
                              

2020 年 12 月１日 

  

au じぶん銀行株式会社 

 

貯蓄・資産運用を応援する３つのキャンペーン開始 
～すべてのお客さまに 1 年もの円定期預金を年 0.20％（税引前）の特別金利で提供するほか、

au カブコム証券口座新規開設で 1 年もの円定期預金合計年率を実質 0.40%(税引前)で提供、
さらに対象商品への一定額お預け入れで最大 30,000 円をもれなくプレゼント~ 

 

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 12 月１日からお客さまの貯蓄・資産運用を応援する３つのキャンペーンを実施します。 

 

「冬の特別金利キャンペーン」(以下 冬の特別金利)では、キャンペーン期間中の 1 年もの円定期預

金の新規お預け入れに対して、年 0.20％（税引後 年 0.15％）と通常金利に大幅に上乗せした特別金

利を適用します。 

 

さらに「au カブコム証券口座をつくって 1 年もの円定期預金合計年率実質 0.40%キャンペーン」

では、au じぶん銀行経由で au カブコム証券口座を新規開設したお客さまに、冬の特別金利に加え

て、利息相当額の現金をプレゼントすることで、1 年もの円定期預金の特別金利を 2 倍の年 0.40%

（税引後 年 0.31%）で提供します。 

 

また、「円定期セットキャンペーン」では、1 年もの円定期預金 10 万円以上のお預け入れに加え、

対象商品（外貨定期預金、スイッチ円定期預金、プレミアム金利円定期預金）のいずれかへ合計 10 万

円以上お預け入れいただくと、預入金額に応じて商品ごとに最大 10,000 円、対象の全商品にお預け

入れいただくと、最大 30,000 円をもれなくプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各キャンペーンの詳細は下記の au じぶん銀行のウェブサイトをご参照ください。 
「冬の特別金利キャンペーン」 

https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20201201_winter_yen_deposit/ 
「au カブコム証券口座をつくって 1 年もの円定期預金合計年率実質 0.40%キャンペーン」 
 https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20201201_aukabucom_yen_deposit/ 
「円定期セットキャンペーン」 
 https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20201201_winter_set_deposit/ 
 

https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20201201_winter_yen_deposit/
https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20201201_aukabucom_yen_deposit/
https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20201201_winter_set_deposit/
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au フィナンシャルグループの au 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 

１．「冬の特別金利キャンペーン」について 

概要 

キャンペーン名称 冬の特別金利キャンペーン 

期間 2020 年 12 月 1 日（火）～2021 年 1 月 31 日（日） 

特典内容 1 年もの円定期預金 年 0.20％（税引後 年 0.15％） 

適用条件 本キャンペーン期間中、以下２つの条件を満たすこと。 

①1 年もの円定期預金を新規作成すること。 

②円定期預金作成時の画面の下部に表示される［利用可能なキャンペーン・プログラ

ム］にて「冬の特別金利キャンペーン 2020」を選択すること。 

注意事項 ・特別金利は当初 1 年のみ適用されます。 

・キャンペーン期間中に満期を迎え、自動継続となる円定期預金は対象外です。 

URL https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20201201_winter_yen_deposit/ 

 

２．「au カブコム証券口座をつくって 1 年もの円定期預金合計年率実質 0.40%キャンペー
ン」について 
概要 

キャンペー

ン名称 

au カブコム証券口座をつくって 1 年もの円定期預金合計年率実質 0.40%キャンペーン 

期間 2020 年 12 月 1 日（火）～2021 年 1 月 31 日（日） 

特典内容 冬の 1 年もの円定期預金の特別金利に加えて、年 0.20％（税引後 年 0.15%）で 1 年間

（365 日）運用した利息相当額を現金プレゼントします。 

適用条件 本キャンペーン期間中、以下 3 つの条件を満たすこと。 

①冬の特別金利が適用された「1 年もの円定期預金」を新規作成すること。 

➁au じぶん銀行経由で、au カブコム証券を新規で口座開設すること。 

③キャンペーン終了日時点で、au マネーコネクトの設定が完了していること。 

※「au マネーコネクト」とは au じぶん銀行と au カブコム証券の 2 つの口座を「au じぶん銀行自動引落

（口座振替）※リアル版」で連携するサービスの愛称です。 

この設定を行うと、両口座間の入出金が簡単な操作でできるようになり、さらに au じぶん銀行の円普通預

金に優遇金利が適用されるなどの特典が受けられます。詳細はこちら

（https://www.jibunbank.co.jp/program/20200601_aukabucom/） 

注意事項 ・au カブコム証券のご利用は、原則として 20 歳以上のお客さまが対象です。 

・au じぶん銀行を経由せず、au カブコム証券のウェブサイトから直接 au カブコム証券口座

を申し込み、開設した場合は本キャンペーンの対象外です。 

・2021 年 3 月 31 日までに冬の特別金利が適用された「1 年もの円定期預金」を中途解約さ

れた明細は特典の対象外となります。 

URL https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2020/20201201_winter_aukabucom_debut/ 
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３．「円定期セットキャンペーン」について 
概要 

キャンペーン名称 円定期セットキャンペーン 

期間 2020 年 12 月 1 日（火）～2021 年 1 月 31 日（日） 

特典内容 期間中の合計お預け入れ金額に応じて、それぞれ下記金額の現金をプレゼントしま

す。 

 

対象商品 
10 万円以上 

50 万円未満 

50 万円以上 

100 万円未満 

100 万円以上 

300 万円未満 
300 万円以上 

外貨定期預金 500 円 2,000 円 4,000 円 10,000 円 

スイッチ円定期預金 500 円 2,000 円 4,000 円 10,000 円 

プレミアム金利円定期預金 500 円 2,000 円 4,000 円 10,000 円 

 

 

適用条件 本キャンペーン期間中、以下２つの条件を満たすこと。 

① 合計 10 万円以上、1 年もの円定期預金へお預け入れいただくこと。 

②合計 10 万円以上、対象商品である「外貨定期預金（円からのお預入れ限定）」「ス

イッチ円定期預金」「プレミアム金利円定期預金」のいずれかへお預け入れいただく

こと 

注意事項 ・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キ

ャンペーンの対象外となります。 

・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/2020/20201201_winter_set_deposit/ 

 

 

【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 

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％ 

 

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 

 

 

 

 


