2019 年 7 月 3 日

＜報道発表資料＞
株式会社じぶん銀行

「夏のボーナスフェア」実施

～対象 3 商品のお取引で、最大 12,000 円をプレゼント～
じぶん銀行（本社:東京都中央区、代表取締役社長:臼井朋貴、以下 じぶん銀行）は、2019 年 7 月 3
日より、「夏のボーナスフェア」を実施します。
「夏のボーナスフェア」では、対象 3 商品のお取引で、最大 12,000 円の現金をプレゼントします。
対象商品は、①預入時手数料がいつでも無料で、魅力的な金利を提供している「外貨定期預金」、②通常
の円定期預金より高金利が魅力の「スイッチ円定期預金」、③今年 1 月にリリースし、ロボアドバイザ
ーが資産運用を全自動で行うことで注目の「ＷealthNavi for じぶん銀行」のラインアップとなります。
資産運用初心者の方から、すでにご利用の方まで、幅広いお客さまにご利用いただける商品をご用意し
ています。
さらに、現金特典に加えて、au WALLET アプリをご利用のお客さまには、抽選で 100 名さまに
現金 1,000 円が当たる限定特典も提供します。
この夏は、ぜひじぶん銀行の「夏のボーナスフェア」にご注目ください。

au フィナンシャルグループのじぶん銀行は、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」を推進しております。
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、“お客さまに一番身近に感じてもらえる銀
行”として、お客さまやパートナー企業とともに新しい体験価値を創造してまいります。
以上

【会社概要】
会社名 ：株式会社じぶん銀行
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
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
株主構成：au フィナンシャルホールディングス株式会社 63.8％
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 36.2％
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＜別紙＞

「夏のボーナスフェア」について
１．キャンペーン概要
期間

2019 年 7 月 3 日～2019 年 8 月 27 日）

内容

期間中に夏のボーナスフェアにエントリーいただき、対象商品（外貨定期預金・スイッ
チ円定期預金・WealthNavi for じぶん銀行）を各 50 万円以上お取引いただくと、現
金特典をプレゼントします。３商品すべてで、50 万円以上お取引いただくと、コンプ
リート特典としてさらに特典が加わり、最大で 12,000 円の現金特典をプレゼントしま
す。また、上記特典に加えて、au WALLET アプリをご利用のお客さまの中から、抽選
で 100 名様に現金 1,000 円が当たります。
■基本条件
キャンペーン期間中にエントリーいただくこと

適用条件

■取引条件
【外貨定期預金】
期間中に合計 50 万円以上、円普通預金から外貨定期預金へお預入れいただくこと
※外貨普通預金から外貨定期預金へのお預入れは対象外です。
【スイッチ円定期預金】
期間中に合計 50 万円以上スイッチ円定期預金にお申込みいただき、そのお預入れが
成立すること
※2019 年 7 月 3 日から 2019 年 8 月 27 日までにお申込みいただいた明細のうち、
お預入れが成立した明細のみを対象とします。
【WealthNavi for じぶん銀行】
①2019 年 8 月 27 日の時点で「WealthNavi for じぶん銀行」を使い、資産運用を行
っていること
②期間中の「WealthNavi for じぶん銀行」入金額合計と「WealthNavi for じぶん銀
行」出金額合計の差額が 50 万円以上であること
※ご利用には手数料がかかります。
■au WALLET アプリ限定条件
基本条件といずれかの対象商品の取引条件をクリアし、エントリー時に、au WALLET
アプリ内記載のキャンペーンコードを入力いただくこと
■取引特典
対象商品ごとのお取引金額に応じて、下記金額の現金をプレゼントします。
対象金額
50 万円以上
100 万円以上
300 万円以上
対象商品
100 万円未満
300 万円未満
円からのお預入れ限定
500 円
1,000 円
3,000 円
外貨定期預金

特典内容

スイッチ円定期預金

500 円

1,000 円

3,000 円

WealthNavi
500 円
1,000 円
3,000 円
for じぶん銀行
さらに、3 商品すべてで 50 万円以上お取引いただくと、コンプリート特典として現金
3,000 円をプレゼントします。
■au WALLET アプリご利用者限定特典
上記に加えて、抽選で 100 名さまに、現金 1,000 円をプレゼントします。
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■キャンペーンの注意事項
①特典の入金時点で円普通預金口座か解約されているなど、入金ができない場合はキ
注意事項
ャンペーンの対象外となります。
②キャンペーンは予告なく変更・中止・延長する場合があります。
夏のボーナスフェアの詳細はこちらをご覧ください。
https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2019/20190703_summer_bonus/

２．掲載商品の重要事項
【外貨預金】
・外貨預金には為替変動リスクがあります。外貨預金の預入時（円→外貨）より払戻時（外貨→円）の為
替相場が円高になる場合、または為替相場にまったく変動がない場合でも、払戻時（外貨→円）の為替
手数料（1 米ドルまたは 1 ユーロあたり 25 銭、1 豪ドルあたり 50 銭、1 ランドまたは 1 中国元あた
り 20 銭、1NZ ドルあたり 40 銭、1 レアルあたり 90 銭、100 ウォンあたり 20 銭）がかかるため、
払戻時の円換算額が、預入時の円貨額を下回る（円貨ベースで元本割れとなる）可能性があります。
・外貨預金は預金保険制度の対象外です。
・中国元、レアル、ウォン、ランドは各政府の通貨政策や市場環境の変化などにより、流動性の低下、市
場機能の低下および規模の縮小の可能性があり、為替レートが大幅に変動するリスクやお取引を停止
する場合があります。中国元、レアル、ウォン、ランドのお取引にあたっては、これらのリスクがある
点をご理解のうえ、お取引ください。
【スイッチ円定期預金】
・特約判定日の為替相場によって、元本の受取通貨が円になるか特約通貨（外貨）になるかが決まりま
す。
・元本を外貨で受取る場合、預入後に決まる特約レートで特約通貨に交換されます。
・お預入れおよび満期払戻しには手数料はかかりません。特約通貨（外貨）で元本が払戻しとなった場合
でも、円から外貨への交換に関する手数料はかかりません。ただし、満期時の払戻しが特約通貨（外貨）
となった場合に、外貨を円に交換する際には、当行所定の為替手数料がかかります。
・特約通貨（外貨）で払戻しとなった場合、実勢為替レートで円から外貨に交換するよりも、不利な為替
レートで外貨に交換される可能性が高くなります。この場合、払戻しされた元本を払戻時の実勢為替
レートで円に交換すると、当初の預入額を下回って、円ベースでの元本割れを生じるリスクがありま
す。
・円での払戻しとなった場合、実勢為替レートが特約レートより円安であった場合でも、そのメリット
（為替差益）を享受することができません。
・スイッチ円定期預金は、預金保険の対象商品です。当行にお預入れいただいている円普通預金、円定期
預金、景品付き定期預金およびその他の円仕組預金と合算して、元本 1,000 万円までと保険事故発生
日までの利息が保護されます。ただし、この預金を含む円仕組預金の利息などについては、お預入れ時
において、本預金と期間がもっとも近い通常の円定期預金に適用する金利までが預金保険の対象とな
り、それを超える部分は預金保険の対象外となります。また、払戻通貨が特約通貨（外貨）となり、元
本が外貨に交換されたうえでお客さまご本人名義の外貨普通預金に払戻しされた場合は、預金保険の
対象外となります。
・満期日以降は、円普通預金口座へ払戻し後は当行所定の円普通預金金利、特約通貨の外貨普通預金口座
へ払戻し後は当行所定の外貨普通預金金利がそれぞれ適用されます。
・原則として、中途解約はできません。当行がやむをえないものと判断し、中途解約に応じる場合には、
お預入れからご解約までの経過利息を受取れないだけでなく、大きく元本割れする（返金が元本以下
となる）可能性があります。
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・詳しくは、スイッチ円定期預金の商品詳細説明書と契約締結前交付書面をご確認いただき、必ず商品内
容を十分にご理解のうえ、余裕資金でお申込みください。
【WealthNavi for じぶん銀行】
●じぶん銀行は、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。
●じぶん銀行がご案内する「WealthNavi for じぶん銀行」には、元本割れとなるリスクがあります。
また手数料がかかります。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。
「WealthNavi for じぶん銀行」について
・日本国内に居住されている満 20 歳以上のお客さまにご利用いただけます。法人のお客さまは、お申
込みいただけません。
・
「WealthNavi for じぶん銀行」のお申込みには、じぶん銀行の口座が必要です。すでに直接または他
社経由にて、ウェルスナビ株式会社と投資一任契約を締結されているかたは「WealthNavi for じぶ
ん銀行」をお申込みいただけません。
・
「WealthNavi for じぶん銀行」におけるお取引はウェルスナビ株式会社とお客さまとの投資一任契約
に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできま
せん。
・ウェルスナビ株式会社は、法令に従い、お客さまの資産と同社の資産を明確に区別する分別管理を行
っております。ウェルスナビ株式会社の破たんの場合でも、お客さまの資産は全額返還されます。ま
た、万が一分別管理に不備があった場合でも、返還できないお客さまの資産について日本投資者保護
基金が 1,000 万円まで補償を行います。詳しくはウェルスナビ株式会社までお問い合わせください。
・「WealthNavi for じぶん銀行」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。
●商号等
・金融商品仲介を行う登録金融機関
株式会社じぶん銀行
登録金融機関 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
●委託金融商品取引業者
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
金融商品等の取引に関するリスクと費用（ウェルスナビ株式会社）

5

