ANAマイレージクラブ会員さま限定

口座開設プログラム リニューアルのご案内
2018年4月1日
（日）
より、ANAマイレージクラブ会員さま限定の口座開設プログラムをリニューアルしました。
新しい対象商品やマイル数の増額など、資産運用しながらマイルがおトクに貯まります。
変更内容は下記のとおりです。
【口座開設プログラム変更内容】
対象の
お客さま

変更前（2018年3月31日まで）

お取引対象マイル

現在（2018年4月1日以降）

口座開設
口座開設
対象商品 （2018年3月31日までに口座開設が完了したもの）
新規
（2018年4月1日以降に口座開設が完了したもの）
口座開設
●お申し込み日ではなく、口座の開設日が対象となります。 ●お申し込み日ではなく、口座の開設日が対象となります。
口座開設の
マイル
お客さま
付与
300マイル
300マイル
マイル

円預金
マイル

対象商品 スタートアップ円定期預金
●口座開設月を含む3ヵ月目月末の残高が対象となります。
付与
マイル

50万円ごとに10マイル

（最大1,000マイル）

NEW !「THEO+[テオプラス]新生銀行」

上記で
口座開設
された
お客さま

●「THEO+ [テオプラス] 新生銀行」
は、
「株式会社お金の
デザイン」の提供するロボアドバイザーによる投資一任
運用サービスです。
●口座開設月を含む3ヵ月目月末までに入金された累計入
金額が対象となります。

THEO+ 対象商品
[テオプラス]
新生銀行
入金マイル

50万円以上で500マイル

付与
マイル

●「THEO+[テオプラス] 新生銀行」
への入金が対象です。
（積立による引き落としは対象外）

外貨預金

外貨預金

●円から外貨への交換をともなうお取引が対象となります。 ●円から外貨への交換をともなうお取引が対象となります。
●外貨から円への交換、外貨から外貨への交換は対象外 ●外貨から円への交換、外貨から外貨への交換は対象外
対象商品
となります。
となります。
外貨預金
●口座開設月を含む3ヵ月目月末までの、対象となるお取 ●口座開設月を含む3ヵ月目月末までの、対象となるお取
マイル
引の合計金額によりマイル数が決まります。
引の合計金額によりマイル数が決まります。
付与
マイル

50万円ごとに20マイル

Up !

（最大2,000マイル）

50万円ごとに500マイル

（最大10,000マイル）

【住宅ローンプログラム】※下記の住宅ローンプログラムに変更はありません。
対象の
お客さま

変更前（2018年3月31日まで）

お取引対象マイル

1,000万円以上のお借り入れ
お借り入れの 住宅ローン
お客さま
マイル

対象商品
付与
マイル

現在（2018年4月1日以降）
1,000万円以上のお借り入れ

※安心パックW（ダブル）、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
ペーン等をご利用のお客さまは対象となりません。

※安心パックW（ダブル）、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
ペーン等をご利用のお客さまは対象となりません。

10,000マイル

10,000マイル

【リニューアル前後のマイル付与について】
新規
口座開設の
お客さま

2018年3月31日までに口座開設を完了された場合、変更前のプログラムが適用されます。
「スタートアップ円定期預金」
の円預金
マイルが適用され、
「THEO+[テオプラス]新生銀行入金マイル」
はマイル付与対象となりません。
口座開設日は、郵送・アプリで開設された場合、
キャッシュカード＆セキュリティカードの送付台紙でご確認いただけます。
2018年4月1日以降に口座開設を完了された場合、新プログラムが適用され、
「口座開設マイル」
（継続）、新しい
「THEO+[テオプ
ラス]新生銀行入金マイル」
（新設）、新しい
「外貨預金マイル」
（マイル変更)をご利用いただけます。

お問い合わせは
新生パワーコール ［通話料無料］

0120 - 456 - 860

インターネット

新生銀行

検索

www.shinseibank.com

【ANAマイレージクラブ会員さま限定口座開設プログラム
（お問合せ番号：5006）
に関するご注意事項】
●ANAマイレージクラブ会員さまが所定の手続きにより新規口座開設いただくと、口座開設マイルをプレゼント。さらに、口座開設月を含む 3 ヵ月間の所定のお取
引に応じて取引マイルをプレゼントします。●参加条件は、それぞれ次のとおりです。１）口座開設マイルについて①新生銀行の ANAマイレージクラブ会員さま限
定口座開設プログラムページにて、
「お客さまの個人情報の利用目的・第三者提供について」に同意のうえ、
「口座開設のお申し込みボタン」からお申し込みいた
だき、口座開設を完了いただくこと。②新生銀行の口座開設のお申し込みフォーム内の「ご請求コード欄」に必ず「ANA+ANAマイレージクラブお客様番号（10
桁）」をご入力のうえ、入力後の内容確認画面にて、
「ご請求コード」欄に反映されていることをご確認いただくこと。２）THEO+[テオプラス] 新生銀行入金マイル
について①新生銀行の ANAマイレージクラブ会員さま限定口座開設プログラムで口座開設を完了していること。②口座開設月を含む 3 ヵ月目の月末までに「株式
会社お金のデザイン」に開設した証券口座「THEO+ [テオプラス] 新生銀行」に新生総合口座パワーフレックスから入金した累計入金額が 50 万円以上であるこ
と。
（積立による引き落としはプログラムの対象外です）③口座開設月を含む 3 ヵ月目の月末時点で、
「THEO+ [テオプラス] 新生銀行」での運用残高があること、
「THEO+ [テオプラス] 新生銀行」を解約または解約申請を行っていないこと、かつ、お申込み内容に不備がないこと。３）外貨預金（円から外貨のお取引）マイ
ルについて①新生銀行の ANAマイレージクラブ会員さま限定口座開設プログラムで口座開設を完了していること。②口座開設月を含む 3 ヵ月目の月末までに対
象の円から外貨へのお取引の合計金額が 50 万円以上であること。●マイルの積算時期はそれぞれ、次のとおりです。
（1）
「口座開設マイル」
：口座開設月の翌々
月末まで。
（2）
「THEO+[テオプラス] 新生銀行マイル」
・
「外貨預金マイル」
：口座開設月を含む 5 ヵ月目の月末まで。●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、口座解約のうえ本プログラムをお申し込みいただくことはできません。●口座開設お申し込みの際に、
ANAマイレージクラブお客様番号のご入力が無かった場合または入力に相違があった場合は対象外となります。●マイル積算前に口座解約された場合も対象外
となります。●当行所定の方法以外でお申し込みされた場合、事後的にマイルを積算することはできません。●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。●「THEO+ [テオプラス] 新生銀行」は、
「株式会社お金のデザイン」の提供する投資一任運用サービスです。●「THEO+ [テオプラス] 新生銀行」へ
の入金は、新生総合口座パワーフレックスからの振込のみが本プログラムの対象となります（新生銀行以外の金融機関からの振込は、本プログラムの対象外とな
ります）。●マイル積算前に、
「THEO+ [テオプラス] 新生銀行」を解約または解約申請されている場合や、口座開設月を含む 3 ヵ月目の月末時点で、運用残高が
ゼロになっている場合、お申込み内容に不備がある場合は、本プログラムの対象外となります。●本プログラムの内容・条件は 2018 年 3 月14日現在。市場動向
等により内容・条件を変更または本プログラム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）。●本プログラムの他に、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。●本プログラム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。
【THEO+ [テオプラス] 新生銀行について】
●新生銀行は、お客さまと株式会社お金のデザインとの間で締結する投資一任契約の締結の媒介を行い、資産の管理・運用は株式会社お金のデザインが行いま
す。●主に海外の上場投資信託（ETF）で資産の運用を行うため、金融商品取引市場の相場の変動、為替相場の変動等により預り資産の時価評価額は大きく変
動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。●一
連のサービスに対し、株式会社お金のデザインに投資一任報酬をお支払いただきます。投資一任報酬額は預り資産の時価評価額に応じ計算されるため、事前に
金額または上限を提示することができません。ご負担いただく投資一任報酬等及びリスク情報につきましては株式会社お金のデザインが交付する契約締結前交付
書面をご確認いただきご自身でご判断ください。●THEO+ [テオプラス] 新生銀行は預金ではなく投資一任契約に基づくサービスのため、預金保険制度の対象で
はありません。●株式会社お金のデザインは、法令に従い、お客さまの資産と株式会社お金のデザインの資産を明確に区別する分別管理を行っております。株式会
社お金のデザインが破たんした場合でも、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、日本投資者保護基金が 1,000 万
円まで補償を行うことになっています。詳しくは株式会社お金のデザインまでお問い合わせください。●THEO+ [テオプラス] 新生銀行は投資一任契約に基づくサー
ビスであるため、お客さま自身で個別の有価証券につき売買注文を行うことはできません。●法人のお客さまは、お申し込みいただけません。 株式会社お金のデ
ザイン 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2796 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、一般社団法人投資信託協会
【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）。●店頭での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。
【ANAマイレージクラブ会員さま限定住宅ローンプログラム
（お問合せ番号：5011）
に関するご注意事項】
●住宅ローンご契約日の 23:59までに新生銀行ウェブサイト上のエントリーフォームでエントリーを完了された方が対象となります。なお、ご契約日の 23:59 以降の
プログラムへのエントリーいただいた場合は無効となります。●エントリーがない場合や所定の方法以外でのお手続きをされた場合、またマイル積算の前に口座解
約された場合も対象外となります。●ANAマイル積算の際にANAマイレージクラブお客様番号が有効ではない場合や、入力に誤りがあった場合は対象外となりま
す。●ANAマイル積算は融資実行月の翌々月末までにいたします。●複数回のエントリーについては、最後にエントリーしていただいたものが適用されます。●本プ
ログラムと"T 会員さま限定住宅ローンプログラム"を併用していただくことはできません。両方のプログラムにエントリーされていた場合は最後にエントリーしていた
だいたものが適用されます。●同種の併用できない他のプログラム・キャンペーンへエントリーされた場合は最後にエントリーしていただいたものを適用といたしま
す。●一括ローン相談 by SUUMO 経由で、審査お申し込み、ご契約された方は対象外となります。●付帯サービスである安心パックＷ（ダブル）
・安心パックSをご
利用のお客さまは対象外となります。●Tポイント×ステップダウン住宅ローン、企業提携住宅ローン、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外となります。●本プログラムの内容・条件は、2018 年 3 月14日現在。市場動向等により内容・条件を変更または本プログラムを中止
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）。●本プログラムの他に、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。●本プログラムや他のキャンペーン・プログラムにつ
いて詳しくは、今月のキャンペーン一覧やプログラム一覧をご覧いただくか、新生パワーコール＜住宅ローン専用＞または店頭スタッフへお尋ねください。
【パワースマート住宅ローンについて】
●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。●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（12 年固定を除く）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。●変動金利（半年型）タイプを除
く各金利タイプは、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、安心パックをお申込みの場合 108,000 円（消費税込み）、お申込みされない場合 54,000 円（消費税込み）
です。それ以外に抵当権設定登録免許税、印紙税、司法書士報酬、火災保険料がかかります。●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。●ご
選択いただく金利タイプ、付帯サービスにより別途条件がございます。詳しくは新生パワーコール＜住宅ローン専用＞、新生銀行ウェブサイトにてご確認ください。
［2018 年 1 月1日現在］
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 1802042

