海外プリペイドカード GAICA（Flex機能付き）を保有の方限 定！

最大

6店舗
限定

3 ,0 0 0 円

キ ャッ シュプ レ ゼ ント
キ ャン ペ ーン

（お問合せ番号：1660）

対象店舗

梅田・難波・千里中央・神戸・京都の各フィナンシャルセンター
高槻コンサルティングスポット

キャンペーン期間

2016年9月1日（木）〜 2016年10月31日（月）17：00まで

海外プリペイドカード GAICA（Flex機能付き）
（発行：アプラス）を保有しているお客さまが対象の店舗で
キャンペーン期間中に対象商品をお申し込みいただくと、期間中のお取引金額の合計額に応じてキャッシュ
プレゼントいたします。

「海外プリペイドカード GAICA（Flex機能付き）
（発行：アプラス）」
（以下GAICA（Flex機能付き）といいます）は、1枚のカードに円または、外貨
（米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドルの４通貨）をチャージしておくことで、海外でのショッピングや海外ATMから現地通貨を引き出すことができ
るプリペイドカードです。※外貨チャージなど一部のお取引には手数料がかかります。

GAICA
を保有

100万円以上

または

10/31までに発行完了
まだお持ちでない方は、
詳細をご確認いただき、
こちらからお申し込みく
ださい。

どんなカード?

キャンペーン
対象商品

30 0万円未満

300万円以上

裏面へ

▼

(Flex機能付き)

▼

期間中のキャンペーン対象商品の
合計お取引金額が

1, 000 円

キャッシュプレゼント

3 , 000 円
キャッシュプレゼント

※2016年12月末までに新生総合口座パワーフレックス円普通預金に入金いた
します。各商品の最低預入金額を満たす必要があります。各商品の最低預入
金額については、インターネットまたは店頭でご確認ください。

〈 円 からの 預 入 〉

・パワード定期（円投資型）
（6ヵ月もの・1年もの）
・パワード定期プラス
・パワード定期スリー
・大口タイプの二重通貨定期預金（6ヵ月もの・1年もの・3年もの・5年もの）

〈外貨からの預入〉

・パワード定期（外貨投資型-円タイプ）
（6ヵ月もの・1年もの）
・パワード定期（外貨投資型-外貨タイプ）
（6ヵ月もの・1年もの）
・大口タイプの二重通貨定期預金（6ヵ月もの・1年もの）

※対象商品は変更となる場合があります。
また市場動向、売出期間や販売額等によっては、お申し込みができない場合や、取り扱いを中止する場合
があります。

本キャンペーンに関するご注意事項については裏面を必ずご確認ください。

G A I C A（ F l e x 機 能 付き）はこんなに 便 利！
保有している外貨を
海外引出・買物に使える！
使わなかったチャージ分
は口座に戻せる！

外貨
GAICA

外貨
GAICA

0円

海外ATM手数料0円＊1！

24時間365日いつでも
チャージできる！＊2

入会費・
年会費

0円！
0円

24h

＊1 海外 ATMの設置金融機関が手数料を課金する場合があります。
＊2 当行またはアプラスのシステム障害・メンテナンス等により利用できない場合があります。
※外貨チャージやご利用に際しては、
所定の手数料がかかります。

キャンペーン対象商品には、
金利・株価・為替等の変動を要因とした価格変動により、
また中途解約により、
元本
割れとなる可能性がある商品
（市場動向等によっては大きく元本割れする可能性がある商品）
や、
発行体の信
用リスクがある商品、
商品ごとに所定の手数料・費用等がかかる商品があります
（手数料・費用等の種類ごと
の金額もしくは上限額等およびこれらの合計額等は、
お申込商品や申込金額、
その運用状況、
保有期間等に応
じて異なるため表示することができません）
。
お申し込みにあたっては店頭やインターネットに用意している注意
喚起文書や契約締結前交付書面、
目論見書等を必ずご確認いただき各商品のリスクや手数料・費用等につ
き十分ご理解のうえご自身の判断と責任でお申し込みください。
【本キャンペーン（お問合せ番号：1660）に関するご注意事項】
●本キャンペーンは、梅田・難波・千里中央・神戸・京都の各フィナンシャルセンター、高槻コンサル
ティングスポットの 6 店舗限定キャンペーンになります。
●2016 年10月31日
（月）
時点で海外プリペイドカード GAICA
（Flex 機能付き）
（以下、
GAICA
（Flex 機能付
き）
といいます）
を保有されている方のうち、キャンペーン期間中に対象店舗で対象商品をお申し込みいただいた方が対象となります。
●既にGAICA
（Flex 機能付
き）
をお持ちの方もご参加いただけます。
●Flex 機能付きでない海外プリペイドカード GAICA は対象外です。●GAICA（Flex 機能付き）の入会日は、カード発送
時に同封されるカード台紙に記載されています。●キャッシュプレゼントは 2016 年12 月末までにお客さま名義の新生総合口座パワーフレックス円普通預金に入
金する予定です。
●外貨建て商品の場合は、
お取引時点での新生スタンダードのお客さま向け TTSレート
（円貨から外貨への交換相場）
での円換算額を対象とし
ます。
●期間中の対象商品のお申込合計金額が円と外貨を合算して合計100万円以上であれば本キャンペーンの対象となります。
●キャッシュプレゼント入金日ま
でに口座解約されたお客さまは対象外となります。
●＜お問合せ番号：5014＞「円定期セットプログラム」との併用が可能です。●＜お問合せ番号：5028＞「店
頭・お電話限定＜運用商品をお持ちでないお客さまへ＞運用商品と年 6％円定期預金
（3 ヵ月）
の資産運用プログラム」
との併用が可能です。
●本キャンペーンの内
容・条件は、
2016 年 9月1日現在。
キャンペーン期間中であっても市場動向等により内容・条件を変更または本キャンペーンを中止する場合があります。
●1つのお取
引に対して適用できるキャンペーン・プログラムが複数ある場合は、
原則として1つのみお選びいただきます
（ただし、
同時適用が可能なキャンペーン・プログラムを
実施している場合もございます）
。
●本キャンペーンの他に、
他の店舗やインターネット等で独自のキャンペーン・プログラムを行っている場合があります。
より有利な
条件での参加が可能な場合や、
有利な景品等が提供される場合があります。
●本キャンペーンや他のキャンペーン・プログラムについて詳しくは、
新生パワーコール
（お電話）
または店頭スタッフへお問い合わせください。
【仕組預金一般について】
●利息は源泉分離課税
（国税15.315％、地方税 5％）
となります。
●商品によって、当行の判断により、満期日が繰り上げとなるものや満
期金をお客さまにとって不利な為替レート
（特約設定レート）
で外貨
（相対通貨）
に交換のうえお受け取りとなる可能性があるものがあります。
満期金が外貨となっ
た場合は、
外貨特有のリスク
（為替手数料や為替変動に起因する元本割れリスク）
が発生します。
●中途解約は原則できません。
なお当行がやむを得ないものと認
め満期前解約に応じる場合、
元本割れが生じる可能性があります。
市場の環境等によっては大きく元本割れする可能性もあります。
●必ず余裕資金でお預け入れく
ださい。
仮に預入時以降にまとまった資金が必要となった場合でも、
この預金にお預け入れの資金を充当する必要がない程度の十分な流動性が確保されているこ
とをご確認のうえ、お申し込みください。
●満期時に、元金または元利金は特約条件に従って同口座の普通預金に入金となり、以降、当該通貨の普通預金店頭表
示金利が適用されます。
●預入通貨が円の場合は預金保険の対象です。
ただし、
本預金の利息等の一部は預金保険の対象外となります。
詳しくは各商品の商品説
明書をご確認ください。
●円建て二重通貨定期預金の満期時の元金または元利金は、
満期時受取通貨が外貨
（相対通貨）
となった場合、
預金保険の対象外となり
ます。
●預入通貨が外貨の場合は預金保険の対象外です。
●適用金利は市場動向等により変更されます。
また、
市場動向等によっては取り扱いを中止する仕組預
金もあります。
●お申し込みの際には、
商品説明書
（契約締結前交付書面）
を必ずご確認いただき、
商品内容を十分にご理解のうえ、
自己の判断と責任においてお
申し込みください。
●商品説明書は店頭やインターネットにご用意しております。
【海外プリペイドカード GAICAについて】●
「海外プリペイドカード GAICA」
（以下、
GAICAといいます）
は株式会社 アプラス
（以下、
アプラスといいます）
によって
提供されるサービスであり、
株式会社 新生銀行
（以下、
当行といいます）
の商品ではありません。
●GAICAは当行を含む銀行等が行う為替取引のための商品ではあ
りません。
●GAICAは、
預金もしくは貯金または定期積金を受け入れるものではありません
（現金を直接チャージできません）
。
●GAICAは、
預金保険法または農
水産業協同組合貯金保険法に規定する保険金の支払いの対象とはなりません。
●GAICAがアプラスから発行され、
その利用を認められた方
（以下、
会員といいま
す）
の保護のための制度として、
資金決済に関する法律の保護のための制度である、
資金決済に関する法律に基づく履行保証金制度が設けられています。
アプラ
スは、GAICAの発行にあたり、以下の内容で供託をしています。
［供託などの方法］金銭による供託［供託所］大阪法務局●GAICAの会員は、資金決済に関する法
律に定める権利の実行の手続きにおいて、GAICA残高分の金額につき履行保証金から還付を受ける権利を有します。
●当行を通じたGAICAのお申し込みは、
Flex機能付きのGAICAのみのお取り扱いとなります。
お申し込みは、
当行のインターネットバンキング
（新生パワーダイレクト）
のみで受付となります。
お電話、
店頭
ではお受け付けできません。なお、システム作動上の理由等により新生パワーダイレクト上での受付ができない場合に、当行は責任を負いかねますので、予めご了
承ください。
●GAICA発行後の取引はすべてお客さまとアプラスとの取引になり、
当行はかかる取引について責任を負いません。
GAICAのお取引に関することや手
数料体系などの重要事項につきましてはアプラスのホームページ等でご確認いただきご不明点は直接アプラスへお問い合わせください。
「海外プリペイドカード GAICA（Flex機能付き）」
のお申し込み

株式会社 新生銀行
新生パワーコール
（電話） 0120 - 456 - 860
【受付時間】24時間365日
新生銀行ホームページ www.shinseibank.com

「海外プリペイドカード GAICA」
の発行

株式会社 アプラス
GAICAカスタマーデスク 03-6757-3655（有料）
【受付時間】9：30 〜 17：30（日祝休）
アプラスホームページ www.aplus.co.jp
海外プリペイドカード GAICA公式ホームページ www.gaica.jp

株式会社 新生銀行／登録金融機関：関東財務局長（登金）
第１０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 1608009

