2020 年６月 22 日
au じぶん銀行株式会社

400 万口座突破記念キャンペーン実施
～外貨預金・au マネーコネクト・FX・仕組預金のご利用で現金プレゼント～
au じぶん銀行株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長:臼井 朋貴、以下 au じぶん銀行）
は、2020 年 6 月 15 日時点で預金口座数（注 1）が 400 万口座を突破しました。
これを記念して、2020 年 6 月 22 日から 4 つのキャンペーンを実施します。

１．外貨普通預金の合計 4 万円以上お預け入れで、抽選で 400 名さまに 1,000 円プレゼント
キャンペーン期間中に、外貨普通預金へ合計 4 万円以上お預入れいただいたお客さまの中から抽選
で 400 名さまに現金 1,000 円をプレゼントします。

２．FX クイズ正解＋はじめての取引 1 回でもれなく 4,000 円プレゼント
キャンペーン期間中に、
「マンガでわかる FX クイズ」（以下 FX クイズ）に全問（全 3 問）正解し、
FX クイズ応募日の翌々月末までに、はじめての FX 取引を 1 回以上いただくと、もれなく現金 4,000
円をプレゼントします。

FX クイズについての詳細はこちら
（https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20200622_fx_quiz/）

３．スイッチ円定期預金とプレミアム金利円定期預金にお預け入れで、抽選で 100 名さまに 4,000 円
プレゼント（スイッチ&プレミアムキャンペーン）
キャンペーン期間中に、
「スイッチ円定期預金」と「プレミアム金利円定期預金」へそれぞれ 10 万円
以上お預け入れいただいたお客さまの中から抽選で 100 名さまに現金 4,000 円をプレゼントします。

４．au マネーコネクト設定者の中から抽選で 400 名さまに 1,000 円プレゼント
2020 年 7 月 31 日時点で au カブコム証券株式会社との口座連携サービスである、au マネーコネクト
（注２）を設定いただいているお客さまの中から抽選で 400 名さまに現金 1,000 円をプレゼントします。

au フィナンシャルグループの au じぶん銀行は、
『じぶんのいる場所が、行く場所が、ぜんぶ銀行に
なる。そういうスマホの自由さ、便利さを銀行にも。』という思いを込めて「銀行を連れて、生きてい
こう。」という新たなブランドメッセージを掲げるとともに、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さまとともに新しい体験価値を創造していきま
す。
以上
（注 1）
「円普通預金」の口座数
（注 2）2020 年 6 月 1 日から「au じぶん銀行自動引落（口座振替）※リアル版」 の愛称として
「au マネーコネクト」を使用しています。

2

① 「外貨普通預金の合計 4 万円以上のお預け入れで、抽選で 400 名さまに 1,000 円プレゼント」
について
概要
キャンペー 外貨普通預金の合計 4 万円以上のお預け入れで、抽選で 400 名さまに 1,000 円プレゼント
ン名称
期間
2020 年 6 月 22 日（月）～2020 年 7 月 18 日（土）
特典内容
適用条件を満たしたお客さまの中から抽選で 400 名さまに、現金 1,000 円をプレゼント
適用条件
期間中に、円普通預金から外貨普通預金へ合計 4 万円以上のお預け入れをすること
注意事項
・ 本キャンペーンは予告なく変更または中止・延長する場合があります。
・中国元・レアル・ウォンは原則として月曜日～金曜日 9：00～24：00 が取引時間で
す。
・外貨受取サービスを通じての外貨普通預金への入金は本キャンペーンの対象外となりま
す。
・ 特典の入金時点で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キャ
ンペーンの対象外となります。
・外貨普通預金は 1 取引あたり 100 円、または 1 通貨（ウォンのみ 100 通貨）単位からお
預入れいただけます。
・外貨預金は預金保険制度の対象外です。
URL
https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20200622_foreign_deposit_ordinary/

②「FX クイズ正解＋はじめての取引 1 回でもれなく 4,000 円プレゼント」について
概要
キャンペーン名称
FX クイズ正解＋はじめての取引 1 回でもれなく 4,000 円プレゼント
期間
2020 年 6 月 22 日（月）～2020 年 7 月 31 日（金）
特典内容
現金 4,000 円プレゼント
適用条件
① キャンペーン期間中に、FX クイズに全問正解（3 問）すること
② クイズ応募日の翌々月末までに、はじめての FX 取引を 1 回行うこと
注意事項
・以下に該当するお客さまは当キャンペーンの対象外となります。
・特典の入金時点で、円普通預金口座が解約されているなど入金ができないお客さま
・特典の入金時点で、じぶん銀行 FX 口座を解約されたお客さま
・キャンペーン開始日以前にじぶん銀行 FX のお取引をされたことがあるお客さま

URL

・当キャンペーンにエントリーいただいたお客さまは、実施中のプログラム「マ
ンガでわかる FX クイズ（現金 1,000 円プレゼント）」は対象外となります。
・当キャンペーンは予告なく中止または変更・延長する場合があります。
・じぶん銀行 FX は元本保証されたものではなく、投資金額を超える損失を被る
可能性があります。お取引の前に、必ずじぶん銀行 FX の重要事項をご確認く
ださい。
https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20200622_fx_quiz/
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③「スイッチ円定期預金とプレミアム金利円定期預金にお預け入れで、抽選で 100 名さまに
4,000 円プレゼント（スイッチ＆プレミアムキャンペーン）
」について
概要
キャンペーン名称
スイッチ円定期預金とプレミアム金利円定期預金にお預け入れで、抽選で 100
名さまに 4,000 円プレゼント（スイッチ＆プレミアムキャンペーン）
期間
2020 年 6 月 22 日（月）～2020 年 8 月 4 日（火）
特典内容
対象の募集期間において、お預け入れが成立したスイッチ円定期預金とプレミアム
金利円定期預金の預入額合計がそれぞれ 10 万円以上のお客さまの中から抽選で
100 名さまに現金 4,000 円をプレゼント
適用条件
キャンペーン期間中に募集を行う「スイッチ円定期預金」と「プレミアム金利円定
期預金」の双方にそれぞれ 10 万円以上お預け入れすること。
注意事項
・市場環境などにより、キャンペーン期間中であっても、募集を取消したり、募集
を行わないことがあります。募集を取消した場合、当該金額はキャンペーンの対
象外となります。あらかじめご了承ください。
・特典の入金時点で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
本キャンペーンの対象外となります。
・金融情勢などの変化などにより、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。
URL
https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20200622_yen_fixed_deposi
t_switch_premium/

④「au マネーコネクト設定者の中から抽選で 400 名さまに 1,000 円プレゼント」について
概要
キャンペーン名称
au マネーコネクト設定者の中から抽選で 400 名さまに 1,000 円プレゼント
期間
2020 年 6 月 22 日（月）～2020 年 7 月 31 日（金）
特典内容
2020 年 7 月 31 日までに au マネーコネクト（au じぶん銀行自動引落（口座振
替）※リアル版）を設定されているお客さまの中から抽選で 400 名さまに 1,000
円をプレゼント
適用条件
2020 年 7 月 31 日時点で au マネーコネクト（au じぶん銀行自動引落（口座振
替）※リアル版）を設定されていること。
注意事項
・本キャンペーンは予告なく変更・中止する場合があります。
・特典の入金時点で 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キャンペーンの対象外となります。
URL
https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20200622_aukabucom/

4

