2014年9月のキャンペーン一覧
(キャンペーンへの参加をご希望されるお客さまは、お電話（新生パワーコール）または店頭、インターネットにて、詳細を必ずご確認ください。)
2014年9月9日現在

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

キャンペーン期間中、店頭窓口にてキャンペーン対象商品を1回のお取引で合計500万円以上お申し込み
いただいたお客さまに、お取引完了時にお取引商品、お取引金額に応じてギフト券をプレゼントいたしま
お取引金額に応じてギフト券をプレゼントいたします。
す。

店頭
【店頭限定】
夏のギフト券プレゼントキャンペーン
（お問合せ番号：1436）

※一部本キャンペーンの対
象とならない店舗
（東京・六本木・
千里中央・西宮北口・高槻・
堺東・芦屋）も
ございます。

2014年7月1日（火）
～
2014年9月30日（火）
17:00

対象商品
Aコース
・パワード定期(円投資型：1年もの)
・大口タイプの二重通貨定期預金(円投資型：1年もの)
・店頭取扱の投資信託(MMF、スイッチング、NISA口座によるお取引およびNISAプラスが適用となるお取引
を除く)
Bコース
・パワード定期(円投資型：6ヵ月もの/外貨投資型：6ヵ月もの、1年もの)
・大口タイプの二重通貨定期預金(円投資型：6ヵ月もの、3年もの、5年もの/外貨投資型：6ヵ月もの、1年も
の)
・パワーステップアップ外貨定期２
・パワード定期プラス
・パワード定期プラス〈リスク低減タイプ〉(2014年8月28日(木)をもって販売終了)
・パワード定期スリー
・金融商品仲介(新生証券商品)

Aコース
500万円以上1,000万円未満･･･1万5千円分
1,000万円以上2,000万円未満･･･3万円分
2,000万円以上3,000万円未満･･･6万円分
3,000万円以上･･･15万円分
Bコース
500万円以上1,000万円未満･･･1万円分
1,000万円以上2,000万円未満･･･2万円分
2,000万円以上3,000万円未満･･･4万円分
3,000万円以上･･･10万円分
※お申込金額は、それぞれのコースで500万円以上必
要となります。AコースとBコースのお申込金額を合算し
てキャンペーンの対象お申込金額とすることはできませ
ん。

※キャンペーン期間中、何度でもご利用いただけます(ただし1日のご利用は1回限り)。
後日キャンペーン期間中のお取引商品、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。
キャンペーン期間中、新生パワーダイレクト(インターネット)または新生パワーコール(お電話)にてキャン
ペーン対象商品を、期間中合計50万円以上お申し込みいただいたお客さまに、後日キャンペーン期間中
のお取引商品、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。
【ネット・お電話限定】
投信ならキャッシュプレゼントが3倍！
夏のキャッシュプレゼントキャンペーン

インターネット・
コールセンター

（お問合せ番号：1437）

＜新規口座開設のお客さま限定＞
夏の円定期
キャッシュプレゼントキャンペーン！
（お問合せ番号：1435）

店頭・インターネット・
コールセンター

2014年7月1日(火)
～
2014年9月30日(火)
20：00

対象商品
Aコース
・投資信託(MMF、スイッチング、積立、NISA口座によるお取引およびNISAプラスが適用となるお取引を除
く)
Bコース
・パワーステップアップ外貨定期２
・パワード定期(6ヵ月もの、1年もの)
・パワード定期プラス
・パワード定期プラス〈リスク低減タイプ〉(2014年8月28日(木)をもって販売終了)
・パワード定期スリー

Aコース
50万円以上100万円未満･･･1,500円
100万円以上300万円未満･･･3,000円
300万円以上･･･9,000円
Bコース
50万円以上100万円未満･･･500円
100万円以上300万円未満･･･1,000円
300万円以上･･･3,000円
※お申込金額は、それぞれのコースで期間中合計50万
円以上必要となります。AコースとBコースのお申込金額
を合算してキャンペーンの対象お申込金額とすることは
できません。
※キャッシュプレゼントは、2014年11月末までにお客さ
まの新生総合口座パワーフレックス円普通預金へ入金
予定です。

キャンペーン期間中、新規口座開設のうえ、6ヵ月もの・あるいは1年ものの円定期預金を1口あたり30万円
預入金額に応じて、以下の金額をキャッシュプレゼント
以上お預け入れいただくと、預入金額に応じてキャッシュプレゼントいたします。
いたします。
キャンペーン対象商品
・6ヵ月もの・1年もの円定期預金
30万円以上･･･500円
(パワーフレックス円定期預金・パワーフレックス大口円定期預金・パワーダイレクト円定期預金30・パワー 100万円以上･･･1,500円
2014年7月1日(火)
ダイレクト円定期預金100)
300万円以上･･･5,000円
～
500万円以上･･･10,000円
2014年10月31日(金)
※最低預入金額は以下の通りです。
1,000万円以上･･･20,000円
店頭は17：00
店頭(一部の店舗を除く)・新生パワーコール･･･1口あたり300万円以上
3,000万円以上･･･60,000円
インターネット・新生パワー
インターネット・店頭(千里中央、西宮北口、高槻、堺東、芦屋)･･･1口あたり30万円以上
コールは20：00
※対象となる円定期預金を中途解約された場合、および、キャッシュプレゼント前に口座解約された場合 ※6か月もの、1年ものどちらでもプレゼント金額は同じ
は対象外となります。またキャッシュプレゼント金額は景品に該当するため、預金保険の対象外となりま
です。
す。
※キャッシュプレゼントは、対象となるお取引の満期日
※お預け入れが複数回ある場合は、期間中に最初にお預け入れいただいた金額がキャンペーンの対象に の翌々月末までにお客さまの新生総合口座パワーフ
なります。
レックス円普通預金へ入金予定です。
※お一人さま1回限りとなります。
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2014年9月のキャンペーン一覧
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2014年9月9日現在

キャンペーン名

お取り扱い窓口

キャンペーン期間

口座開設期間
2014年6月2日(月)
～
2014年12月30日(火)
17:00

＜50代、60代のお客さま限定＞
新規口座開設＆円定期で
キャッシュプレゼントキャンペーン

店頭・インターネット・
コールセンター

(お問合せ番号：1419)

<新規に店頭で口座開設を
されたお客さま限定>
ご家族・ご友人さまのご紹介で
もれなく1,000円ずつ
プレゼントキャンペーン

景品・サービスの内容

キャンペーン期間中、新規口座開設のうえ、3ヵ月もの円定期預金を1口あたり300万円以上お取引いただ
くと、お預入金額に応じてキャッシュプレゼントいたします。

キャンペーン対象商品
預入金額に応じて、以下の金額をキャッシュプレゼント
・3ヵ月もの円定期預金
いたします。
(パワーフレックス円定期預金・パワーフレックス大口円定期預金・パワーダイレクト円定期預金30・パワー
ダイレクト円定期預金100)
300万円以上･･･5,000円
500万円以上･･･10,000円
キャンペーン参加条件：キャンペーン対象商品の預入日が属する月の月末時点で50歳以上70歳未満のお 1,000万円以上･･･20,000円
客さま。
3,000万円以上･･･60,000円
※対象となる円定期預金を中途解約された場合、および、キャッシュプレゼント前に口座解約された場合
お取引期間
は対象外となります。またキャッシュプレゼント金額は景品に該当するため、預金保険の対象外となりま
※キャッシュプレゼントは、対象となるお取引の満期日
2014年6月2日(月)
す。
の翌々月末までにお客さまの新生総合口座パワーフ
～
※お預け入れが複数回ある場合は、期間中に最初にお預け入れいただいた金額がキャンペーンの対象に レックス円普通預金へ入金予定です。
2015年1月30日(金)
なります。
店頭は17：00
インターネット・新生パワー ※お一人さま1回限りとなります。
コールは22：00

ご紹介者さまの
口座開設期間
(店頭)
2014年8月1日(金)
～
2014年10月31日(金)
17:00
店頭
ご家族・ご友人さまの
口座開設期間
(店頭・インターネット)
2014年8月1日(金)
～
2014年11月28日(金)
17：00

(お問合せ番号：1448)

キャンペーン概要

キャンペーン期間中、ご紹介者さまからご紹介を受けたご家族・ご友人さまが、店頭もしくはインターネット ご紹介者さまとご家族・ご友人さま双方に1,000円キャッ
から新規に口座開設をお申し込みいただき、口座開設を完了されると、ご紹介者さまとご家族・ご友人さま シュプレゼントいたします。
双方にもれなく1,000円をプレゼントいたします。
※ご紹介番号の入力がない場合はキャンペーン対象と
●ご紹介者さまのキャンペーン適用条件
はなりません。またご紹介番号の入力に誤りがあった
・2014年8月1日(金)～2014年10月31日(金)までに店頭(～17：00)で新生総合口座パワーフレックスの新規 場合、訂正はできません。
開設を完了していただくこと。(店頭で口座開設後、お客さま専用のご紹介番号をご案内いたします。)
※ご紹介者さまのプレゼント金額は紹介者10人以上で
・ご家族・ご友人さまがキャンペーン適用条件を満たすこと。
最大10,000円までとなります。
・2014年12月31日(水)時点で、新生総合口座パワーフレックス円普通預金の残高が10万円以上であるこ ※キャッシュプレゼントは2015年2月末までにお客さま
と。
名義の新生総合口座パワーフレックス円普通預金へ入
金予定です。
●ご家族・ご友人さまのキャンペーン適用条件
※キャッシュプレゼント入金日までに口座解約されたお
・2014年7月31日(木)時点で、新生総合口座パワーフレックスをお持ちでないこと。
客さまはキャンペーン対象外となります。
・2014年8月1日(金)～2014年11月28日(金)までに店頭(～17：00)もしくはスマートフォン・インターネットから ※当行で実施している他の口座開設キャンペーンとの
新生総合口座パワーフレックスの新規開設を完了していただくこと。
併用はできません。
・店頭で口座を開設される場合は、「ご紹介番号」を必ずお伝えいただくこと。スマートフォン・インターネット ※店頭で口座開設された場合は、「ご家族・ご友人ご紹
で口座を開設される場合は口座開設お申込み時に「ご紹介番号」を必ず入力いただくこと。
介プログラム」との併用が可能です。

キャンペーン期間中、新規に口座開設されたお客さまが、キャンペーン対象店舗にて6ヵ月もの円定期をお 特別金利円定期預金
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。
6ヵ月もの 金利年0.6% (税引後 年0.4781%)
＜新規に口座開設されるお客さま限定＞
秋の特別金利円定期キャンペーン
(お問合せ番号：1481)

店頭
(仙台・金沢・高松・千里中
央・西宮北口・高槻・堺東・
芦屋)

2014年9月1日(月)
～
2014年11月28日(金)
17：00

お預入金額：(1口あたり) 100万円以上500万円まで

※利息は源泉分離課税（国税15.315%、地方税5%）とし
て課税されます。税引後の金利は、表示位未満がある
※お一人さま1回限りとなります。
場合はその単位を切り捨てて記載しています。
※キャンペーン対象店舗での6ヵ月もの円定期預金へのお預け入れが条件となります。インターネット・コー ※満期日以降は円普通預金へ入金となり、以降は円普
ルセンターでの円定期設定のお取引は、対象となりません。
通預金店頭表示金利が適用されます。
※対象となる円定期預金を中途解約された場合、当行所定の中途解約利率が適用されます。
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キャンペーン名
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景品・サービスの内容

Amazonギフト券500円分

おためし外貨プランのお取引で
もれなくAmazonギフト券
500円分プレゼントキャンペーン

店頭・インターネット・
コールセンター

(お問合せ番号：1477)

2014年9月1日(月)
～
2014年10月31日(金)
店頭は17：00
インターネット・新生パワー
コールは20：00

キャンペーン期間中、キャンペーン専用サイトからエントリーいただき、「おためし外貨プラン」を期間中合
計100万円以上お取引いただくと、もれなくAmazonギフト券500円分をプレゼントします。
※エントリーとお取引の順は問いません。
※複数回エントリーされた場合、最新のエントリーのみ対象となります。

※Amazonギフト券はエントリー時にご入力いただいた
メールアドレス宛に、2014年12月末までにお送りいたし
ます。Amazonギフト券はAmazonのサイトで注文の際使
用できる「Eメール形式のギフト券」になります。
※エントリーの際に入力いただくEメールなどの内容に
相違があった場合、キャンペーンの対象外となります。
※当行所定の方法以外でお手続きされた場合、事後的
にAmazonギフト券をプレゼントすることはできません。
※メールを誤って削除した場合は再送されませんので
ご注意ください。また、プレゼント前に口座解約された場
合も対象外となります。
※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、キャンペーンの対象外となります。

キャンペーン期間中、他の金融機関にお預け入れの外貨を、1回の送金につき1万基本通貨単位以上を当
行の外貨普通預金口座へ送金されたお客さまに、4,000円を11月末までにキャッシュプレゼントいたしま
す。
＜夏の特別企画＞
新生銀行への外貨送金で
4,000円キャッシュプレゼント！
キャンペーン

他行から新生銀行宛の
外貨送金

2014年8月1日(金)
～
2014年9月30日(火)
着金分

(お問合せ番号：1444)

＜対象となる外貨と1回あたりの最低送金金額＞
●米ドル： 10,000米ドル
●ユーロ： 10,000ユーロ
●ニュージーランドドル： 10,000ニュージーランドドル

●豪ドル： 10,000豪ドル
●英ポンド： 10,000英ポンド
●カナダドル： 10,000カナダドル

※期間中、何度でもご利用いただけます。
※期間中の合計金額ではございませんのでご注意ください。
※対象となる1回の最低外貨額は当行に着金した金額であり、送金元の金融機関にお支払された送金
手数料などを除きます。
※外貨で着金した場合が対象です。送金元や経由銀行で円に転換され、新生銀行に円で着金した場
合は対象外となりません。あらかじめご了承ください。
※新生証券からの着金分は対象となりません。

キャンペーン期間中、インターネット（新生パワーダイレクト）にてキャンペーン対象商品を、期間中合計50
万円以上お申し込みいただいたお客さまに、後日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。
【ネット限定】
新ファンド導入記念！
最大6万円キャッシュプレゼントキャンペーン

インターネット

(お問合せ番号：1472)

2014年8月25日(月)
9：00
～
2014年10月31日(金)
20:00

※キャンペーン対象商品
下記の投資信託(積立、NISA口座によるお取引およびNISAプラスが適用となるお取引を除く)
1.日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
2.日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
3.日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)

4,000円をキャッシュプレゼントいたします。
※キャッシュプレゼントは、2014年11月末までにお客さ
まの新生総合口座パワーフレックス円普通預金へ入金
予定です。
※キャッシュプレゼント入金日までに口座解約されたお
客様はキャンペーン対象外となります。

キャンペーン対象となる３ファンド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。
50万円以上100万円未満・・・2,000円
100万円以上300万円未満・・・4,000円
300万円以上500万円未満・・・10,000円
500万円以上1,000万円未満・・・25,000円
1,000万円以上・・・60,000円

※キャッシュプレゼントは2014年12月末までにお客さま
※お申込日がキャンペーン期間中であれば、対象商品の約定日がキャンペーン期間以降となってもキャン 名義の新生総合口座パワーフレックス円普通預金に入
ペーンの対象となります。
金する予定です。

NISA口座開設に必要な住民票の取得を無料で代行い
たします。
店頭
【店頭限定】
住民票取得代行サービスで、らくらく！
NISAスタートキャンペーン
(お問合せ番号：1445)

※一部本キャンペーンの
対象とならない店舗
（東京・西宮北口・
高槻・堺東・芦屋）
もございます。

2014年7月14日（月）
～
2014年9月30日（火）
17:00

※「住民票の写し」の取得に2ヵ月程度お時間をいただく
キャンペーン期間中、NISA口座をお申込みいただき、同時に住民票の写し取得にかかる委任状をご提出
場合がございます。本サービスで取得しました「住民票
いただくと、NISA口座開設に必要な住民票の取得を無料で代行いたします。
の写し」はNISA口座開設手続きに使用するため、お客
さまにはお渡しできません。
※2013年1月1日以降に現在のお住まいの市区町村以
※キャンペーン対象となるお客さまは、ご来店時の新生ステップアッププログラムにおけるお客さまステー
外から転居等をされた方は、「住民票の写し」に代わり、
ジが、「新生ゴールド」または、「新生プラチナ」のお客さまに限ります。「新生スタンダード」のお客さまは
「住民票の除票の写し」を取得いたします。
キャンペーン対象外となります。
※万が一NISA口座が開設されなかった場合でも「住民
票の写し」はお客さまに返却されませんのであらかじめ
ご了承願います。
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2014年9月のキャンペーン一覧
(キャンペーンへの参加をご希望されるお客さまは、お電話（新生パワーコール）または店頭、インターネットにて、詳細を必ずご確認ください。)
2014年9月9日現在

キャンペーン名

【二子玉川フィナンシャルセンター限定】
新生銀行二子玉川フィナンシャル
センターで口座開設！
ハーゲンダッツギフト券
プレゼントキャンペーン

お取り扱い窓口

キャンペーン期間

二子玉川
フィナンシャルセンター

2014年8月1日(金)
～
2014年10月31日(金)
17：00

キャンペーン概要

キャンペーン期間中、二子玉川フィナンシャルセンターにご来店のうえ新規に口座開設をされたお客さま
に、ハーゲンダッツミニカップギフト券(660円相当)を、その場でプレゼントいたします。

景品・サービスの内容

ハーゲンダッツミニカップギフト券(660円相当)

※お一人さま1回限りとなります。

(お問合せ番号：1454)

地域通貨「KAME」500円相当(500KAME)
【高松フィナンシャルセンター限定】
投資信託口座を開設するなら今がチャンス！
500KAME
プレゼントキャンペーン

高松
フィナンシャルセンター

2014年8月18日（月）
～
2014年12月30日（火）
17：00

（お問合せ番号：1478）

【仙台フィナンシャルセンター限定】
投資信託口座を開設するなら今がチャンス！
QUOカードプレゼントキャンペーン

仙台
フィナンシャルセンター

2014年9月1日（月）
～
2014年12月30日（火）
17：00

（お問合せ番号：1479）

【金沢フィナンシャルセンター限定】
投資信託口座を開設するなら今がチャンス！
QUOカードプレゼントキャンペーン

金沢
フィナンシャルセンター

2014年9月1日（月）
～
2014年12月30日（火）
17：00

（お問合せ番号：1480）

【地域通貨『KAME』のご注意事項】
・『KAME』の額面は500KAMEのみです。1枚につき500
キャンペーン期間中、高松フィナンシャルセンターにて投資信託口座を新規で開設されると、丸亀町商店街
円相当のお値引券としてお使いいただけます。
で使える地域通貨「KAME」500円相当(500KAME)をその場でプレゼントいたします。
・釣銭をお出しすることはできません。
・一部ご使用いただけないお店や商品カテゴリーがあり
※お一人さま1回限りとなります。
ます。ご利用の各店舗にてご確認のうえご使用くださ
い。
・有効期限が記載されています。ご確認のうえご使用く
ださい。

キャンペーン期間中、仙台フィナンシャルセンターにて投資信託口座を新規で開設されると、QUOカード
500円分をその場でプレゼントいたします。

QUOカード500円分

※お一人さま1回限りとなります。

キャンペーン期間中、金沢フィナンシャルセンターにて投資信託口座を新規で開設されると、QUOカード
500円分をその場でプレゼントいたします。

QUOカード500円分

※お一人さま1回限りとなります。

福寿園京都本店ギフト券500円分
【京都フィナンシャルセンター限定】
投資信託口座を開設するなら今がチャンス！
福寿園京都本店ギフト券
プレゼントキャンペーン
（お問合せ番号：1483）

京都
フィナンシャルセンター

2014年9月10日（水）
～
2014年12月30日（火）
17：00

【福寿園京都本店ギフト券のご注意事項】
・ご利用いただける店舗は「福寿園京都本店」のみとな
キャンペーン期間中、京都フィナンシャルセンターにて投資信託口座を新規で開設されると、福寿園京都本 ります。他店ではご利用いただけません。
店ギフト券500円分をその場でプレゼントいたします。
・現金・新券・他の券種・金券との交換ができません。ま
た盗難・紛失等に関しては当行は一切責任を負いませ
※お一人さま1回限りとなります。
ん。
・ご利用期限は2015年2月28日(土)までとなります。期
限が切れたギフト券は一切ご利用いただけません。
・ご利用金額がギフト券面以下であっても釣銭はお返し
いたしません。
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2014年9月のキャンペーン一覧
(キャンペーンへの参加をご希望されるお客さまは、お電話（新生パワーコール）または店頭、インターネットにて、詳細を必ずご確認ください。)
2014年9月9日現在

キャンペーン名

＜新規に店頭で住宅ローンの契約手続きを
完了されたお客さま限定＞
ご家族・ご友人さまのご紹介で
もれなく1,000円ずつプレゼントキャンペーン

お取り扱い窓口

ご紹介者さま
住宅ローン契約期間
2014年9月4日(木)
～
2014年11月29日(土)
17：00
店頭・インターネット

(お問合せ番号：1473)

住宅ローンWEB申込で
Amazonギフト券
プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間

ご家族・ご友人さま
口座開設期間
2014年9月4日(木)
～
2014年12月30日(火)
17：00

インターネット

(お問合せ番号：1409)

2014年5月1日(木)
～
2014年9月30日(火)
24：00

キャンペーン概要

キャンペーン期間中、新規に店頭で住宅ローンの契約手続きを完了されたご紹介者さまから紹介を受けた
ご家族・ご友人さまが口座開設を完了されると、ご紹介者さまとご家族・ご友人さま双方にもれなく1,000円
をプレゼントいたします。
●ご紹介者さまのキャンペーン適用条件
・2014年9月4日(木)～2014年11月29日(土)までに店頭(～17：00)へご来店いただき、住宅ローンの契約手
続きを完了していただくこと。
・ご家族・ご友人さまがキャンペーン適用条件を満たすこと。
・2015年1月31日(土)時点で、新生総合口座パワーフレックス円普通預金残高が5万円以上であること。パ
ワースマート住宅ローン自動繰上返済サービス(通称「スマート返済」)をご利用の場合は、2015年1月31日
(土)の自動繰上返済前の新生総合口座パワーフレックス円普通預金残高が5万円以上であること。

景品・サービスの内容

ご紹介者さまとご家族・ご友人さま双方に1,000円キャッ
シュプレゼントいたします。

※ご紹介番号の入力がない場合はキャンペーン対象と
はなりません。またご紹介番号の入力に誤りがあった
場合、訂正はできません。
※ご紹介者さまは最大10名までご紹介いただけます。
プレゼント金額は最大10,000円となります。
※キャッシュプレゼントは2015年3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
●ご家族・ご友人さまのキャンペーン適用条件
金する予定です。
・2014年9月3日(水)時点で、新生総合口座パワーフレックスをお持ちでないこと。
※キャッシュプレゼント入金日までに口座解約されたお
・2014年9月4日(木)～2014年12月30日(火)までに店頭(～17：00)もしくはスマートフォン・インターネットから
客さまはキャンペーン対象外となります。
新生総合口座パワーフレックスの新規口座開設を完了していただくこと。
・店頭で口座を開設される場合は、「ご紹介番号」を必ずお伝えいただくこと。スマートフォン・インターネット
で口座を開設される場合は口座開設お申し込み時に「ご紹介番号」を必ずご入力いただくこと。

キャンペーン期間中、新生銀行ウェブサイトから住宅ローンをお申し込みいただいたお客さま全員にもれな Amazonギフト券1,000円分
く「Amazonギフト券1,000円分」をプレゼントいたします。
※新生銀行ウェブサイトからパワースマート住宅ローン
※Amazonギフト券のお受け取りは、お一人さま1回限りとなります。
を申し込んだ日が属する月の翌々月末日までに送らせ
※新生銀行ウェブサイトから住宅ローンの資料請求または申込書のダウンロードを行い、郵送で申し込ま ていただく予定です。
れた場合はキャンペーンの対象外です。
※Amazonギフト券は新生銀行ウェブサイトからのお申
※「連帯保証人あり」でお申し込みをご希望の方は、新生銀行ウェブサイトからのお申し込み受付ができな し込みの際にご登録いただいたEメールアドレスにお送
いためキャンペーンの対象外です。「連帯保証人あり」とは、収入合算者あり希望、申込人が永住権なし
りします。アドレス相違や迷惑メール設定等でお送りし
（配偶者が日本国籍または永住権あり）、ペアローン希望の場合をいいます。
たEメールが受信されなかった場合、対象外となります。

お申し込み期間

変動金利（半年型）・7年固定・
20年固定限定！
パワースマート住宅ローン
当初借入金利年0.2％優遇キャンペーン
（お問合せ番号：1422）

新生銀行パワースマート住宅ローンの変動金利（半年
型）タイプ、当初固定金利タイプ（7年）、長期固定金利タ
キャンペーン期間中、新生銀行パワースマート住宅ローンをお借り入れいただいた方のうち、変動金利（半 イプ（20年）のみ当初借入金利を年0.2％優遇
年型）タイプ、当初固定金利タイプ（7年）、長期固定金利タイプ（20年）をご選択いただいた方限定で、適用
金利を通常より0.2％優遇（当初借入期間のみ）します。
※安心パックＷ（ダブル）をご利用いただく場合、本キャ
1) 2014年9月30日（火）までに、新規にパワースマート住宅ローンをお申し込みいただくこと（郵送の場合必 ンペーンの対象外です。
着）※。
※ミックスローンやペアローンについては、合算した融
2) 2015年3月31日（火）までにお借り入れ（融資実行）されること。
資金額が1,500万円以上の場合、本キャンペーンの対
3)融資金額が1,500万円以上であること。
象です。
※企業提携先優遇等を受けるお客さまは、本キャン
※2014年9月30日（火）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2015年3月 ペーンとの併用はできません。
住宅ローン融資実行期限 31日（火）を過ぎた場合には、キャンペーンの対象外です。あらかじめご了承ください。
※不動産業者の提携住宅ローンをご利用のお客さま
は、本キャンペーンの対象外です。
2015年3月31日（火）
2014年5月11日（日）
～
2014年9月30日（火）
(郵送必着)

店頭・郵送・
インターネット
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■キャンペーン一覧についてご注意いただくポイント
●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店頭またはインターネット、お電話（新生パワーコール）にてご確認いただけます。●キャンペーン期間中であっても、市場動向等
によりキャンペーンを中止する場合があります。あらかじめご了承ください。●1つのお取引に対して適用できるキャンペーンが複数ある場合は、原則として1つのみお選びいただきます。（だだし同時適用が可能なキャンペーンを実施している場合もございますので、詳しくは店頭ス
タッフへお問い合わせください。）。●他店舗で実施中の店舗限定キャンペーンにつきましては、同日中に併用することはできません。●新生総合口座パワーフレックスの円普通預金へ入金させていただく、キャッシュプレゼントやボーナス利息のキャンペーンなどの場合、その入金
前に口座解約をされた場合、キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。●店頭で実施しているキャンペーンにご参加の際にはキャッシュカードをご持参ください。
【ご注意】キャンペーン対象商品は、預金でなく預金保険の対象とならないものがあります。また、元本割れのリスクや手数料等のご注意点があります（例えば投資信託の販売手数料は申込代金の税込最大3.24％など）。中には、デリバティブ取引に類するリスク特性をもった複雑な
商品も含まれており、お客さまの年齢等により詳細なご説明や契約をお断りする場合があります。お申し込みにあたっては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につき十分ご理解のうえご自身の判断と責任でお願いします。商品
説明書は店頭またはインターネットにて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、元本割れとなる可能性があります。●円でのお預け入れ・お引き出しには為替手
数料（最大で1基本通貨単位あたり片道2円(往復4円)。ただし、外国為替市場の急激な変動などの場合には、異なる為替手数料が適用される場合があります）を含んだ当行所定の為替レートが適用されます。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。●外貨預金は、外貨へ交換する際に為替手数料を含む当行所定のTTSレート（円貨から外貨への換算相場）やTTBレート（外貨から円貨への
換算相場）が適用されます。●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。●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、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上、余裕資金によりご自身のご判断と責任にてお申し込みください。商品説明書は店頭またはインターネットにてご用意しております。

仕組預金一般について
●金利は税引前であり、利息は源泉分離課税（国税15.315％、地方税5％）として課税されます。※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。●最長預入期間や金利の付利条件等について十分ご確認の上、お申込ください。●商品によっては、元金
または元利金を外貨でお受け取りいただくことになる場合がありますので、その後円転する際は、為替レートの変動により外貨から円への交換比率が変わるため、外貨を円に換算した場合に外貨に交換された円の元金を下回り、元本割れとなることがあります。●仕組預金の中途
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上、お申し込みください。●満期後は、元金または元利金を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。お客さまが当行にお預け入れの他の「一般預金等」と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。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元金または元利金について、満期時受取通貨が相対通貨（外貨）となった場合、お客さまのパワーフレックス口座の相対通貨（外貨）普通預金に入金された時点で預金保険の対象外となります。●仕組預金の適用金利は市場
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。●仕組預金のご利用にあたっては、商品説明書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上、ご自身のご判断と責任にてお申し込みください。商品説明書は店頭また
はインターネットにてご用意しております。

投資信託一般について

投資信託は金利・株価・為替等の変動を要因とした価格変動等の要因による元本割れのリスクがあり、商品ごとに所定の手数料がかかります（【お申し込み時】申込手数料（税込最大3.24％）がかかります。【運用期間中】信託報酬または管理報
酬（年率・税込最大3.0％）やその他信託期間中に発生する費用（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（投資元本または純資産価
額に対して最大3.0％）や買戻し手数料（最大5.0％）がかかります。上記手数料などの合計額等については、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。）。また、投資信託は預金等とは異なり、預金保険の対象ではありません。また
銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。投資信託は預金等とは異なり、元本保証および利回り保証のいずれもありません。したがって過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。投資信託をご購入の際は店頭やイ
ンターネットに用意している「目論見書（目論見書補完書面を含みます）」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。
保険商品一般について
●保険契約はお客さまと保険会社とのご契約となることから、保険契約の引受や保険金の支払は保険会社が行います。●契約概要／注意喚起情報（契約締結前交付書面）はご契約前に必ずご理解・ご確認いただきたい重要な事項を記載しております。「契約概要」は、保険商品
の内容をご理解いただく上で必要な情報､「注意喚起情報」は、ご契約にあたって特にご注意いただくべき点をまとめてあり､これらをお読みいただくことが重要ですので必ずご確認ください。●その中でも保険金･年金などが支払われない場合（免責事由）など、特にお客さまにとって
不利益となる事項については、十分ご確認ください。●保険商品は預金とは異なり、預金保険の対象ではありません。●現在お客さまがご契約されている保険契約を解約することを前提に保険商品をお申し込みされる場合、お客さまにとって不利益となることがありますので、十分
ご注意ください。●当行の担当者（生命保険・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。契約締結権と告知受領権は保険会社に帰属します。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。

パワースマート住宅ローンについて●お借入金額：500万円以上1億円以下（10万円単位）。お借入期間：5年以上35年以内（1年単位）。●ご融資の対象物件となる土地、建物に第一順位の普通抵当権または根抵当権を設定登記させていただきます。●店頭・新生パワーコール
（お電話）・インターネットホームページにて商品説明書をご用意しています。●新生パワーコール（住宅ローン専用電話 0120-456-515 9時～19時/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））にてお借入金額や期限に応じた毎月の返済額を試算できます。●
10年間特約つき変動金利タイプ、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。●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金利は月中でもその見直しを行うことがあります（ただし、変動（毎日変動型）タイプ
の金利は原則として毎日見直しを行います）。 この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。●この住宅ローンの実行日はお客さまにご選択いただきます。契約日から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。●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、当行でお借り換えをすることはできません。●お申し込みにあたっては、当行所定の審査があります。審査の結果によってはお断りする場合もあります。
「新生銀行カードローン レイク」について
貸付条件を確認し、借りすぎに注意しましょう。●融資額／1円～500万円●貸付利率（実質年率）／4.5％～18.0％ ●貸付利率はご契約額およびご利用残高に応じて異なります。●貸付利率は変動です。 ●利用対象／満20歳～ 70歳（国内居住の方）●遅延損害金（年率）／20.0％
●返済方式／残高スライドリボルビング方式、元利定額リボルビング方式●契約期間／5年（満了後、1年毎の自動継続）●必要書類／運転免許証（ない方は健康保険証等）、収入証明（契約額に応じて、当行が必要とする場合） ●担保・保証人／不要●所定の審査があります●
詳細はホームページ、または店舗の商品概要説明書をご覧ください。 ●お問合せは0120-09-09-24 新生銀行 ●当行の契約する指定紛争解決機関「一般社団法人全国銀行協会」連絡先「全国銀行協会相談室」0570-017109または03-5252-3772 ●2014年1月10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：日本証券業業界、一般社団法人 金融先物取引業協会

