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キャンペーン名

お取り扱い窓口

本キャンペーン専用
エントリーフォーム
（お問い合わせ番号：
1662/1663/1664の
キャンペーン共通）

キャンペーン期間

エントリー期間
2016年10月1日（土）
～
2016年11月30日（水）
23：59

～ 300万口座達成記念！
新生銀行のサービスをもっとおトクに ～
入出金手数料無料のATM利用で
ポイントプレゼントキャンペーン
（お問合せ番号：1662）

ATMでの入金・出金期間

ATMのご利用

2016年10月1日（土）
～
2016年11月30日（水）付*
*: 月末日20時以降のご利
用の場合、翌月のお取引
となる場合がございます。

口座開設
店頭
郵送
口座開設アプリ

口座開設
＆
「セブン銀行ATM」のご利用で
nanacoポイント1,000ポイントプレゼント
キャンペーン
（お問合せ番号：1663）

本キャンペーン専用
エントリーフォーム
（お問い合わせ番号：
1662/1663/1664の
キャンペーン共通）

セブン銀行ATMでの
入金または出金

口座開設期間

キャンペーン概要

2016年10月14日現在

景品・サービスの内容

キャンペーン期間中に専用フォームへエントリーのうえ、エントリー時にご ●1回のご利用で10ポイントプレゼントいたします（各月２
選択いただいたATMで入金または出金いただいたお客さまに10ポイント 回まで、キャンペーン期間中最大40ポイント）。
プレゼントします。
※マル優（特）口座は対象外となります。
※イーネットATM、セブン銀行ATM、Patsat、VIEW ALTTE（ビューアルッ ※ステーションATM・Patsat（パッとサッと）は阪急電鉄な
テ）*、ゆうちょ銀行ATMでの入金または出金
どの主要駅に設置されています。
*: VIEW ALTTE（ビューアルッテ）は出金のみとなります。
※VIEW ALTTE（ビューアルッテ）はJR東日本の駅などに
※ポイントは、ご利用するATMによって以下のポイントとなります。
設置されています。VIEW ALTTEでは、新生総合口座パ
ワーフレックスのキャッシュカードによるお引き出し、残高
セブン銀行ATM利用：nanacoポイント
照会のみご利用いただけます。
その他のATM利用：Tポイント
※Tポイントプログラム（お問合せ番号：5007）のイーネッ
トATMポイント以外（振込入金ポイントや自動引落登録ポ
イントなど通常プログラムのポイント）へのご参加には、
※1回のご利用で10ポイントプレゼントいたします（各月２回まで、キャン 毎月Tポイントプログラムへエントリーが必要です。
※エントリー時にご選択いただいたATMのご利用が無
ペーン期間中最大40ポイント）。
かった場合、ポイント付与の対象外となります。
※ATMの利用とエントリーの順序は問いません。
※ポイント付与対象のATMはお客さまに選択いただきます。なお、ATMは ※エントリーいただいた口座番号・生年月日・T会員番号
またはnanaco番号に誤りがあった場合、対象外となりま
１つのみお選びいただけます。
※エントリー時に選択いただいたATMのご利用が無かった場合、ポイント す。複数回エントリーした場合、同一の口座番号によるエ
ントリーで日時が最新のものが有効となります。
付与対象外となります。
※ポイントは2017年1月末までに付与します。
※本キャンペーンにエントリーいただいたお客さまは、本キャンペーンの ※ポイントプレゼント前に口座解約された場合や、ポイン
ポイント付与有無にかかわらず、Tポイントプログラム（お問合せ番号： トプレゼントの際にT会員番号またはnanaco番号が有効
5007）へエントリーいただいても、2016年10月および11月のTポイントプ ではない場合も対象外となります。
ログラム（お問合せ番号：5007）のイーネットATMポイントは対象外となり ※当行所定の方法以外でお手続きされた場合、キャン
ます（エントリー時にイーネットATM以外をお選びいただいた場合も対象 ペーン期間終了後にお申し出いただいた場合、事後的に
ポイントをプレゼントすることはできません。
外です）。

●nanacoポイント1,000ポイントをプレゼントいたします。

※マル優（特）口座は対象外となります。
※口座開設完了後、キャンペーン終了日までに専用エン
トリーフォームへエントリーいただいたお客さまが対象と
なります。
※エントリーの際にご入力いただく口座番号、生年月日、
nanaco番号に誤りがあった場合、対象外となります。
※キャンペーン期間中に複数回エントリーした場合、同
キャンペーン期間中に新生銀行に口座開設いただき、専用エントリー
フォームへのエントリー時に「利用ATM」にて「セブン銀行ATM」をお選び 一の口座番号によるエントリーで日時が最新のものが有
のうえ、セブン銀行ATMで入金または出金いただいたお客さまにnanaco 効となります。
エントリー期間
※口座開設を対象とした他の景品類の付与と併用はで
ポイント1,000ポイントをプレゼントいたします。
きません。 本キャンペーンにエントリーされていても、口
2016年10月1日（土）
座開設を対象とした他の景品類の付与対象となった場
※ATMの利用とエントリーの順序は問いません。
～
※エントリー時に選択いただいたATMのご利用が無かった場合、ポイント 合、景品類の付与の有無にかかわらず、本キャンペーン
2016年11月30日（水）
は対象外となります。
付与対象外となります。
23：59
※既に新生総合口座パワーフレックスをお持ちの方は対象外となります。 ※本キャンペーンにご参加のお客さまは、本キャンペー
また既に口座をお持ちの方が、口座解約のうえ本キャンペーンをお申し ンのポイント付与有無にかかわらず、＜新規口座開設者
向け＞Tポイントプログラム（お問合せ番号：5005）の口
込みいただくことはできません。
座開設ポイントは対象外となります。
ATMでの入金・出金期間
※ポイントは2017年1月末までに付与します。
※ポイントプレゼント前に口座解約された場合や、ポイン
2016年10月1日（土）
トプレゼントの際にnanaco番号が有効ではない場合も対
～
象外となります。
2016年11月30日（水）付*
※当行所定の方法以外でお手続きされた場合、キャン
ペーン期間終了後にお申し出いただいた場合、事後的に
*: 月末日20時以降のご利
ポイントをプレゼントすることはできません。
用の場合、翌月のお取引
となる場合がございます。
2016年10月1日（土）
～
2016年11月30日（水）
開設完了分
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キャンペーン名

お取り扱い窓口
口座開設
店頭
郵送
口座開設アプリ

口座開設
＆
「イーネットATM・Patsat・VIEW ALTTE・
ゆうちょ銀行ATM」のご利用で
Tポイント1,000ポイントプレゼント
キャンペーン

本キャンペーン専用
エントリーフォーム
（お問い合わせ番号：
1662/1663/1664の
キャンペーン共通）

（お問合せ番号：1664）

キャンペーン期間

キャンペーン概要

2016年10月1日（土）
～
2016年11月30日（水）
開設完了分
キャンペーン期間中に新生銀行に口座開設いただき、専用エントリー
フォームへのエントリー時に「利用ATM」にて「イーネットATM・Patsat・
VIEW ALTTE（ビューアルッテ）*・ゆうちょ銀行ATM」のいずれかをお選び
のうえ、エントリー時にご選択いただいたATMで入金または出金いただい
たお客さまにTポイント1,000ポイントをプレゼントします。
*: VIEW ALTTE（ビューアルッテ）は出金のみとなります。

2016年10月1日（土）
～
2016年11月30日（水）
23：59

※ATMの利用とエントリーの順序は問いません。
※エントリー時に選択いただいたATMのご利用が無かった場合、ポイント
付与対象外となります。
※既に新生総合口座パワーフレックスをお持ちの方は対象外となります。
また既に口座をお持ちの方が、口座解約のうえ本キャンペーンをお申し
ATMでの入金・出金期間 込みいただくことはできません。

「イーネットATM・Patsat・
2016年10月1日（土）
VIEW ALTTE*・ゆうちょ銀行
～
ATM」での
2016年11月30日（水）付*
入金または出金
*: VIEW ALTTEは
出金のみとなります。

*: 月末日20時以降のご利
用の場合、翌月のお取引
となる場合がございます。

店頭

店頭
好奇心を高めよう。
秋のもれなくキャッシュプレゼント資産運用
キャンペーン
（お問合せ番号：1671）

2016年9月26日（月）
9時
～
2016年11月22日（火）
17時

新生パワーコール
（お電話）
新生パワーダイクレト
(インターネットバンキング）
スマートフォン用
インターネットバンキング

新生パワーコール
（お電話）

景品・サービスの内容
●Tポイント1,000ポイントをプレゼントいたします。

口座開設期間

エントリー期間

2016年10月14日現在

※マル優（特）口座は対象外となります。
※口座開設完了後、キャンペーン終了日までに専用エン
トリーフォームへエントリーいただいたお客さまが対象と
なります。
※エントリーの際にご入力いただく口座番号、生年月日、
T会員番号に誤りがあった場合、対象外となります。
※キャンペーン期間中に複数回エントリーした場合、同
一の口座番号によるエントリーで日時が最新のものが有
効となります。
※口座開設を対象とした他の景品類の付与と併用はで
きません。 本キャンペーンにエントリーされていても、口
座開設を対象とした他の景品類の付与対象となった場
合、景品類の付与の有無にかかわらず、本キャンペーン
は対象外となります。
※本キャンペーンにご参加のお客さまは、本キャンペー
ンのポイント付与有無にかかわらず、＜新規口座開設者
向け＞Tポイントプログラム（お問合せ番号：5005）の口
座開設ポイントは対象外となります。
※ポイントは2017年1月末までに付与します。
※ポイントプレゼント前に口座解約された場合や、ポイン
トプレゼントの際にT会員番号が有効ではない場合も対
象外となります。
※当行所定の方法以外でお手続きされた場合、キャン
ペーン期間終了後にお申し出いただいた場合、事後的に
ポイントをプレゼントすることはできません。

●キャンペーン期間中の合計お取引金額に応じて以下
のキャッシュプレゼントをいたします。
・合計お取引金額が50万円以上100万円未満
⇒500円キャッシュプレゼント
キャンペーン期間中、キャンペーン対象ファンドを、期間中合計50万円以
・合計お取引金額が100万円以上300万円未満
上お申し込みいただいた場合、期間中の取引金額の合計金額に応じて
⇒1,500円キャッシュプレゼント
キャッシュプレゼントいたします。
・合計お取引金額が300万円以上500万円未満
⇒5,000円キャッシュプレゼント
・合計お取引金額が500万円以上1,000万円未満
＜対象ファンド＞
⇒10,000円キャッシュプレゼント
・ニッセイ国内債券アルファ（愛称：Ｊアルファ）
・合計お取引金額が1,000万円以上3,000万円未満
・ジャパンマイスター
⇒20,000円キャッシュプレゼント
・ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）（愛称：オーナーズ・インカム）
・合計お取引金額が3,000万円以上
・ＪＰＭ日本債券アルファ（愛称：日本の一九）
・BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド(毎月決算型)（愛称：ウィンドミル）
⇒50,000円キャッシュプレゼント

・グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
・ラサール・グローバルREITファンド（1年決算型）
新生パワーダイクレト ・ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）
(インターネットバンキング） ・トレンド・アロケーション・オープン

※投資信託は申込手数料（税込）を含めた金額で計算さ
せていただきます。
※お申込日がキャンペーン期間中であれば、対象ファン
ド約定日がキャンペーン期間以降となってもキャンペーン
＜対象外となるお取引＞
スマートフォン用
の対象となります。
インターネットバンキング スイッチング、積立、NISA口座での取引およびNISAプラスが適用となるお ※キャッシュプレゼントは2016年12月末日までにお客さ
取引
ま名義の新生総合口座パワーフレックス円普通預金口
2016年9月26日（月）
座に入金する予定です。
9時
※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。
2016年11月22日（火）
20時
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キャンペーン名

お取り扱い窓口

キャンペーン期間

キャンペーン概要

2016年10月14日現在

景品・サービスの内容

キャンペーン期間中、所定の通貨間取引にかかる外貨為替手数料が無
料となります。
※キャンペーン最低取引金額：10.000基本通貨単位（交換元通貨）
【無料となる通貨間取引】
・交換元通貨：AUD⇒交換先通貨：USD
（通常の為替手数料：1豪ドルあたり0.01米ドル）
[店頭限定]
外貨間為替手数料無料キャンペーン

店頭

（お問合せ番号：1661）

2016年9月5日（月）
～
2016年10月31日（月）

・交換元通貨：USD⇒交換先通貨：AUD
（通常の為替手数料：1豪ドルあたり0.01米ドル）
・交換元通貨：NZD⇒交換先通貨：USD
（通常の為替手数料：1NZドルあたり0.01米ドル）

●所定の通貨間取引にかかる外貨為替手数料が無料と
なります。
※キャンペーン期間中、何度でも本キャンペーンをご利
用いただけます。ただし、同一組み合わせの通貨間取引
は、1日1回限りのご利用となります。
※パワーサポートプラスの通貨変更は対象となりませ
ん。
※新生パワーダイレクト（インターネットバンキング）、新
生パワーコール（お電話）でのお取引は対象外です。

・交換元通貨：NZD⇒交換先通貨：AUD
（通常の為替手数料：1豪ドルあたり0.01NZドル）
・交換元通貨：EUR⇒交換先通貨：AUD
（通常の為替手数料：1ユーロあたり0.02豪ドル）

以下の2つの条件を両方とも満たされると、期間中の対象商品のお申込
合計金額に応じてもれなくキャッシュプレゼントされます。
①2016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）を保有していること。
②キャンペーン期間中に対象店舗で、当行所定の仕組預金をお申し込み
いただくこと。
●期間中の対象商品のお申込合計金額に応じてもれな
くキャッシュプレゼントされます。
※海外プリペイドカード GAICA(Flex機能なし)をお持ちのお客さまが2016 対象商品の期間中お申込合計金額が
・100万円以上 → 1,000円キャッシュプレゼント
年10月31日（月）までにFlex機能を追加いただいた場合も対象となりま
・300万円以上 → 3,000円キャッシュプレゼント
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込みいただいた方が ※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
対象となります。
金する予定です。
※既にGAICA（Flex機能付き）をお持ちの方もご参加いただけます。
※キャッシュプレゼント入金日までに口座解約されたお
※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。
※2016年10月31日（月）までの海外プリペイドカード GAICA（Flex機能付 客さまは対象外となります。
き）への新規入会完了分が対象となります。海外プリペイドカード GAICA
（Flex機能付き）の「お申し込み」から「新規入会」までに一定の日数が必
要となりますので、ご注意ください。
※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。
※詳しくは、店頭に設置の説明書をご確認ください。
以下6店舗
【6店舗限定】
最大3,000円
キャッシュプレゼントキャンペーン
（お問合せ番号：1660）

梅田
難波
千里中央
京都
神戸
高槻

2016年9月1日（木）
～
2016年10月31日（月）
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キャンペーン名

お取り扱い窓口

キャンペーン期間

キャンペーン概要

2016年10月14日現在

景品・サービスの内容
●3ヵ月もの特別金利円定期預金 金利 年1.0％（税引
後金利 年0.7968%）でお預け入れいただけます。

資産形成世代応援
特別金利円定期預金
（お問合せ番号：1675）

仙台・広島・福岡
フィナンシャルセンター

2016年10月17日（月）
～
2016年11月22日（火）
17：00

以下の2つの条件をいずれも満たされたお客さまが仙台・広島・福岡フィ
ナンシャルセンターにて3ヵ月もの円定期預金をお申し込みいただくと、特
別金利でお預け入れいただけます。
1.特別金利円定期預金のお申し込み時点で満40歳～満59歳であること。
2.当行で投資信託口座をお持ちであること（キャンペーン期間中の新規開
設も対象となります）。
3ヵ月もの特別金利円定期預金 金利 年1.0％（税引後金利 年0.7968%）
キャンペーン取引金額：一口あたり300万円以上500万円まで
※キャンペーン期間中、お一人さま1回限りとなります。また、口座名義人
ご本人さまによるお手続きに限ります（代理人によるお手続きはできませ
ん）。

※金利は当初3ヵ月間のみの適用となり、満期日に元利
金は円普通預金に入金され、満期日以降は円普通預
金店頭表示金利が適用されます。
※利息は源泉分離課税（国税15.315%、地方税5%）となり
ます。また、税引後金利は、表示位未満がある場合は表
示位未満切り捨てとなります。
※【利息計算例】[300万円お預け入れの場合]300万円
×金利 年0.7968%（税引後）×3ヵ月÷12ヵ月＝約5,970
円。利息計算例は元本に税引後金利と預入期間を乗じ
た単純計算です。実際は1年を365日とした日割り計算
（預入日数に応じた単利計算）であるため、お受取利息
は若干異なる場合があります。利息は満期日に一括で
お受け取りいただきます。
※中途解約された場合は特別金利は適用されず、当行
所定の中途解約利率が適用されます。
※円定期預金は元本保証・預金保険の対象です。
※店頭および新生銀行ウェブサイトに商品説明書をご用
意しておりますので、必ずご確認ください。
※投資信託口座の有無のご確認は、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。
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キャンペーン名

お取り扱い窓口

キャンペーン期間

Tポイントプログラム
（お問合せ番号：5007）
へのエントリー

エントリー
・Tポイントプログラム
エントリーサイト

円から外貨への交換で
Ｔポイント5倍キャンペーン
（お問合せ番号：1655）

円から外貨への交換
・店頭
・新生パワーコール
（お電話）
・新生パワーダイクレト
(インターネットバンキング）
・スマートフォン用
インターネットバンキング

キャンペーン概要

2016年10月14日現在

景品・サービスの内容

●「Tポイントプログラム（お問合せ番号：5007）の外貨預
金ポイント」による付与ポイントが通常の5倍になります。

キャンペーン期間①
・10万円以上⇒100ポイント（通常月：20ポイント）
2016年9月1日（木）
以下の3つの条件を全てみたされると、キャンペーン期間中の「Tポイント ・50万円以上⇒500ポイント（通常月：100ポイント）
～
プログラム（お問合せ番号：5007）の外貨預金ポイント」による付与ポイン ・100万円以上⇒1,000ポイント（通常月：200ポイント）
2016年9月30日（金）
キャンペーン期間①終了 トが通常の5倍になります。
①2016年10月31日（月）時点で海外プリペイドカード GAICA（Flex機能付 ※本キャンペーンによるポイントと「Tポイントプログラム
き）を保有していること。
（お問合せ番号：5007）の外貨預金ポイント」によるポイン
②各キャンペーン期間中に、Ｔポイントプログラム（お問合せ番号：5007） トの差額分を12月末までに付与します。「Tポイントプログ
キャンペーン期間②
にエントリーすること。
ラム（お問合せ番号：5007）の外貨預金ポイント」による
2016年10月1日（土）
③エントリーした月に10万円以上の「円から外貨への交換」をいただくこ ポイントは、対象月の翌々月末までに付与されます。
0：00
と。
※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
2016年10月31日（月）
●キャンペーン対象商品：10万円以上の円から外貨への交換
いいます）を保有されている方のうち、キャンペーン期間
23:59
※円普通預金から外貨普通預金へのお振替、円普通預金から2週間満 中に「Ｔポイントプログラムの外貨預金ポイント（お問合せ
期外貨預金・外貨定期預金（おためし外貨プラン・パワーサポートプラス 番号：5007）」の条件を満たされた方が、対象となります。
を含みます）へのお預け入れが対象となります。
※円から外貨に交換した場合に限ります。
※エントリーいただいた月の円普通預金から外貨普通預
例）9月に10万円以上の「円から外貨への交換」をされた方は、9月にＴポ 金へのお振替、円普通預金から2週間満期外貨預金・外
イントプログラム（お問合せ番号：5007）にエントリーする必要があります。 貨定期預金（おためし外貨プラン・パワーサポートプラス
を含みます）へのお預け入れが対象となります。
※海外プリペイドカード GAICA(Flex機能なし)をお持ちのお客さまが2016 ※積立外貨預金（パワービルダー）は対象外です。
※パワーサポートプラスの通貨交換は対象外です。
年10月31日（月）までにFlex機能を追加いただいた場合も対象となりま
円から外貨への交換
※外貨から円への交換、外貨から外貨への交換は対象
す。
※既に海外プリペイドカード GAICA（Flex機能付き）をお持ちの方もご参 外となります。
キャンペーン期間①
※エントリーとお取引の順序は問いません。
2016年9月1日（木）付 加いただけます。
※エントリーいただいた口座番号・生年月日・T会員番号
※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。
のお取引
※2016年10月31日（月）までの海外プリペイドカード GAICA（Flex機能付 に誤りがあった場合、対象外となります。
～
2016年9月30日（金）付 き）への新規入会完了分が対象となります。海外プリペイドカード GAICA ※ポイントプレゼント前に口座解約された場合や、ポイン
（Flex機能付き）の「お申し込み」から「新規入会」までに一定の日数が必 トプレゼントの際にT会員番号が有効ではない場合も対
のお取引
象外となります。
キャンペーン期間①終了 要となりますので、ご注意ください。
※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 ※当行所定の方法以外でお手続きされた場合、キャン
ペーン期間終了後にお申し出いただいた場合、事後的に
台紙に記載されています。
キャンペーン期間②
ポイントをプレゼントすることはできません。
2016年10月1日（土）付
※ひと月に複数回エントリーした場合、同一の口座番号
のお取引
によるエントリーで日時が最新のものが有効となります。
～
2016年10月31日（月）付
のお取引
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キャンペーン名

お取り扱い窓口

キャンペーン期間

キャンペーン概要

景品・サービスの内容
●抽選で100名様にAmazonギフト券1,000円分をプレゼン
トいたします。（お一人さま1回限り）

★「だぶるん。」クイズに答えると
抽選で100名様に
Amazonギフト券1,000円分が当たルン★
キャンペーン

新生銀行ウェブサイト

（お問合せ番号：1668）

※アンケートの回答は、お一人さま1回限りです。アン
ケート回答期間中、複数回アンケートに回答した場合、2
回目以降はAmazonギフト券プレゼントの抽選対象となり
ません。
※Amazonギフト券は、お申し込みの時に登録いただいた
Eメールアドレス宛に、2017年1月末日までにギフト券番
キャンペーン期間中に、所定の回答フォームにてクイズをご回答され、か
号にてお送りいたします。
2016年9月30日（金） つクイズに正解された方から抽選で100名様にAmazonギフト券1,000円分
※抽選の結果は、当選者のみにメールにより通知し、同
9:00
をプレゼントします。
メール内にAmazonギフト券ご提供の旨も記載します。こ
～
https://webform.shinseibank.com/webapp/form/14666_csv_260/index.do
の当選の通知は、本キャンペーンの回答フォームご登録
2016年11月30日（水）
いただいたメールアドレスに送信いたします。
17:00
※新生銀行の口座（新生総合口座パワーフレックス）の有無は問いませ
@shinseibank.comからのメールを受信できるよう設定をお
ん。口座をお持ちでない方もお気軽にご参加ください。
願いいたします。
※ギフト券番号の記載あるEメールを誤って削除されて
も、Eメールを再送いたしませんのでご注意ください。
※Eメールアドレス相違や迷惑メール設定等で、当行から
お送りしたEメールを受信されなかった場合、対象外とな
ります。アドレス相違や迷惑メール設定等でお送りしたE
メールが受信されなかった場合、対象外となります。
※当選の権利は、当選者さま以外へ譲渡はできません。
また、交換、換金、変更などには応じかねます。

●その場でJCBギフトカード2,000円分をプレゼントいたし
ます。

住宅ローンセンターでの
相談・審査お申し込みで、
JCBギフトカード2,000円分プレゼント
キャンペーン
（お問合番号：1665）

店頭
（住宅ローンセンター）

キャンペーン期間中に、新生銀行の住宅ローンセンターにてご相談のう
※キャンペーン期間中、JCBギフトカードのプレゼントは、
え、パワースマート住宅ローンの審査をお申し込みいただいた方全員にそ
お一人さま1回限りとなります。
の場でJCBギフトカード2,000円分をプレゼントいたします。
※住宅ローンの融資実行有無は問いません。
※JCBギフトカードは、店頭で「パワースマート住宅ローン
申込書」をご提出いただいたのち、その場でプレゼントい
※以下の2つの条件をいずれも満たすお客さまがプレゼントの対象となり
2016年10月1日（土）
たします。
ます。
～
※JCBギフトカードのご用意には数に限りがございます。
2016年11月22日（火）
他のギフト券にて代替する場合、後日郵送でのご提供と
1.キャンペーン期間中に、ご予約のうえ、以下の当行住宅ローンセンター
なる場合があります。
において、住宅ローンのご相談をされること。
※住宅ローンのご相談は、席に限りがございます。お早
本店、東京、横浜、たまプラーザ、名古屋、大阪
めに新生パワーコール＜住宅ローン専用＞（0120-456515 [9時～19時／平日・土日・祝日]＊年末年始の休業
2.ご相談当日に、店頭にて「パワースマート住宅ローン申込書」をご提出い
日を除く）にてご予約ください。
ただくこと
※「WEBでの住宅ローン審査のお申し込みで、Amazonギ
フト券1,000円分プレゼントキャンペーン（お問合せ番号：
1666）」とは併用いただけません。
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キャンペーン名

お取り扱い窓口

キャンペーン期間

キャンペーン概要

景品・サービスの内容

●Amazonギフト券1,000円分をプレゼントいたします。
キャンペーン期間中に、新生銀行ウェブサイトからパワースマート住宅
ローンの審査をお申し込みいただいた方全員にAmazonギフト券1,000円
分をプレゼントいたします。
WEBでの
住宅ローン審査のお申し込みで、
Amazonギフト券1,000円分プレゼント
キャンペーン

新生銀行ウェブサイト

（お問合番号：1666）

2016/10/1（土）
0：00
～
2017/2/11（土）
23:59

※キャンペーン期間中、Amazonギフト券のプレゼントは、
お一人さま1回限りとなります。
※住宅ローンの融資実行有無は問いません。
※Amazonギフト券は、お申し込みの時に登録いただいた
※郵送でお申し込みされた場合はキャンペーンの対象外となります。
Eメールアドレス宛に、2017年3月末日までにギフト券番
※「連帯保証人あり」で住宅ローンのお申し込みをご希望の方（＊1）は、 号にてお送りいたします。
ウェブサイトからのお申込は受付できませんのでキャンペーンの対象外と ※ギフト券番号の記載あるEメールを誤って削除されて
なります。
も、Eメールを再送いたしませんのでご注意ください。
＊1 「連帯保証人あり」で住宅ローンのお申し込みをご希望の方とは、収 ※Eメールアドレス相違や迷惑メール設定等で、当行から
入合算でのお申し込みをご希望の方、永住権のない外国籍（かつお申し お送りしたEメールを受信されなかった場合、対象外とな
込み人の配偶者が日本国籍または永住権をお持ちの場合で連帯保証人 ります。
になることにご承諾いただける場合）の方、ペアローンでのお申し込みを ※同時期に開催の「住宅ローンセンターでの相談・審査
ご希望の方をいいます。
お申し込みで、JCBギフトカード2,000円分プレゼントキャ
ンペーン（お問合せ番号：1665）」とは併用いただけませ
ん。

●Amazonギフト券500円分をプレゼントいたします。

安心パックW（ダブル）の
資料請求で
Amazonギフト券500円分プレゼント！
キャンペーン
（お問合せ番号：1672）

新生銀行ウェブサイト

※キャンペーン期間中、Amazonギフト券のプレゼントは、
キャンペーン期間中に、新生銀行ウェブサイトから安心パックW（ダブル） お一人さま1回限りとなります。
の資料請求をされた方全員に、Amazonギフト券500円分をプレゼントいた ※住宅ローンの融資実行有無は問いません。
します。
※「住宅ローン 資料請求」ページ内の質問事項、「安心
2016年10月3日（月）
パックW（ダブル）の資料もご希望ですか？」のチェック欄
0：00
※キャンペーン期間中、新生銀行ウェブサイトの「住宅ローン 資料請求」 にチェックを付けないまま資料請求されると対象外となり
～
ページにて、ページ内の質問事項、「安心パックW（ダブル）の資料もご希 ます。
2016年12月10日（土） 望ですか？」のチェック欄にチェックを付けて資料請求いただくことが条件 ※Amazonギフト券の送付は、ギフト券番号を資料請求の
23:59
です。
際にご登録いただいたEメールアドレス宛に2017年2月末
※当行ウェブサイト以外（新生パワーコール、店頭）から資料請求をされた 日までにお送りいたします。
場合、対象外となります。
※ギフト券番号の記載あるEメールを誤って削除されて
も、Eメールを再送いたしませんのでご注意ください。
※Eメールアドレス相違や迷惑メール設定等で、当行から
お送りしたEメールを受信されなかった場合、対象外とな
ります。
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キャンペーン名

お取り扱い窓口

キャンペーン期間
お申込期間
店頭・郵送
2016年7月4（月）
～
2016年9月30日（金）
（お申込期間終了）

・お申込

《全金利タイプ対象》
パワースマート住宅ローン
年0.15％金利優遇キャンペーン

店頭
（住宅ローンセンター）
郵送
インターネット

インターネット
2016年7月3日（日）
～
2016年9月30日（金）
（お申込期間終了）

（お問合せ番号：1628）
・ご契約
店頭
（住宅ローンセンター）

融資実行期限
2017年3月31日（金）
まで

キャンペーン概要
キャンペーン期間中、以下の条件を満たされたお客さまに、借入金利を
0.15%優遇いたします。
・キャンペーンお申込期間中、パワースマート住宅ローン（安心パックＷ
（ダブル）を除く）を新規にお申し込みいただくこと（郵送の場合必着）。
・2017年3月31日（金） までにお借り入れ（融資実行）されること。
・借入金額が1,500万円以上であること。
※ペアローンについては、合算した借入金額が1,500万円以上であるこ
と。
《対象の金利タイプ》
全金利タイプ〈変動金利（半年型）タイプ、当初固定金利タイプ、長期固定
（全期間固定）金利タイプ〉
※変動金利（半年型）タイプおよび当初固定金利タイプは、『当初借入
金利のみ』優遇の対象となります。当初借入金利が適用される期間は、
初回利率変更日までとなります。
※初回利率変更日は、変動金利（半年型）タイプの場合、初回の約定返
済日から起算して、6回目の約定返済日以降、最初に到来する6月27日ま
たは12月27日のいずれか早い方となります。また、当初固定金利タイプの
場合、初回の約定返済日から起算して、お客さまが選択された当初固定
金利適用期間の年数に、12を乗じた回数目の約定返済日以降、最初に到
来する6月27日または12月27日のいずれか早い方となります。なお、ボー
ナス返済を7月と1月に設定された場合、上記日付6月27日、12月27日は
それぞれ7月27日、1月27日となります。

景品・サービスの内容
●借入金利を0.15%優遇いたします。
※当初借入金利適用期間終了後、お客さまからのお申し
出がない限り、変動金利（半年型）タイプの当行所定の基
準金利が適用されます。現在の基準金利については、新
生銀行ウェブサイトにてご確認いただけます。
※お借入金額が1,500万円以上の場合、本キャンペーン
の対象となります。（ペアローン、リフォーム資金を含む住
宅ローンなど合算可能）
※安心パックＷ（ダブル）をご選択いただく場合、本キャン
ペーンの対象とはなりません。
※年0.15%金利優遇は、2016年7月3日時点において、当
行住宅ローンをお申し込み済み、かつご契約条件確定前
のお客さまも対象となります。
※2016年9月30日（金）までにお申込書が当行に到着し
た場合でも、審査等により融資実行が2017年3月31日
（金）を過ぎた場合には、キャンペーンの対象とはなりま
せん。
※申込日から融資実行日まで6ケ月以上経過する場合、
一部書類を再提出いただきます。
※企業または不動産会社の提携住宅ローン、当行の財
形貯蓄による優遇、提携キャンペーン・プログラムをご利
用のお客さまは対象となりません。
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■キャンペーン・プログラムに関するご注意事項
●この「キャンペーン一覧」は実施中のキャンペーンをお知らせすることを目的として、その主な内容をまとめたものです。
●より詳細なキャンペーン条件は新生パワーコール（お電話）、新生銀行ウェブサイトまたは店頭にてご確認ください。
●キャンペーンの内容・条件は、2016年10月14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）。
●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。
●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。
●店頭または新生銀行ウェブサイトにキャンペーンの説明書をご用意しております。

■当行取り扱いの金融商品についてご注意いただくポイント
[外貨預金一般について】
●外貨預金は為替変動により外貨から円への交換比率（為替レート）が変わるため、外貨を円に交換した場合に為替差損が生じ、当初預け入れ時の円の元本を下回り、元本割れとなる可能性があります。●外国為替市場の急激な
変動があった場合やシステム障害等により、当行の提示する為替レートと実勢の為替レートが大きく異なる場合があります。お取引の際には、必ず適用される為替レートをご確認ください。●円でのお預け入れ・お引き出しには為替
手数料がかかります（外国為替市場の急激な変動があった場合や主要市場の休場日には、最大で1基本通貨単位あたり片道5.5円往復11円かかる場合があります）。また、円以外の通貨間での交換の場合、一方の通貨に最大片道
0.02を乗じた金額が為替手数料としてかかります。●そのため、為替相場の変動が無い場合でも、為替手数料・金利水準により、当初預け入れ時の円の元本を下回り元本割れとなる場合があります。●新生ステップアッププログラム
による外貨為替手数料の優遇は、円から外貨、外貨から円への交換が対象となります（ただし、パワーサポートプラスの通貨変更や利払い、パワービルダーの積立金の引き落とし等は対象となりません。また外貨間の交換、および
口座解約の手続きにあわせて外貨預金残高を円に振り替える際も、対象となりません）。●外貨預金は預金保険の対象ではありません。 ●外貨定期預金は原則として中途解約できません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて
満期日前に解約する場合には、元本金額のみの払い戻しに応じます（利息はいっさい支払われません）。●外貨現金のお取り扱いはしておりません。●外貨送金には別途送金手数料がかかります。●本預金のご利用にあたっては、
店頭やインターネットにご用意している商品説明書（契約締結前交付書面）を必ずご確認いただき商品特性について十分にご理解のうえ、余裕資金によりご自身のご判断と責任でお申し込みください。

【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。

【投資信託一般について】
●投資信託は、預金ではなく、元本保証および利回り保証のいずれもありません。●投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、新生銀行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。●投資信託は
主に国内外の有価証券に投資しますので、以下に列挙するリスクや国内外の政治経済状況等の変化等により、基準価額（外国籍投資信託の場合、純資産価格）が変動し、投資元本を割り込むことがあります。過去の運用実績は、
将来の運用成果を約束するものではなく、運用の利益および損失はすべて投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。○価格変動リスク：株式、公社債など値動きのある有価証券を組入れて投資することによる基準価額の
変動リスク。○為替変動リスク：外国の株式や公社債などの有価証券などを組入れて投資を行う場合の、為替相場の変動の影響による基準価額の変動リスク。外貨建て投資信託の場合、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない
場合でも、為替変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。○発行者（または保証会社）の信用リスク：組入れ有価証券の発行者（または保証会社）の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部機関の評
価の変化やその他の信用状況の変化等の影響に基づく基準価額の変動リスク。●投資信託には以下の通りお客さまに直接、または間接的にご負担いただく手数料や費用があります。○お申し込み時…申込手数料（国内籍投資信
託は約定金額に対して、外国籍投資信託は申込金額に対して税込最大3.24％）がかかります。○運用期間中…信託報酬・管理報酬（純資産総額に対して年率・税込最大3.0％）がかかるほか、その他信託期間中に発生する費用（組
入れ有価証券の売買委託手数料、監査費用、成功報酬、投資先ファンドにかかる費用等があり、運用状況等により変動するため、事前に料率および上限額を示すことはできません）がかかります。○換金時…信託財産留保額（基準
価額に対して最大2.0％または一万口あたり最大300円）や買戻し手数料（当初募集価額に対して最大5.0％）がかかります。これらの手数料等の合計額については、ご購入ファンド、ご購入金額、その運用状況、お客さまがファンドを
保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ファンドごとに手数料や費用は異なります。各ファンドの手数料・費用等の詳細は契約締結前交付書面（目論見書および目論見書補完書面）でご確認ください。
●投資信託のご購入・換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨へ交換する場合には、上記手数料・費用のほか、当行の定める為替手数料がかかります。●投資信託の換金（解約・買取）については、ファンドによってクロー
ズド期間（換金することができない期間）が設定されているものや特定日にしか換金の申し込みができないものがあるほか、換金までに相当の期間がかかることがあります。●投資信託をお申し込みの際には、あらかじめ最新の契約
締結前交付書面（目論見書および目論見書補完書面）の内容を必ずご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。●目論見書および目論見書補完書面は、店頭や郵送で入手いただけるほか、新生パワーダイレクトでもご確認い
ただけます（店頭で取り扱いのないファンドの目論見書および目論見書補完書面は新生パワーダイレクトでご確認ください）。なお、投資信託の取り扱いのない店舗ではご用意しておりません。●交付目論見書と請求目論見書が分冊
となっている場合、請求目論見書はご請求いただいたお客さまにお送りしております。新生パワーコールまでご連絡ください。●投資信託のお申し込み・換金等のお取り扱いは新生銀行、設定・運用は投資信託委託会社、信託財産の
管理等は信託銀行が行います。［2016年10月14日現在］

【金融商品仲介（新生証券）について】
●有価証券は銀行の預金ではありません。●有価証券は預金保険の対象ではありません。●有価証券は元本保証または利回り保証のいずれもなく価格変動リスクがあります。●投資した資産価値の減少を含むリスクは、有価証券
をご購入のお客さまが負うことになります。●有価証券には、発行会社の信用リスクが存在します。●流通性の低い有価証券は価格変動が大きくなったり、売買ができない場合もあります。●新生銀行は、新生証券を委託金融商品
取引業者とし、有価証券の売買の媒介を金融商品仲介業務として行います。●証券口座開設とは、新生証券に「証券口座」を開設することをいいます。●証券口座開設の受付は新生証券所定の条件を満たすお客さまに限らせてい
ただきます。詳しくは店頭にお問い合わせください。●証券口座開設後の株式売買等の金融商品取引はすべて、新生証券とのお取引になります。新生銀行は、注文の申し込みを受け付け、新生証券が受注・執行を行います。●新生
銀行が金融商品仲介業務として行う本金融商品取引サービスには、手数料等がかかる場合があります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することが
できません。また、新生証券のみでのお取扱い内容・手数料体系等とは異なります。●委託金融商品取引業者・売出人 新生証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第95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、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
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【生命保険商品、個人年金保険商品、損害保険商品一般について】
●保険商品をご検討いただく際には、金融商品勧誘方針ならびに保険募集指針をご確認ください。●ご契約前には各商品の【商品説明資料（パンフレット）】【契約概要】【注意喚起情報】を必ずお読みいただき、内容をご確認、ご了承
のうえご契約いただきますようお願いいたします。ご契約時には【ご契約のしおり・約款】【特別勘定のしおり】を必ずご覧ください。●当行の担当者（生命保険募集人・損害保険募集人）はお客さまと引受保険会社の保険契約締結の媒
介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して引受保険会社が承諾したときに有効に成立します。また、当行は取引商品の引受保険会社の支払能力
を保証するものではありません。●保険商品にお申し込みいただくか否かが、当行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。●保険商品は各引受保険会社が引受をする商品であり、預金ではなく、預金
保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。また、当行による元本および利回りの保証はありません。●引受保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構により保護の措置が
図られることがありますが、この場合でもご契約の際にお約束した保険金額・年金額・給付金額・解約返戻金額等が削減され、その結果、保険金額・年金額・給付金額・解約返戻金額等が払込保険料相当額を下回ることがあります。
●一部の保険商品 は国内外の株式や債券等で運用しているため、株価や債券価格、市場金利の変動、または外国為替相場の変動等により、保険金額・年金額・給付金額・解約返戻金額等が変動（増減）するしくみの保険です。運
用実績によっては、受け取る保険金・年金・給付金・解約返戻金の合計額が払込保険料相当額を下回る場合があります。一時払保険料等の減少を含むリスクはお客さまが負うことになります。●外貨建ての保険商品は、保険金・年
金・給付金等のお受け取り時における外国為替相場によって円換算した金額が、ご契約時における外国為替相場によって円換算した払込保険料相当額を下回る場合があります。為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分
（TTSレートとTTBレートの差額）が差し引かれるため、円換算受取金額が保険料払込時の為替相場で円換算した払込保険料相当額を下回ります。●保険商品には、お客さまに直接、または間接的にご負担いただく手数料や費用が
あります。商品ごとに手数料や費用は異なりますので、具体的な金額・計算方法は記載することができません。また、一定期間内に解約した場合、解約控除がなされることがあります。 契約をご検討いただく際には【商品説明資料（パ
ンフレット）】【契約概要】【注意喚起情報】【ご契約のしおり・約款】等で、必ずご確認ください。●被保険者さまの健康状態等についての告知等が必要な生命保険は引受保険会社の診査の結果、ご契約ができない場合があります。●
クーリング・オフ制度（ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除）の対象となる保険商品は所定のお手続きによりクーリング・オフすることができます。なお、クーリング・オフ期間には一定の制限があります。●平準払保険にお
いて、保険料お払い込みの猶予期間中に保険料のお払い込みがない場合、契約は失効し、保険金や給付金等の支払事由に該当した場合でも保険金や給付金等が支払われません。●当行では保険募集に先立ち、当行が知り得た
お客さまの非公開情報を利用し募集にあたることについてご同意をいただいております。●保険業法上の規制により、お客さまのお勤め先や、融資のお申し込み状況等によっては、当行では生命保険、損害保険をお申し込みいただ
けない場合があります。●詳しくは生命保険販売資格・損害保険販売資格をもった当行の担当者（生命保険募集人・損害保険募集人）までご相談ください。●保険募集代理店：株式会社 新生銀行

【パワースマート住宅ローンについて（ 2015年11月1日現在）】
●借入期間は5年以上35年以内（1年単位）、借入金額は500万円以上1億円以下（10万円単位）です。安心パックW（ダブル）をご利用になる場合、借入期間は25年以上、借入金額は1,500万円以上であり、団体信用介護保障保険へ
の加入資格を有する必要があります。なお、安心パックW（ダブル）は、借入時に変動金利（半年型）タイプを選択されるご契約において、お申し込みいただけません。●変動金利（半年型）タイプ、当初固定金利タイプは、当初借入金
利適用期間終了後、お客さまからのお申し出がない限り、変動金利（半年型）の当行所定の基準金利が適用されます。●変動金利（半年型）タイプ、当初固定金利タイプを利用されている方は、金利変更時に当初固定金利タイプをご
選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,400円（消費税込み）がかかります。●借入時に適用される金利は原則として毎月見直しを行いますが、金利動向によっては月中でも当初借入金利の見直しを行うことがあ
ります。住宅ローンのご契約にあたっては、お客さまの借入金に適用される具体的な適用利率を必ずご確認ください。●当初固定金利タイプおよび長期固定金利タイプは、金利情勢等により、やむを得ずお取り扱いを中止する場合も
ございます。●新生銀行ウェブサイトまたは新生パワーコール＜住宅ローン専用＞（0120-456-515／9:00～19:00／平日・土日・祝日も受け付けております＜年末年始の休業日を除く＞）にて、借入金額や借入期間に応じた毎月の返
済額を試算できます。●住宅ローンの借入日はお客さまにご選択いただきます。ご契約日からご契約日の属する月の翌々月の最終営業日までの期間における当行営業日をご選択ください。●事務取扱手数料は契約ごとに、安心
パックＷ（ダブル）は162,000円（消費税込み）、安心パックは108,000円（消費税込み）、いずれも申し込まない場合は54,000円（消費税込み）です。それ以外に登記費用、印紙税、司法書士報酬等の諸費用がかかります。●ご融資の
対象物件となる土地、建物に、当行を第一順位の抵当権者とする抵当権、または根抵当権を設定いただきます。●店頭、新生パワーコール〈住宅ローン専用〉、新生銀行ウェブサイトにて商品説明書をご用意しています。●当初固定
金利タイプについては、当行住宅ローンの提携先企業・団体にお勤めの従業員・職員等のお客さまに金利の優遇等がある場合がございます。詳しくは新生パワーコール〈住宅ローン専用〉までお問い合わせください。●当行のパワー
スマート住宅ローンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行で借り換えをすることができません。●住宅ローンのご融資には当行所定の審査がございます。ご希望にそえない場合もございますので、あらかじめご了承くださ
い。

【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。

お問い合わせはお気軽に
新生パワーコール

0120-456-860

[24時間365日受付]

住宅ローンのお問い合わせはこちら
新生パワーコール
（住宅ローン専用）

0120-456-515

[9時～19時／平日・土日・祝日] ＊年末年始の休業日を除く

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：日本証券業業界、一般社団法人 金融先物取引業協会
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