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三十三銀行 「春のキャンペーン」実施のお知らせ

株式会社三十三銀行（頭取：渡辺 三憲）は、2022 年 2 月 1 日（火）より、三十三銀行 「春のキャン
ペーン」を実施しますので、下記のとおりお知らせいたします。
本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に下記の対象取引①のお取引をいただいたお客さまの中から
抽選で 333 名さまに現金 3 千円をプレゼントいたします。
対象取引①に加え、さらに対象取引②のお取引をいただいたお客さまの中から抽選で 10 名さまに VJA
ギフト券 3 万円分をプレゼントいたします。
詳細につきましては、当行ホームページまたは店頭にてご確認ください 。

記
１．キャンペーン期間
2022 年 2 月 1 日（火）～2022 年 5 月 31 日（火）
２．キャンペーン内容
項 目
名

内
称

容

三十三銀行 「春のキャンペーン」
期間中に以下のいずれかの対象取引をいただいた方

対 象 取 引
①

● 給与振込を新たにご指定いただき、2022 年 6 月中に振込実績がある方
● 普通預金口座を新規開設し、2022 年 6 月末時点で残高が 1 万円以上の方
● 三十三カード（法人カードを含みます）を新規申込いただき、2022 年 6 月末で
カードを保有いただいている方

特

典 抽選で 333 名さまに現金 3 千円プレゼント
対象取引①に加え、以下のいずれかの対象取引をいただいた方
（各契約の金額は問いません）

対 象 取 引
②

● 積立定期預金（定期積金も含みます）を新規にご契約いただいた方
● 投信積立を新規にご契約いただいた方
● つみたて NISA を新規にご契約いただいた方
● iDeCo を新規にご契約いただいた方

特

典 抽選で 10 名さまに VJA ｷﾞﾌﾄ券 3 万円分プレゼント

【特典に関しての留意事項】
対象取引①と②の特典は抽選でいずれかとなり、重複の当選はございません。
以
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期間中、以下のいずれかのお取引をいただいた方に抽選でプレゼント!
1
特典

333

抽選で

名さまに

期間中下記のいずれかのお取引をいただいた方

現金3,000円プレゼント！

●給与振込を当行に新たにご指定されたお客さま
2022年6月中に給与振込による入金があったお客さま

●三十三カードを新たにお申込みされたお客さま

●普通預金口座を新たに
開設したお客さま
2022年6月末時点で残高が1万円以上あるお客さま

2022年6月末時点でカード(法人カードを含みます)を保有されているお客さま

さらに！

2
特典

10

抽選で

VJA
名さまに ギフト券

30,000円プレゼント！

上記お取引に加え、下記のいずれかのお取引をいただいた方

●積立定期預金（定期積金含みます）

●つみたてNISA

積立定期預金・こつこつプラン・年金プラン・すこやか
子育て・定期積金を新規にご契約いただいたお客さま

●投信積立
投信積立を新規にご契約いただいたお客さま

お問い合わせ先（ダイレクトコールセンター）
さんじゅうさんぎんにハロー御用を！

つみたてNISAを新規にご契約いただいたお客さま

●iDeCo

新規にご契約いただいたお客さま

三十三銀行
LINE公式アカウント
お友だち登録してね！

三十三銀行
公式アプリ
App Store

Google Play

ダウンロードしてね！

三十三銀行なら、始めて便利!使っておトク!

ATM
三十三銀行の
ATMなら、
使いたいときいつでも
無料で入出金できる!

三十三銀行ATM
ご利用可能時間:最長7時〜23時

365日

0

いつでも
利用手数料

円

コンビニATM

相互無料開放ATM

(セブン銀行・イーネット・ローソン銀行)
ご利用可能時間:最長24時間

ご利用可能時間:最長8時〜21時
(イオン銀行は最長7時〜23時)

お取引
お引出し
お預入れ

!

時間帯

手数料

平日7時〜18時

110円

平日7時まで
平日18時以降
土・日・祝日

お取引
お引出し

220円

手数料
無料

平日18時以降(※)
土・日・祝日

110円

(※)三井住友銀行、みずほ銀行、大垣共立銀行は、
平日8時〜8時45分は手数料110円必要。

給与振込指定で

※振込手数料は別途必要となります。

時間帯
平日18時まで

1ヶ月に合計4回まで手数料無料!!

便利な機能が利用いただけます

※コンビニATM(セブン銀行・イーネッ
ト・ローソン銀行)の
ご利用件数の合算(お引出し・お預入れ）
となります。

●通帳繰越（※店内ATMに限ります。）
●通帳磁気不良修復

※ATM手数料が無料になるのは、初回給与振込日の
翌月15日からとなります。

対象ATM
イオン銀行(※)、
三井住友銀行、
みずほ銀行、
大垣共立銀行(※)、
愛知銀行、
中京銀行(※)、
三重県下JAバンク、三重県内の信用金庫
(※)お預入れも可能です。

※その他、ゆうちょ銀行、全国の銀行/信用金庫/労働金庫等のATMを有料で利用可能です。

口座開設

アプリで開設

窓口で開設

郵送で開設

色々な方法が選べる！

App Store、Google Playからアプリを
ダウンロードしてお申し込みください。

三十三銀行の全支店で
口座開設のお申し込みができます。

ATMコーナーなどに設置のお申込書を
ご記入のうえ郵送ください。

開設に必要なもの

開設に必要なもの

開設に必要なもの

●運転免許証
●スマートフォン

●ご印鑑
●現金(お預入れ金額）
●ご本人確認書類 ●マイナンバー※

●ご印鑑
●本人確認書(2種類)の写し(orコピー)※

※マイナンバー提出は任意ですが、届出にご協力ください。

※印鑑登録証明書、住民票の写し等の原本の場合は1種類のみ

App Store

クレジット
カード

便利

Google Play

それぞれのカードのご利用代金はまとめてご請求なので管理も便利!

Visaのタッチ決済搭載

三十三銀行VISAカード

初年度年会費無料!!

VISAの年間ご利用額10万円以上で、
クラシックカードの次年度年会費無料!

色々なシーンで活躍!
便利なクレジットカード

ピタッとタッチするだけで
電車・バスも簡単乗車！

使ってトクする、WAONポイント
がたまる電子マネー

週末のドライブ、高速道路も
ノンストップでおトク！

■WEB申込が簡単でスピーディ！

【新規・切り替えのお申し込みにあたって】
●審査により、ご入会ご希望に沿えない場合もございますのでご了承ください。
●カードがお手元に届くまでに通常2〜3週間ほどの期間がかかりますので、ご了承ください。

QRコードの読み取り機能のない方は下記URLを直接入力してご覧ください。

https://www.33bank.co.jp/33card/info/web̲app.html

お問い合わせ先/株式会社三十三カード TEL:059(354)3344 （受付時間/平日9：00〜17：00）

積立定期預金のご留意事項
●本積立定期預金の適用金利は店頭表示金利となります。●本商品は預金保険の対象ですが、全額保護の対象ではありません。預金保険制度により保護される他の預金と合計して、預金者１人あたり１金融機関毎に元本1,000万円
（ただし、三十三銀行では合併に伴う特例が適用され、2022年4月末までは2,000万円）
までとその利息が保護されます。

投資信託のご留意事項
投資信託は預金保険の対象ではありません。●当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。●投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。●投資信託は有価証券（株式・債券・リート等）
等に投資しているため、投資信託の基準価額は、組入れ有価証券の値動きや為替相場等の影響により変動します。このためお受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。●投資信託の運用による損益は投資信託をご購入された
お客様に帰属します。●お客さまにご負担いただく費用の合計額は以下の費用を足し合わせた金額となります。
【①申込時】申込手数料：申込代金に対し最大3.3％（税込）
【②換金時】信託財産留保額：換金時の基準価額に対し最大
0.5％または、解約手数料：1万口につき上限2.2円（税込）
【③投資信託の保有期間中】信託報酬：純資産総額に対し最大年2.42％（税込）
【④その他費用】上記以外に監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料など保有期間
等に応じて間接的にご負担いただく費用があります。
（運用状況等により変動する費用であり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）●投資信託のお取引に関しては書面による契約解除（クーリング・オフ）の適用はありません。
●当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。●投資信託をご購入の際は、店頭にご用意している最新の投資信託説明書（目論見書）等や契約締結前交付書面の内容を十分にお読みください。

NISAのご留意事項
●当行のNISA口座で取引できるのは、当行取扱いの国内公募株式投資信託のみであり、上場株式の取引はできません。●NISA口座内の投資信託等を換金した場合、非課税枠の再利用はできません。●NISA口座内の取引で損失
が発生しても、その損失を他の株式等の譲渡益との損益通算や上場株式等の配当金との損益通算、損失の繰越控除ができません。●NISA口座開設にあたっては投資信託振替決済口座の開設が必要です。
（すでに開設済みの場合、
お申込みは不要です）●当行の非課税管理勘定および累積投資勘定で管理している投資信託等については、原則として他の金融機関への移管はできません。●非課税期間終了時には、NISA口座内で保有されている投資信託等に
ついては、原則、特定口座(開設されていない場合は一般口座)に振替となります。●NISA口座から他の口座（特定口座等）に振替等した場合（※）、口座振替時の時価が特定口座等における取得価額になります。※非課税期間終了
時の振替も含みます。●NISA口座開設後に要件を満たさないこととなった場合、NISA口座は廃止されます。●NISA口座の開設は原則１口座のみとなりますが、所定の手続きにより他の金融機関への変更が可能です。
（ジュニアNISA
口座は除く）。ただし、変更しようとする年分の非課税枠ですでに投資信託を購入していた場合、その年分については変更できません。●NISA口座を廃止した場合、所定の手続きにより再開設が可能です。ただし、再開設しようとする
年分の非課税枠ですでに投資信託を購入していた場合、その年分の再開設はできません。■上記事項は2022年1月現在の取扱いであり、将来変更となる可能性があります。

iDeCo(個人型確定拠出年金）
に関するご留意事項
●原則、60歳まで途中の引き出し、脱退はできません。●掛金は加入者ご自身の判断において運用します。また、運用結果次第では受給額が掛金総額を下回ることがあります。●加入から受け取りが終了するまでの間、掛金または個
人別管理資産残高から口座管理手数料が差し引かれます。●60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受け取りを開始できる年齢が引き上がります。●三十三銀行は、提携している運営管理
機関のプランをご紹介しております。

春のキャンペーンのご留意事項
●賞品の抽選は2022年7月に行います。当選者の発表は口座ヘの入金または賞品の発送をもってかえさせていただきます。●キャンペーンの内容は、予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。●特典2はお届けのご住所
へ7月下旬以降に送付いたします。長期不在、住所不明等により賞品をお届けできない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。
★ご負担いただく手数料やリスクは商品によって異なりますので、詳しくは窓口にご用意しております商品ごとのパンフレット、説明書(商品説明書、契約締結前交付書面等)を必ずご確認ください。

商号/株式会社三十三銀行

登録金融機関/東海財務局長(登金)第16号

加入協会/日本証券業協会

(2022年2月現在)

