日々の時価評価額に対し計算され計算期間中累計されるため、事前に金額または上限額を表示することができません。また、海外ETF取引に際し、ウェルスナビ
株式会社の定める為替レートが適用されます。海外ETFの取引に際しては、海外の金融商品市場等における公租公課、その他の賦課金が発生します。ご利用の際は、事前に契約締結前
交付書面等を必ずご確認ください。

浜松磐田信用金庫　登録金融機関 東海財務局長（登金）第61号　　ウェルスナビ株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2884号 加入協会：日本証券業協会　一般社団法人日本投資顧問業協会

商品についてのお問い合わせ キャンペーンについてのお問い合わせ

留意事項
●本キャンペーンは事前の予告なしに中止・変更される場合があります。●本キャンペーンにて受け取った現金プレゼントは、課税対象になる場合があります。税に関する詳細は税務署
ならびに税理士などの専門家にお問い合わせください。●自動積立は引き落とし日の8営業日前までに、お申込みいただく必要がございます。●自動積立はご指定の金融機関口座
から引き落とし後、通常3営業日後に夢おいNavi口座に入金されます。そのため、2021年3月分の「積立」でも入金日が2021年4月1日（木）以降の場合は、特典2の適用条件である
2021年3月31日（水）時点の残高には含まれない点にご注意ください。●以下の場合、本キャンペーンの対象外となります。①法人のお客さまの場合や名義貸しや名義借りが判明し
た場合。②現金プレゼントの入金までに、口座解約のお申し出がされている場合。●振込入金の場合、当日の営業時間内に金融機関の入金処理が完了しないなどの理由で、「夢おい
Navi」の口座への反映が翌営業日となることがあります。また、クイック入金の場合、システムのメンテナンスなどにより入金の反映に時間がかかることがあります。●「夢おいNavi」
の口座開設には1週間程度の期間が必要です。●連休中に口座開設をお申込みいただいた場合は、通常より手続きにお時間をいただくことがございます。●ウェルスナビ株式会社の
判断により、口座開設をお断りすることがあります。●浜松いわた信用金庫（以下当金庫）がご案内する「夢おいNavi」は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。お申込みの
際は、必ず以下の内容をご確認くださいますようお願いいたします。①当金庫は、お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結する投資一任契約の締結の媒介および投資一任契約に
基づく取引のために必要な口座開設の媒介を行います。資産の管理・運用はウェルスナビ株式会社が行います。②「夢おいNavi」は、預金ではないため、預金保険制度の対象ではありま
せん。③「夢おいNavi」は、金融商品取引法第37条の6（書面による金融商品取引契約の解除条項）の規定の適用（クーリングオフ）は受けません。④「夢おいNavi」に関するお客さまの
取引内容等については、ウェルスナビ株式会社と共有します。⑤当金庫における本取引が他の取引に影響を与えることはありません。また当金庫における預金・融資等のお取引内容が
本取引に影響を与えることはありません。

商品名

開催期間

対象となる方

対象商品

特典

適用条件

応募方法

プレゼント方法

『夢おいNaviで資産形成キャンペーン』

2020年11月11日（水）～2021年3月31日（水）

上記の「特典1」、「特典2」のいずれかの条件を満たすお客さまは自動的にエントリーとなります。

「特典1」、「特典2」：2021年5月下旬に夢おいNaviの口座へ入金します。
※手続きの都合により前後する場合があります。

『夢おいNavi』をご利用されているお客さま。  ※その他の条件は「適用条件」をご確認ください。

夢おいNavi

特典1 ▶ 1,000円プレゼント
特典2 ▶ 2021年3月31日（水）時点の残高（※）に応じて下記をプレゼント
　　　　 10万円以上50万円未満：1,000円、50万円以上：2,000円
 　　　　※残高とは、取引履歴画面に表示される入金日が2021年3月31日（水）までの「入金」「クイック入金」「積立」の金額の合計から、
　　　 　　出金日が2021年3月31日（水）までの「出金」の金額の合計を差し引いた金額を指します。

特典ごとに下記の条件を達成すると対象となります。 
特典1▶（下記の２つの条件を達成すると特典1の対象となります）
・2021年3月31日（水）までに「夢おいNavi」で資産運用を開始している*1　・2021年3月までに、自動積立を実施している*2 
特典2▶（下記の２つの条件を達成すると特典2の対象となります）
・2021年3月31日（水）までに「夢おいNavi」で資産運用を開始している*1　・2021年3月31日（水）時点で10万円以上の残高がある*3

＊1 2021年3月31日（水）までに資産運用を開始するためには、2021年3月31日（水）20:00頃までにリスク許容度の設定と入金を行う必要があります。
ログイン後の取引履歴画面に表示される最初の「購入日」が、2021年3月31日以前のお客さまが対象となります。キャンペーン開始以前に資産運用を
開始されているお客さまも、条件を満たした方は対象となります。

＊2 ログイン後の取引履歴画面に表示される最初の「積立」が2021年3月分以前に発生している方が対象となります。
＊３ 2021年3月分の「積立」でも入金日が2021年4月1日（木）以降の場合は適用条件である残高には含まれません。

浜松いわた信用金庫  預かり資産管理課

0120-227-115 0120-307-804
くわしくは本支店窓口
またはフリーダイヤルまで
お問い合わせください。



「夢おいNavi」の魅力

夢おいNaviが、あなたの代わりに、すべて自動で資産運用を行います。

手数料は

＊3,000万円を超える部分  年率1.0％（現金部分を除きます（税別））  

1万円からはじめられる
取引ごとの手数料は

0円

１万円からできる。スマホ１つで世界水準の資産運用
世界の富裕層が実践している資産運用を、
夢おいNaviがあなたに代わって実現します！

年率1.5％（税別）
※手数料は預かり資産残高の1.5％のみ
※現金部分を除きます

※運用会社がETFの維持管理のために差し引くETF
保有コスト（年率0.09％～0.13％程度）も実質的
負担となります　※2019年12月現在

６つの質問に答えるだけで
簡単に運用ができる

運用は初めてという方でも、６つの質問に答えるだけ！
ロボアドバイザーが一人ひとりにあったポートフォリオ
をご提案します。

かんたん

忙しくても、運用の中身を見直したい！という方でも、
その時々に最適なポートフォリオに見直します。

時間がなくて運用の見直しが
できなくても大丈夫

べんり

発注や積立、リバランスなどあなたの代わりにすべて
自動で資産運用を行います。

おまかせ
運用プランを設定すれば
後は「夢おいNavi」におまかせ 

当金庫には運用をお手伝いするパーソナルアドバイザーが
います。安心して運用できます。

パーソナルアドバイザーによる
安心サポート

あんしん



夢おいNaviの６つの機能

最適なポートフォリオの
自動構築

世界水準の金融アルゴ
リズムにより、お客さま
に合った資産の組み合
わせ（ポートフォリオ）を
自動で構築。

自動発注
リスク許容度を決定し、
最低投資金額を入金す
ると、最短でその日の
夜に自動でETFを買い
付け。※１

自動積立
毎月同じ額を積み上げ
る「自動積立」で、運用
資金の積み上げを。手
続きはもちろんネット
で完結。

自動リバランス
お客さまのポートフォリオ
を個別にモニタリング。
ポートフォリオが一定程
度崩れた場合などに、
最適な分配になるよう
自動でリバランス。

分配金の
自動再投資

お客さまが受け取った
ETFの分配金は、一定
額以上になると自動で
再投資へ。

DeTAX

自動税金最適化
（DeTAX）

分配金やリバランスに
より生じる税負担が
一定額を超えた場合、
含み損を実現することで、
翌年以降に繰り延べ。
※2 

※1 日本と米国がどちらも営業日の場合、入金日の夜に取引　※２ 自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税を繰り延べることを保証するものではありません

お申込みはすべてオンラインで完結

1 “最短1分で”
運用プランを診断

6つの質問に答えるだけ。
あなたにとって最適な運用プランを
ご提案します。

2 “最短3分で”
Webまたはアプリからお申込み

メールアドレス・本人確認書類などを
登録して、口座開設のお申込みを。
事前に（@wealthnavi.jp）からのメールが受信できる
ようにしてください。

3

※お申込みが集中する時期は、手続きが遅れる場合があります。

“最短2営業日※で”
資産運用を開始

運用期間中、ライフプランをふまえた資産全体を
対面でサポートします。

※運用手数料を引いて計算しています。税金は計算に含まれていません。
※表示の金額や確率はあくまで統計的に計算したものであり、将来のパフォーマンスを保証するものでは
ありません。
※ウェルスナビ株式会社のモデルより推計された期待リターンとリスク水準に基づき、毎月のリターンが
正規分布する前提で将来の資産評価額の分布を予測しています。
※2020年9月時点の夢おいNaviの「リスク許容度3のポートフォリオ」に基づくシミュレーション
です。

「長期・積立・分散」の資産運用は、長く続けることで、
大きなリターンが期待できます。
例えば・・・初期投資額100万円毎月3万円を積み立てると、30年後に
元本1,180万円が50％の確率で約1.8倍の2,157万円以上になります。

資産運用のシミュレーション

100
10年 20年 30年

1,000

2,000

3,000

4,000
（万円）

目標額2,000万円

初期投資額100万円
積立3万円/月

元本1,180万円

30%の確率で
2,751万円
50%の確率で
2,157万円

※「運転免許証」の代わりに「パスポート」、「通知
カード」の代わりに「マイナンバー（個人番号）
が記載された住民票の写し」を利用すること
も可能です。
※本人確認書類の画像は、スマートフォンのカメラ
のほか、デジタルカメラやスキャナー等で読み
取ったものを、「画像ファイル」としてご用意
ください。
※左記の他に、メールアドレスも必要となります。

ま
た
は

運転免許証 通知カード マイナンバーカード
（個人番号カード）

浜松いわた信用金庫
の口座番号

ご用意いただくものご利用
いただける方

20歳以上の方
申込時に、浜松いわた信
用金庫に普通預金口座
をお持ちのお客さま

アプリダウンロードの際には正規アプリストア（Google Play、App Store）からアプリのダウンロードをお願いいたします。
iOS と App Store ロゴは、Apple Inc. の商標です。　Google Play および Google Play ロゴはGoogle LLC の商標です。

※反社会的勢力の申し込みはお断りいたします。　

「夢おいNavi」お申込み 夢おいNaviは夢おいプラスからも
お申込みいただけます。

登録・ログインは「夢おいプラス」でらくらく簡単！
iOSの方はこちら Androidの方はこちら

浜松いわた信用金庫
夢おいNavi

パソコンの
方はこちら▶

スマホの
方はこちら▶

簡単・便利
な

アプリ！




