
2022年1月20日 

au アセットマネジメント株式会社 

 

「2022年新春！iDeCoスタート応援キャンペーン」を開始 
～auのiDeCo申込書類を郵送いただき当社の書類審査が完了すると 

抽選で50名につき1名様に10,000Pontaポイントプレゼント～ 

 

au アセットマネジメント株式会社（以下、当社）は、2022 年 1 月 20 日から、「2022 年新春！iDeCo スタート応援キャ

ンペーン」（以下、本キャンペーン）を開始します。 

本キャンペーンでは、au の iDeCo のお申し込み書類を au の iDeCo スマートフォンアプリ又はウェブサイトより au ID を連携し

て請求いただき、キャンペーン期間中に申込書類を当社へ郵送の上、当社の書類確認が完了すると、抽選で 50 名につき 1 名

様に 10,000Ponta ポイントをプレゼントします。 

 

また、au じぶん銀行株式会社（以下、au じぶん銀行）と当社は、2021 年 11 月 1 日から、「au の iDeCo スタートプログ

ラム」（以下、本プログラム）を開始しております。本プログラムでは、au じぶん銀行のウェブサイトから資料請求のうえ「au の

iDeCo」に新規加入いただき、掛金引落口座に au じぶん銀行口座を設定いただいたお客さまに、もれなく現金 1,000 円をプレ

ゼントします。 

 

 

 

本プログラム及びキャンペーンの詳細は下記のウェブサイトをご参照ください。 

＜＜WEB サイトリンクが入ります＞＞ 

 

au フィナンシャルグループの au じぶん銀行と au アセットマネジメントは、生活の中心となったスマートフォンを通じてお客さまの日

常生活における決済・金融サービスをより身近にする「スマートマネー構想」を推進しています。今後もスマートフォンを中心とした

金融サービスを提供し、お客さまやパートナー企業さまとともに新しい体験価値を創造していきます。 

以上 

  

https://www.jibunbank.co.jp/program/ideco_1000/
https://www.jibunbank.co.jp/program/ideco_1000/


 

■「2022 年新春！iDeCo スタート応援キャンペーン」 

概要 

特典内容 au の iDeCo のお申し込み書類を au の iDeCo スマートフォンアプリ又はウェブサイトより au ID を

連携して資料請求いただき、キャンペーン期間中に申込書類を当社へ郵送の上、当社の書類審査

が完了すると、50 名につき１名様に 10,000Ponta ポイントプレゼント 

キャンペーン期間 2022 年 1 月 20 日（木）～2022 年 3 月 31 日（木） 

適用条件 以下の（1）及び（2）の両方を満たした方 

（1）キャンペーン期間中またはキャンペーン期間前に、au の iDeCo のお申し込み書類を 

    au の iDeCo スマートフォンアプリまたは WEB サイト上より au ID を連携して資料請求 

    された方 

（2）キャンペーン期間中に、au の iDeCo のお申し込み書類を郵送いただき、当社の書類 

    審査が完了した方 

特典提供時期 2022 年 4 月下旬頃 

注意事項 ・ポイントは、au の iDeCo スマートフォンアプリまたはウェブサイト上より au の iDeCo のお申し込み書

類を請求いただいた際にご連携いただいた au ID にプレゼントされます。 

・「au ID なしで資料請求」された場合は対象外となりますのでご注意ください。 

・当選や特典提供日に関するご質問・ご確認のお問い合わせ等にはお答えいたしかねます。 

・景品の獲得を目的とした不正が発覚した場合、当選権利は無効とさせていただきます。 

・ポイントプレゼントまでに au ID 解約・au ID 統合・au 携帯の譲渡等を行った場合、キャンペーン

対象外となる場合がありますので、ご注意ください。 

・法人のお客様は対象外です。 

・1au ID あたり 1 回限りです。 

・本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。 

 

■「au の iDeCo スタートプログラム」 

概要 

特典内容 au じぶん銀行のウェブサイトから資料請求のうえ「au の iDeCo」に新規加入し、掛金引落口座に

au じぶん銀行口座を設定いただくと、もれなく現金 1,000 円をプレゼントします。 

適用条件 以下の条件をすべて満たすこと 

1. au じぶん銀行のウェブサイトから資料請求を行い、「au の iDeCo」の口座開設が完了しているこ

と 

※2021 年 10 月 31 日（日）以前に、口座開設済み（加入者・運用指図者を問わず）の

場合は対象外となります。 

2. 1 の翌月末時点で、掛金引落口座に au じぶん銀行が設定されていること 

※申込書類の返送後、au じぶん銀行にて口座振替の本登録手続きが必要です。 

特典提供時期 口座開設の翌々月下旬予定 

・au じぶん銀行円普通預金口座に入金します。 

注意事項 ＜掛金引落口座設定について＞ 

・「au の iDeCo」の口座開設が完了すると、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株

式会社（以下、JIS&T 社）から「口座開設のお知らせ」と「パスワード設定のお知らせ」をそれぞれ



郵送します。適用条件 2 は、「口座開設のお知らせ」に記載の発行日を口座開設日として、その翌

月末時点のご登録情報をもって判定します。 

・掛金引落口座の設定には、預金口座振替依頼書のご提出後、au じぶん銀行にて本登録手続

きが必要です。au じぶん銀行よりご登録の E メールアドレスへ口座振替本登録の依頼メールを送信

します。E メールの案内に沿って、E メール到着後 2 週間以内にお手続きください。2 週間を過ぎま

すと口座振替のお申込みは自動的に無効となりますのでご注意ください。 

なお、適用条件 2 の期日時点で、本登録手続きが完了していないなど、口座振替設定が有効

でない場合は本プログラムの対象外となります。 

・掛金の納付方法に事業主払込を指定、または掛金引落口座に au じぶん銀行以外の金融機関

を指定してお申込みの場合、後日 au じぶん銀行に変更いただいても適用条件 2 の期日に間に合

わないことがありますのでご注意ください。 

 

＜企業型・他の iDeCo からの移換について＞ 

・企業型からの移換も本プログラムの対象となります。ただし、「au の iDeCo」で新たに掛金を拠出せ

ず、すでに積立てた資産の移換・運用のみを行う場合（運用指図者）は対象外となります。 

・「au の iDeCo」以外の iDeCo から、「au の iDeCo」に移換する場合（運営管理機関の変更）

も本プログラムの対象となります。ただし、運用指図者の場合や変更前の運営管理機関で掛金引

落口座に au じぶん銀行を設定されていた場合は対象外となります。 

・企業型または他の iDeCo から移換（変更）する場合も、JIS&T 社から郵送する「口座開設のお

知らせ」に記載の発行日を口座開設日として、特典判定を行います。運用指図者から加入者（新

たに掛金拠出を開始）となった場合も、口座開設日は変わりませんのでご注意ください。   

 

＜その他＞ 

・iDeCo の加入には、国民年金基金連合会の審査があります。加入資格が確認できないなど、加

入手続きが完了しなかった場合は、本プログラムの対象外となります。 

・特典提供時点で au じぶん銀行の円普通預金口座が解約されているなど、入金ができない場合

は本プログラムの対象外となります。 

・本プログラムは、予告なく変更または中止となる場合があります。 

 

 

【会社概要】 

 

■au じぶん銀行株式会社 

会社名 ：au じぶん銀行株式会社 

所在地 ：東京都中央区日本橋 1 丁目 19 番 1 号 日本橋ダイヤビルディング 14 階 

株主構成：au フィナンシャルホールディングス株式会社 70.5％ 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 29.5％ 

代表者名：代表取締役社長     臼井 朋貴 

代表取締役副社長   井上 利弘 

事業内容：銀行業（関東財務局長（登金）第 652 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 

 



 

■au アセットマネジメント株式会社 

会社名 ：au アセットマネジメント株式会社 

所在地 ：東京都千代田区西神田三丁目 2 番 1 号 千代田ファーストビル南館 4 階 

株主構成：au フィナンシャルホールディングス株式会社 66.6％ 

株式会社大和証券グループ本社 33.4％ 

代表者名：代表取締役社長     竹井 雅人 

事業内容：金融商品取引業（関東財務局長（金商）第 3062 号） 

確定拠出年金運営管理業（確定拠出年金運営管理機関登録番号 792） 

加入協会：一般社団法人投資信託協会 


