
i DeCoの「税制メリット」は裏面に！

来年1月からは、ほとんどの現役世代にとってiDeCoも選択肢に。

老後も安心できる資産づくり、始めましょう。

ライフプラン 老後の資産形成を考えよう

ライフプラン
老後の資産形成を考えよう
◎十六銀行アプリに
　「スマートフォン通帳機能」が新登場!

◎ウィンターキャンペーンのお知らせ

◎じゅうろく たまるンバ劇場

　公的年金に上乗せして給付を受けることができる個人型確定拠
出年金は、「401k」や「個人型DC」と呼ばれていますが、平成28年9
月に「iDeCo（イデコ）」という愛称が決定しました。これまで、
加入資格は自営業者の方などに限られていましたが、2017年1月
から、ほとんどの現役世代（20歳以上～60歳未満）の方に適用され
るようになります。この機会に、老後も安心して暮らせる資産づくり
を考えてみませんか。

■iDeCoのイメージ

60歳以上でも、二人以上の世帯で毎月24万円から
29万円程度の生活費が必要といわれています。
公的年金だけでは、十分とは言えない場合もあるようです。

老後は年金があるから安心なのでは?Q 
A 

年　金

一時金
20歳以上～60歳未満

ほとんどの
現役世代

60歳以降

口座を開く金融機関、金融商品を選ぶ 受取方法を選ぶ iDeCoの給付は3種類あります。

■60歳以上の世帯の家計収支イメージ

■2017年1月からの、加入者ごとの
　年金上乗せイメージ

※1　家計調査報告書（家計収支編）　総務省統計局　平成28年2月16日　
※2　知っておきたい年金のはなし　厚生労働省・日本年金機構　平成27年2月作成

世帯ごとの
毎月の家計支出※1

▼老齢年金の受給（月額）※2

60～69歳

70歳以上

289,289円

239,454円 ※1　iDeCoと重複して加入することができます。
※2　企業型確定拠出年金を実施している企業は、
　　  規約でiDeCoの加入を認めている場合のみ
　　  加入できます。

自営業者や
その家族、学生など 専業主婦など

企業年金などに加入
していない会社員の方

 企業年金に加入している
会社員・公務員・
私学共済加入の方

厚生年金保険

老齢給付金

障害給付金

※「老齢給付金」は原則60歳から給付請求が可能です。
※受け取る金額は運用次第で変わります。また、受給開始年齢は通算加入者等期
間によって異なります。

死亡一時金 一時金

5年から20年の
有期年金または
一時金

国民年金（基礎年金）

厚生年金基金、
企業型確定拠出年金などの

企業年金※2

”ほっこり””ほっこり”プレゼント冬の

”ほっこり
”

”ほっこり
”

冬の

国民年金
基金※1

約221,000円約221,000円

金融機関

運営管理機関
受付金融機関

老齢基礎年金
約65,000円
（40年納付）

老齢厚生年金
約91,000円

老齢基礎年金
約65,000円
（40年納付）

老齢基礎年金
約65,000円
（40年納付）

老齢基礎年金
約65,000円
（40年納付）

夫が厚生年金・
妻が国民年金の夫婦例

夫

妻

国民年金の夫婦の例

夫

妻

約130,000円約130,000円
標準的な厚生年金の額、

40年納付（ ）

現在、加入できる方
2017年1月から新たに加入できる方

100名さまに当たる！

公的年金だけ
では

足りない！

税  制  優  遇

じゅうろくの“いま”、あなたの“ 未 来 ”。
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● ご 応 募 締 切

※個人のお客さまを対象とさせていただきます。 ※東京・大阪支店を除きます。 ※抽選は応募締切終了後に当行にて厳正に行います。 ※抽選の結
果発表は、プレゼントの発送に代えさせていただきます。なお、プレゼントの発送は平成29年1月頃を予定しています。 ※お預かりした個人情報につき
ましては、プレゼントの発送に利用させていただくほか、各種商品・サービスの研究や開発に利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。 
※ご応募はお一人さま1回限りとさせていただきます。

必要事項、ご意見・ご感想をご記入のうえ、店頭にてご応募ください。
（クイズの回答記入欄は表面にあります）

●｢じゅうろくNEWS！｣ はどちらでもらわれましたか？ （ ■□に✓をつけてください ）

●興味を持たれた記事 

■□ 老後の資産形成を考えよう
■□ 十六銀行アプリに
　「スマートフォン通帳機能」が新登場! 

■□ ウィンターキャンペーンのお知らせ
■□ じゅうろく たまるンバ劇場
■□ プレゼント

■□ 窓口　     ■□ ATMコーナー　     ■□ 得意先係

● ご 応 募 方 法

平成28年11月30日（水）

必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い ●「じゅうろくNEWS！」のご意見・ご感想をお聞かせください。

お名前 年 齢 才

性 別 男 ・ 女電話番号 ー ー

●ご利用いただいている預金口座をご記入ください。
口座
番号支店名 支店

●預金種目 （ いずれかの□に必ず✓をつけてください ）
　□普通・貯蓄預金　　□定期預金　　□その他（　　　　　　　　　　）預金

◯から！木12 1月 日

※詳しくは、12月1日から店頭で配布予定のチラシをご覧ください。※内容・開始日などは変更になる場合がありますのでご了承ください。

いつもご愛顧いただいているお客さまに
感謝の気持ちを込めて。
今年も、ウィンターキャンペーンの
季節がやってきます。
じゅうろくのお店で、プレゼントなどを
ご用意しています。
ご来店を心よりお待ちしています。

じゅうろく

ライフプラン 老後の資産形成を考えよう

掛　金

運　用

受取り

掛金所得控除

運用益非課税

公的年金等控除・退職所得控除

iDeCoは加入者ごとに掛金の上限が異な
り、加入時や口座管理に手数料がかかる
など、いくつかの注意ポイントがあります。
十六銀行ではiDeCoを詳しく
解説したパンフレットを用意し
ていますので、店頭でお気軽
にお問い合わせください。

税制メリットを生かした老後の資金づくり

iDeCoには、大きく3つの税制優遇があります。

耳よりNEWS

1

2

3

・ご利用方法など、詳しくは十六銀行のホームページをご覧ください。

毎月支払う掛金は全額「所得控除」の対象となり、
その年の所得税や翌年の住民税が安くなります。

iDeCoを引き出すことができるのは原則60歳以降。
その間の運用による利益はすべて非課税になります。
（通常の源泉分離課税は20.315%）

運用してきたお金を年金として受け取る場合は「公的
年金等控除」、一時金として受け取る場合は「退職所
得控除」が適用されます。

新登場!!
十六銀行アプリに

242424242424最大 ヶ月分の入出金明細が確認できます!
入出金明細を最大24ヶ月分保存※でき
るようにしました。
入出金明細には、メモ機能にて文字入
力が可能。画像も添付できます。
※本機能を初めて使用された月の、前月分から
　保存を開始します。

通帳の表紙画像は、お客さまのスマー
トフォンに保存されている画像に自由
に変更できます。

■ご利用方法
はじめての方➡スマートフォンにQRコードを読
み込んで「十六銀行アプリ」をインストールしてく
ださい。
インストール済みの方➡QRコードを読み込んで
アップデートしてください。

AndoroidアプリiPhoneアプリ表紙

明細

iDeCoは将来の資金づくりに限定された
制度。そのため、60歳以降でないと引き
出せませんが、その分、所得控除などが
充実しているのが大きなポイント。
通常の積立タイプの預金や保険、投資信
託に比べても税制メリットが大きい制度
です。

インターネットバンキング「J-ダイレクト」をご利用で、
メールアドレス登録済みの個人のお客さまが対象です。

「スマートフォン通帳機能」「スマートフォン通帳機能」「スマートフォン通帳機能」「スマートフォン通帳機能」「スマートフォン通帳機能」「スマートフォン通帳機能」

じゅうろくの
ホームページで
毎月更新
されるよ。

ホームページの
このバナーを
クリック!
忘れずに

チェックしてね!!
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