
ＳＭＢＣパーク 栄

三井住友銀行アプリにてセミナー情報通知
アプリをダウンロードいただくと、セミナー情報がスマート
フォン等に通知されるようになり便利になります。
（受信にあたっては、通知設定項目の「キャンペーン情報」を
「はい」に設定してください）

https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pc/smnSearchList.do?branch_code=8041

WEB 夜間・休日も予約可能 上記URLまたはQRコードからセミナー予約画面が開きます

※WEB予約において「利用者ID」をご利用いただく際は、予約画面「口座
番号②」欄に口座番号に代えてID番号をご入力ください。
この場合、「店番号①」は空欄としてください。

※パスワードとは、セミナーご予約確認、キャンセルのときのみ使用するも
のです。都度、半角英数字、5文字以上11文字以内で入力してください。

ここをクリック▼

専用画面より必要事項を
ご入力いただくことで
ご予約できます

ＷＥＢ予約が便利です

〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目25番20号
【営業時間】平日／9:00～17:00 土曜日／10:00～17:00 日曜日・祝日／休業

ＳＭＢＣパーク 栄

※ 12月31日～1月3日、5月3日～5月5日を除きます。
※臨時休業する場合がございます。
※ SMBCパーク 栄には、入出金、振込、税金、両替等、
各種お手続をお取り扱いする窓口は設けておりません。
各種お手続は、お近くの支店をご利用ください。

【ホームページ】

http://www.smbc.co.jp/kojin/tenpo/jouhou/benri/sakae/index.html
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このほか、幅広い分野のセミナー、コンサート等のイベントを開催します。くわしくは、中面をご覧ください。セミナー情報は当行ホームページにも掲載しています。

[今月の注目セミナー・イベント情報] ◎参加費無料 ◎事前予約制

A-3
A-4

5月19日[水]
13:30～14:30

5月 のおすすめイベント

世界経済・マーケットのポイントと、これからの時代の資産運用【前編】【後編】
アムンディ・ジャパン株式会社 リテール営業支援部 セールス プロモーター 小東 純也 氏

今できることが、ここにある。
表紙写真／SMBCパーク栄 セミナーガーデン

名古屋第二赤十字病院 消化器・消化管内科 山田 智則 氏講 師

今や日本人の2人に1人が‘がん’にかかり、3人に1人が‘がん’で死亡するといわれて
います。 特に胃や大腸の‘がん’は健診やドックを契機に発見されることが多く、
他の‘がん’と比較して「治せる病気」になっています。

ドックや健診で要精密検査といわれたら【前編】【後編】
E-1
E-2

内容：セミナー

5 11 火

13:30～14:00

14:00～14:30

前編

後編

※E-1とE-2は、2件で1件と見なします

講 師 名古屋第二赤十字病院 総合内科 横江 正道 氏

発熱はごくありふれた症状ですが、何日も続くと心配ですよね。
薬飲んだのに治らない診断がわからないというとき、
今回のセミナーが少しでもお役に立てるかもしれません。不明熱のお話をします。
※E-3とE-4は、2件で1件と見なします

熱が3日も4日も続いて、とても心配。
不明熱と言われたら【前編】【後編】

E-3
E-4

内容：セミナー

5 20 木

13:30～14:00

14:00～14:30

前編

後編

甘く芳醇な香りのトカイ貴腐ワインは、
中世からの貴族Degenfeld家によって伝統と技術改革を
進め、最高級品質のワイナリーとして欧州のコンテストで
高く評価されております。伝統的な製法を守る貴腐ワインを、
ハンガリーの歴史とあわせてご紹介いたします。

抽選
セミナー

※当行お預かり残高
1,000円以上限定

※ご希望により試飲をしていただけますので車での来場はご遠慮ください
※F-1とF-2は、原則セットでお申し込みください

講 師 GROF DEGENFELD JAPAN CEO 寺田 敏夫 氏

※写真はイメージです

「幻のワイン・王様のワイン」【前編】【後編】
～ルイ14世が讃したハンガリートカイの貴腐ワイン～

F-1
F-2

内容：セミナー

5 10 月

13:30～14:00

14:00～14:30

前編

後編

https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pc/smnSearchList.do?branch_code=8041&link_id=pske_oiOTI2007001


⚫ご予約は、WEBまたはお電話にて承ります。
⚫セミナー・イベントを欠席される場合は、事前に必ずご連絡ください。なお、ご連絡なしでの
欠席やキャンセルが度重なるお客さまは、今後のご予約をお断りする場合や、抽選口数に
影響する場合がございます。

⚫当日のお持物は、基本的にはございません。

電話でのご予約
※ 臨時休業する場合がございます。
※ 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

平日 9：00 ～ 17：00
（お問い合わせ）

電話受付時間

0120‐005‐481
⚫駐車場はございませんので、公共交通機関でお越しください。
⚫受付はセミナー開始30分前より3分前までに済ませて、ご着席いただきますよう
ご協力お願いいたします。なお、セミナー開始後の受付・入室はできません。
また途中退席はご遠慮ください。

https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pc/smnSearchList.do?branch_code=8041
【WEB】夜間・休日も予約可能 下記ＵＲＬまたはＱＲコードからセミナー予約画面が開きます。ＷＥＢからのご予約 パーク 栄 🔍検索

◎セミナー・イベントはすべて無料です。また、事前予約制となりますので、ご予約はお早めに。

【セミナーに関する留意点】

【ご留意いただきたい点】
〇このご案内は具体的な商品をご説明するものではないため詳細を記載しておりませんが、元本保証のないリスク性商品のご購入やご売却、保有にあたっては、手数
料等をご負担いただきます。 〇リスク性商品には、各種相場環境等の変動により、投資した資産の価値が投資元本を割り込む等のリスクがあります。 〇リスク性商品
を中途解約する場合は、ご購入時の条件が適用されず不利益となる場合があります。 〇くわしくは、店頭の各商品の説明書等を必ずご覧ください。

〇やむをえず開催直前にセミナー・イベントを中止させていただく場合がございます。〇前編・後編のセミナーは、30分ごとに換気休憩実施します。
〇本セミナー終了後、または後日、商品等の勧誘を行うことがあります。

◎参加費無料 ◎事前予約制
※ 当行お預かり残高は、原則として、円預金・外貨預金・公共債・投資信託・金融商品仲介・
生命保険の合計残高とさせていただきます

F. 体験を楽しむ（当行お預かり残高1,000円以上の方申込可／詳細は下記参照）

F-1
5月10日[月]

13:30～14:00

「幻のワイン・王様のワイン」 ～ルイ14世が讃したハンガリートカイの貴腐ワイン～

F-2
5月10日[月]

14:00～14:30

E. 暮らしを豊かにする（1件まで予約可／同日開催の前編・後編は、2件で1件と見なします）

E-1
5月11日[火]

13:30～14:00
ドックや健診で要精密検査といわれたら
今や日本人の2人に1人が‘がん’にかかり、3人に1人が‘がん’で死亡すると
いわれています。特に胃や大腸の‘がん’は健診やドックを契機に発見される
ことが多く、他の‘がん’と比較して「治せる病気」になっています。E-2

5月11日[火]
14:00～14:30

E-3
5月20日[木]

13:30～14:00
熱が3日も4日も続いて、とても心配。不明熱と言われたら
発熱はごくありふれた症状ですが、何日も続くと心配ですよね。
薬飲んだのに治らない、診断がわからないというとき、今回のセミナーが
少しでもお役に立てるかもしれません。不明熱のお話をします。E-4

5月20日[木]
14:00～14:30

E-5
5月24日[月]

13:30～14:00

美と健康のフェイスヨガ
表情筋を鍛えて、いつまでも若々しい、笑顔美人を目指しましょう。

※スタンド鏡をお持ちください

E-6
5月31日[月]

13:30～14:00

美白の基礎知識
できてしまったシミ。何とかしようと紫外線対策などがんばっているものの、変化が見られ
ないことはありませんか。最近、シミができる根本の原因がわかってきました。原因がはっ
きりすれば対策も見えてきます。美白への取り組み方をもう一度見直してみましょう。

D. 音楽を楽しむ（1件まで予約可／D-1はWEB予約限定）

D-1
5月13日[木]

13:30～14:00 サクソフォンの魅力〜ボノー、ラーション、ブートリー〜
「サクソフォンってかっこいい！」と思われますが
意外とクラシック作品は聴いたことがない方も多くいます。
本コンサートでは、サクソフォンによる、知られざる名曲の調べをお届けします。D-2

5月13日[木]
15:30～16:00

D-3
5月21日[金]

13:30～14:00
伊藤わか奈 ピアノリサイタル
〜オールショパンプログラム「今伝えたい珠玉の作品」〜
暗い話題が多い昨今、心が塞ぎがちになる今だからこそ聴いて頂きたい素晴ら
しい作品が多くあります。今回はショパンの中でも特に人気の高い作品をお届け
します。心あたたまる素敵なひとときをお楽しみください。

D-4
5月21日[金]

15:30～16:00

D-5
5月28日[金]

13:30～14:00
プロムナードコンサート〜シャンソンの魅力〜
シャンソン歌手、宮入公子によるコンサート。国内だけでなく、本場フランスでの
コンサートにも参加し、その魅力的な歌声のファンは多いです。本コンサートでは
シャンソンの魅力とともに、素敵なひとときをお届けします。D-6

5月28日[金]
15:30～16:00

C. 相続・税を考える

C-1
5月27日[木]

13:30～14:00

賢い生前贈与の仕方と相続税
相続税や贈与税の制度を上手く活用した生前贈与や相続対策の方法について

具体的に解説します。

A. 経済・投資を学ぶ

A-1
5月7日[金]

13:30～14:00
政府レポートを読み解く～宇宙開発とは～
宇宙基本法に基づき、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に
推進するため、内閣には宇宙開発戦略本部が設置されています。
本セミナーでは国の考える宇宙開発についてご説明します。A-2

5月7日[金]
14:00～14:30

A-3
5月19日[水]

13:30～14:00
世界経済・マーケットのポイントと、これからの時代の資産運用
世界経済・マーケットについて、気になるポイントをお伝えすると共に
これからの時代に沿った新しい資産運用についてご提案します。

※プロジェクター投影によるライブ配信予定A-4
5月19日[水]

14:00～14:30

A-5
5月25日[火]

13:30～14:00 米国経済・金利・為替の動向
タイムリ―な経済指標に基づき、最近起きたニュースを交えながら
わかりやすく主として米国の景気・金利及び為替の見通しをご説明します。

A-6
5月25日[火]

14:00～14:30

セミナーご予約のお客さまへご協力のお願い ※「A～E」は先着順、「F」は抽選にて承ります

ＳＭＢＣパーク 栄 5月のセミナー・イベント情報

⚫申込期間 2021年4月22日（木）17：00まで。
お申込の順番は、抽選に影響しません。

⚫申込方法 SMBCパーク栄 WEBまたはお電話にて承ります。
（「抽選について」を参照）

⚫対象となるお客さま 個人のお客さまのみ （屋号付口座でのご予約はできません）。 ⚫対象条件 お申込時点で当行お預かり残高1,000円以上のお客さま。

⚫抽選について 「F」は、お申込時点のお預かり残高に応じて抽選口数を付与します。ただし運用商品*については、残高を2倍カウントとします（当行お預かり残高
1,000円以上のお客さま10口、以降100万円ごとに1口追加。WEBにてお申し込みされたお客さまは、10口追加）。申込期間終了後に厳正なる
抽選を行い当選者を確定します。 *対象商品：外貨預金・公共債・投資信託・金融商品仲介・生命保険

⚫ご留意点 ○当選の発表は、当行お届けのご住所への「参加券」発送をもってかえさせていただきます。
○発送（当選発表）は2021年4月下旬を予定していますが、諸事情により前後する場合がございます。
○当選の権利はご本人さまのみ有効であり、他の方への譲渡はできません。
○キャンセルが出た場合、再抽選を行い当選された方には当行お届けのお電話番号へご連絡させていただきます。

「Ｆ」にご参加希望されるお客さまへ抽選セミナー

⚫セミナー利用者IDまたは、当行とお取引のある支店名と口座番号
⚫ご参加希望のセミナー番号とお日にち
（お電話でのご予約の場合上記に加え以下もお伝えください）

⚫セミナー情報をお知りになった経緯（インターネット・支店担当者等）
⚫参加人数→複数の場合は同伴者の方のお名前・セミナー参加経験・当行とのお取引のわかるもの

ご予約の際に右記の情報
をご準備ください。

A. 経済・投資を学ぶ

A-1
5月7日[金]

13:30～14:00
政府レポートを読み解く～宇宙開発とは～
宇宙基本法に基づき、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に
推進するため、内閣には宇宙開発戦略本部が設置されています。
本セミナーでは国の考える宇宙開発についてご説明します。A-2

5月7日[金]
14:00～14:30

A-3
5月19日[水]

13:30～14:00
世界経済・マーケットのポイントと、これからの時代の資産運用
世界経済・マーケットについて、気になるポイントをお伝えすると共に
これからの時代に沿った新しい資産運用についてご提案します。

※プロジェクター投影によるライブ配信予定A-4
5月19日[水]

14:00～14:30

A-5
5月25日[火]

13:30～14:00 米国経済・金利・為替の動向
タイムリ―な経済指標に基づき、最近起きたニュースを交えながら
わかりやすく主として米国の景気・金利及び為替の見通しをご説明します。

A-6
5月25日[火]

14:00～14:30

C. 相続・税を考える

C-1
5月27日[木]

13:30～14:00

賢い生前贈与の仕方と相続税
相続税や贈与税の制度を上手く活用した生前贈与や相続対策の方法について

具体的に解説します。

前田マネジメント

代表 前田 紳詞 氏

講師

D. 音楽を楽しむ（1件まで予約可／D-1はWEB予約限定）

D-1
5月13日[木]

13:30～14:00 サクソフォンの魅力〜ボノー、ラーション、ブートリー〜
「サクソフォンってかっこいい！」と思われますが
意外とクラシック作品は聴いたことがない方も多くいます。
本コンサートでは、サクソフォンによる、知られざる名曲の調べをお届けします。D-2

5月13日[木]
15:30～16:00

D-3
5月21日[金]

13:30～14:00
伊藤わか奈 ピアノリサイタル
〜オールショパンプログラム「今伝えたい珠玉の作品」〜
暗い話題が多い昨今、心が塞ぎがちになる今だからこそ聴いて頂きたい素晴ら
しい作品が多くあります。今回はショパンの中でも特に人気の高い作品をお届け
します。心あたたまる素敵なひとときをお楽しみください。

D-4
5月21日[金]

15:30～16:00

D-5
5月28日[金]

13:30～14:00
プロムナードコンサート〜シャンソンの魅力〜
シャンソン歌手、宮入公子によるコンサート。国内だけでなく、本場フランスでの
コンサートにも参加し、その魅力的な歌声のファンは多いです。本コンサートでは
シャンソンの魅力とともに、素敵なひとときをお届けします。D-6

5月28日[金]
15:30～16:00

出演

出演

伊藤 わか奈
（ピアノ）

辻・本郷税理士法人

講師

パトナム・インベストメンツ
投信プロダクト部
シニア・クライアント
サービス・マネージャー

大塚 治夫 氏

講師

E. 暮らしを豊かにする（1件まで予約可／同日開催の前編・後編は、2件で1件と見なします）

E-1
5月11日[火]

13:30～14:00
ドックや健診で要精密検査といわれたら
今や日本人の2人に1人が‘がん’にかかり、3人に1人が‘がん’で死亡すると
いわれています。特に胃や大腸の‘がん’は健診やドックを契機に発見される
ことが多く、他の‘がん’と比較して「治せる病気」になっています。E-2

5月11日[火]
14:00～14:30

E-3
5月20日[木]

13:30～14:00
熱が3日も4日も続いて、とても心配。不明熱と言われたら
発熱はごくありふれた症状ですが、何日も続くと心配ですよね。
薬飲んだのに治らない、診断がわからないというとき、今回のセミナーが
少しでもお役に立てるかもしれません。不明熱のお話をします。E-4

5月20日[木]
14:00～14:30

E-5
5月24日[月]

13:30～14:00

美と健康のフェイスヨガ
表情筋を鍛えて、いつまでも若々しい、笑顔美人を目指しましょう。

※スタンド鏡をお持ちください

E-6
5月31日[月]

13:30～14:00

美白の基礎知識
できてしまったシミ。何とかしようと紫外線対策などがんばっているものの、変化が見られ
ないことはありませんか。最近、シミができる根本の原因がわかってきました。原因がはっ
きりすれば対策も見えてきます。美白への取り組み方をもう一度見直してみましょう。

F. 体験を楽しむ（当行お預かり残高1,000円以上の方申込可／詳細は下記参照）

F-1
5月10日[月]

13:30～14:00

「幻のワイン・王様のワイン」 ～ルイ14世が讃したハンガリートカイの貴腐ワイン～

F-2
5月10日[月]

14:00～14:30

名古屋第二
赤十字病院
消化器・消化管内科

山田 智則 氏

GROF 
DEGENFELD 
JAPAN
CEO 寺田 敏夫 氏

講師

抽選
セミナー

※当行お預かり残高
1,000円以上限定

※写真はイメージです

出演

宮入 公子

日下部 任良
（サクソフォン）
髙橋 早紀子
（ピアノ）

講師

前編

後編

無
料
税
務
相
談
会

相談時間はおひとりさま1時間とさせていただきます。相談会参加申込を希望される場合は、ご希望の時間を下記お問い合わせ先までご連絡ください。

◎ご希望によりWebexによるオンライン相談を承ります。お申込の際にWebex希望とお伝えください。

◎本税務相談会にお申し込みいただく際に、「税理士・会計士紹介依頼書」をご提出いただく必要がございます。
詳細は支店担当よりご説明させていただきますのでご了承お願いいたします。

【以下の点に関しまして、ご留意願います】
⚫ 本税務相談会において、当行は、お客さまが税理士にご相談される機会を提供するに留まり、個別の税務相談に当行が応じるものではありません。
⚫ 今回のご紹介を通じて、税理士とお客さまの間で、最終的に取引成立となった場合は税理士から当行に対して、取引成立となった旨を通知する場合がございます。
⚫ 当日の税理士へのご相談やその後の税理士とのご契約については、お客さまご自身の責任でご判断、ご決定をお願いいたします。
⚫ 相談会での税理士とのお取引を強要するものではございません。
⚫ 当行が取り扱う商品・サービスを最終的にご契約いただくことを、お客さまへの紹介の条件としたり、当該商品・サービスをご契約いただかないことを理由に当行と
のお取引に関して、不利なお取扱をしたりすることは一切ございません。

税理士が個別相談を承ります。5月28日（金）9:00～17:00

アムンディ・ジャパン
リテール営業支援部
セールス プロモーター

小東 純也 氏

講師前編

後編

前編

後編

前編

後編

名古屋第二
赤十字病院
総合内科

横江 正道 氏

講師

前編

後編

WEB予約限定

ホームページにて

SMBCパーク 栄
案内ムービー 公開中
WEB予約方法も掲載してます。
ぜひご覧ください。

フェイスヨガ講師

千村 みさき 氏

講師

日本メナード化粧品
総合研究所
皮膚科学主席研究員

広瀬 統 氏

講師

甘く芳醇な香りのトカイ貴腐ワインは、中世からの貴族Degenfeld
家によって伝統と技術改革を進め、最高級品質のワイナリーとして
欧州のコンテストで高く評価されております。伝統的な製法を守る
貴腐ワインを、ハンガリーの歴史とあわせてご紹介いたします。

感染拡大防止の観点から、ご来店時にはマスクの着用をお願いします。
発熱、もしくは風邪の症状のある方はご参加をお控えくださいますよう
お願い申し上げます。席数を減らして、当行にお口座をお持ちの方限定
とさせていただきますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。

～新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力のお願い～

前編

後編
※ご希望により試飲をしていただけますので車での来場はご遠慮ください
※ F-1とF-2は原則セットでお申し込みください

https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pc/smnSearchList.do?branch_code=8041&link_id=pske_oiOTI2007001
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280056
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280055
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280067
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280066
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280065
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280059
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280058
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280057
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280073
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280072
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280071
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280070
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280069
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280068
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280074
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280080
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280079
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280078
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280077
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280076
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pcsite/seminar.do?smnBranchReserve=1&seminarId=123280075
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pc/smnSearchList.do?branch_code=8041&link_id=pske_oiOTI2007001
https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pc/smnSearchList.do?branch_code=8041&link_id=pske_oiOTI2007001

