
あおぞらキャッシュカードプラスを利用して大塚製薬の公式通販「オオツカ・プラスワン」にて、期間中合計
12,500円（税込）以上のお買い物をしていただくと、12,500円（税込）毎にあおぞら銀行からオオツカ・プラス
ワンで人気の商品詰合せセット(2,500円相当)をプレゼント！是非この機会にご利用ください。

あおぞら銀行 × 大塚製薬 タイアップ企画

健康づくり応援キャンペーン
期間：2016年1月16日～2016年4月15日

※上記写真はイメージです

年会費無料
申込時の審査なし

キャッシュカードとして

国
内

海
外

あおぞら銀行&ゆうちょ銀行の
ATMから手数料無料で出金

海外提携ATMから
預金を現地通貨でお引出し

Visaデビットカードとして

・Visaマークのお店でお買い物
・ご利用と同時に普通預金口座から
即時引き落とし

・預金残高の範囲で利用できるので
高額の支払いにも対応

・ご利用後すぐに通知メールが届く
※デビット専用WEBの会員登録が必要です。

さらに ! ご利用金額の0.25%を
お客さまの口座に自動キャッシュバック

1. 普通預金口座に残高はありますか？
Visaデビットはご利用の際にお客さまの普通預金口座（決済口座）から即時に
ご利用代金を引き落とすため、普通預金口座にお金が入っていなければ利用
することができません。本カードで国内ATM（当行ATM・ゆうちょ銀行ATM）
にてご入金も可能です。

5. ATMご利用の際のご注意点
ATMをご利用の際には、ご利用場所（国内・海外）によってキャッシュカードを
挿し込む向きが異なります。カードの挿入方向が正しくないとお取引いただけませんので
ご注意ください。
● 国内ATM（当行ATMおよび提携金融機関ATM）をご利用の場合
「キャッシュカードのご利用」の矢印の向きでATM 挿し込み口に挿入してください。
● 海外ATM（Visa、Plusネットワーク）をご利用の場合
「Visaカードのご利用」の矢印の向きでATM挿し込み口に挿入してください。

6. ご利用いただけない加盟店があります。
Visaマークのある加盟店でもご利用いただけない加盟店がありますので
あらかじめご了承ください。詳しくは、当行ホームページをご覧ください。
＜ご利用いただけない加盟店＞
●ガソリンスタンド　● 高速道路通行料金
＜一部ご利用いただけない場合がある加盟店＞
●インターネットプロバイダー ● ホテル（海外）●レンタカー（国内・海外）など

2. 暗証番号をご確認ください
カード発行の際にご登録いただいた2種類の暗証番号があります。

●キャッシュカード用暗証番号　（4桁）
● Visaデビット用暗証番号 （4桁）

ICカード対応端末機設置店でのカードご利用の際にはVisaデビット用暗証番号が
必要な場合がありますのでご注意ください。

3. 利用限度額の初期設定額をご確認ください
一日あたりのご利用限度額は、ご利用内容ごとに初期設定額があり、それぞれ
変更が可能です。
＜一日あたりのご利用限度額＞　　　　初期設定額　変更可能額
国内ショッピング 50万円　　　0～200万円
海外ショッピング 50万円　　　0～200万円
海外ATM・CDでの現地通貨引出し 20万円　　　0～20万円
ご利用限度額の変更は、デビット専用webにて設定いただけます。引き下げに
ついてはデビットカードコールセンター（0120-322-239／24時間365日受付）でも
承ります。利用限度額の変更は24時間受付可能ですが、1日1回、0時から
24時の間に変更した内容が翌日1時から適用となります。

4. ショッピングご利用の際のご注意点
Visaマークのある店舗でご利用の際は「支払いはVisaカードで」とお伝えください。
支払い回数は一回払いのみとなります。
本カードは「Jデビットカード」ではございません。

海外ATM 国内ATM

カード名義人ご本人さま以外のご利用はできません。当行は、カードまたはカード情報が第三者によって不正使用されている、またはそのおそれがあると
判断した場合、カードの利用を停止することがあります。その他キャッシュカード・プラスについての詳細は、カード発行時にお渡しした「ご利用の手引き」
または当行ホームページをご覧ください。

海外でのご利用に関するご留意事項
●海外ATM・CDでキャッシュカード・プラスをご利用の際は、スキミング等のカー
ドの不正利用に十分ご注意ください。●海外ATM・CDでは口座の残高照会はご利
用いただけません。●手数料について：海外ATM・CDお引出し手数料は一回のご
利用につき216円（税込）です。（一部ATM・CDにおいて、別途現地金融機関の所
定使用料がかかる場合があります。海外でのご利用代金（海外ショッピング、海外
ATM・CDでの現地通貨お引出し）について普通預金残高から引き落とされる円貨
額は、引き出した外貨額をVisaの指定する換算レートで円換算の上、当行の海外
取扱事務手数料2.57%を加えた額となります。なお。換算レートについては、当行
ではお答えできません。●ご利用の目的は限定されます。海外における預金の払
戻しの目的は、外国為替及び外国貿易法、その関連法律上の許可または届出を要
しない範囲の滞在費等（現地での宿泊費、交通費、食事代、身の回りの品、土産
物の購入費、医療費など）に限定されます。

メリットたくさん！Visaデビット機能つきキャッシュカード・プラス

キャッシュカード・プラスをご利用いただく前にご確認いただきたい事項

2016年1月8日時点



あおぞら銀行 × 大塚製薬　タイアップ企画

健康づくり応援キャンペーン
期間：2016年1月16日～2016年4月15日

あおぞらキャッシュカードプラスを利用して大塚製薬の公式通販「オオツカ・プラスワン」にて、期間中合計
12,500円（税込）以上のお買い物をしていただくと、12,500円（税込）毎にあおぞら銀行からオオツカ・プラス
ワンで人気の商品詰合せセット（2,500円相当）をプレゼント！是非この機会にご利用ください。

対象期間：2016年1月16日～2016年4月15日 2016年5月以降

普通預金に必要な残高があるかを
ご確認ください。
＊普通預金へはお振込み、又は、あおぞら
銀行ATM・ゆうちょ銀行ATMからご入金
いただけます。

普通預金口座の
残高確認＆入金1 オオツカ・プラスワンにて

合計12,500円（税込）
以上のご利用2 3

[特典に関するご留意事項]　
●本特典はあおぞら銀行と大塚製薬株式会社との共同企画です。●本特典は予告なく変更または中止する場合があります。
●本特典の登録（エントリー）は不要です。●当行より、お客さまの同意なくお客さま個人を識別できる情報を大塚製薬株式会
社に開示することはありません。●本特典は、あおぞらキャッシュカード・プラスの利用促進を目的としたもので、大塚製薬株式
会社の商品・サービスの勧誘が目的ではありません。●ご利用は2016年5月10日までに当行に届いた売上確定情報に基づいて
確認させていただきます。●売上確定情報が当行に到着するまで最長60日間を要する場合もございますのでご了承ください。
●取消・返品となったお取引は本特典の対象外です。●景品進呈時点において普通預金口座を解約されている場合は本特典の
対象外です。●カードのご利用状況、または決済状況などから当行が適当でないと判断した場合は本特典の対象外となります。
●当行からお届けする景品は、当行にお届けのご住所にお送りいたします。●当行からお届けする景品は大塚製薬の商品詰合
せセットを予定していますが、ギフトカードなどの代替品となる場合があります。●景品画像はイメージであり、実物と異なる場
合があります。●本特典は、他のあおぞらキャッシュカード・プラス関連のキャンペーン・プログラムと併用できません。●本特典
の対象期間終了後、同種の条件による企画を改めて実施する場合があります。

[大塚製薬株式会社が提供する商品やサービスに関するご留意事項]
●オオツカ・プラスワンは大塚製薬株式会社が運営するもので、お問い合わせはあおぞら銀行窓口・コールセンターではお受け
できません。大塚製薬株式会社に直接お問い合わせください。●大塚製薬株式会社のサービスや商品について、当行が保証す
るものではありません。大塚製薬株式会社のサービスの利用・商品の購入にあたってはお客さまご自身の判断と責任でお決め
いただきますようお願いいたします。●大塚製薬株式会社との間に生じたサービスの利用・商品の購入に関するトラブル・損害
については、当行は責任を負いません。トラブル・損害については、大塚製薬株式会社に直接お問い合わせください。

あおぞら銀行の口座をお持ちで無い方

あおぞら銀行から
商品詰合せセットを
プレゼント！

大塚製薬の公式通販「オオツカ・
プラスワン」にて対象期間中あお
ぞらキャッシュカード・プラスで合計
12,500円（税込）以上のお支払い。

キャッシュカード・プラス以外の
お支払い又は、オオツカ・プラス
ワン以外でのお買い物はキャン
ペーン対象外です。

対象商品の一例については
右頁参照

あおぞら銀行の口座をお持ち
で無い方は右頁ご参照

STEP1：口座開設申込書をご請求
資料請求専用ダイヤル【0120-250-654】へご連絡のうえ、口座開設申込書をご請求ください。
STEP2：口座開設申込書が到着
1週間程で口座開設申込書が届きます。
STEP3：必要事項をご記入のうえ、すぐ投函
ご署名、ご捺印のうえ、暗証番号をご記入していただき、本人確認書類とあわせてご返送ください。
完了：口座開設完了
キャッシュカード（あおぞらキャッシュカード・プラス）は、お申込みをいただいてから2～3週間程度で本人限定受取
郵便（特定事項伝達型）にてお届けします。通帳は、キャッシュカード（あおぞらキャッシュカード・プラス）お受取後
1～2週間程度で簡易書留郵便にてお届けします。

対象商品の一例について

clipart by illpop.com ※写真はイメージです

http://op1.info/aozora

賞品は2016年5月末までに発送
いたします。

定期お届け便とは？？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
希望の品が定期的に届くサービスです。「そろそろ注文しなきゃ」のストレスがなくなります。お届けサイクルの変更もWEBや
お電話から簡単にできます。通常5,000円（税込）未満ではかかる送料も、定期お届け便なら無料です。

●ご注文金額5,000円（税込)以上で送料無料！（定期お届け便はお値段に関係なく送料無料）
●この他にも様々な商品をご用意しております。詳しくはWEBをご覧ください。
上記記載の商品は大塚製薬株式会社からのオススメです。

オオツカ・プラス
ワンで人気の商品
詰合せセット
（2,500円相当）

＜あおぞら銀行の口座をお持ちで無い方＞

＊オオツカ・プラスワンは、「大塚製薬株式
会社」が運営している、自社製品の健康
系食品を中心に販売しているウェブストア
です。インターネットでのご注文、電話での
ご注文が対象となります。 ＊例としてキャンペーン期間中合計

25,000円（税込）お買い物をされた
場合、商品詰合せセットを２つ進呈
いたします。

★オススメ定期お届け商品★

いつまでもアクティブに動き回りたい方に。
グルコサミン・コンドロイチン・ビタミンDを
バランスよく配合。年齢と共に不足しやすい
成分を補うことができるサプリメントです。

ネイチャーメイド
トリプルフレックス
【定期お届け便】

●300粒入（60日分） 6,377円

血糖値・中性脂肪が気になる方に。お食事と
一緒にお好きな飲み物にさっと溶かすだけ
で、脂肪と糖分の吸収を抑えます。無味無臭な
ので飲み物の味を変えません。粉末スティック
タイプなのでいつでもどこでも持ち歩けます。

賢者の食卓
ダブルサポート
【定期お届け便】

●（6g×30包）×3箱　
（約30日分） 5,832円

スーパーイソフラボン「エクオール」含有食
品で女性の健康と美をサポート。いつまで
も若々しく健康でいたいという方に。

エクエル 112粒
（1日4粒目安/28日分）

4,320円
【送料無料】

製品紹介 製品写真 製品名 価格（税込）内容量

★オススメ商品★

★商品についてのお問い合わせはこちら★　※お電話の際は、「あおぞら銀行のチラシを見た」とお伝えください。

糖質の吸収を抑える働きがある「大麦β-グ
ルカン」をたっぷり含んだ厳選大麦を使用し
た大麦ごはんで手軽な健康習慣を。箱ごと
レンジでチンするだけの簡単ごはんです。

大麦生活　
和食セット

大麦ごはん×5箱、
大麦ごはん 和風だし
仕立て×5箱

2,160円

認知機能の一部である「記憶」の精度を高
めるサプリメント。“記憶”や“認識”の「うっか
り！」を年齢や性格のせいだとあきらめてい
ませんか？「今もこれからも、ずっとハッキ
リしていたい」という方は、サプリメントも上
手に活用しましょう。

まるごと大豆の健康炭酸飲料。大豆イソフラ
ボン・食物繊維など大豆の栄養をあますこと
なく摂れます。コレステロールゼロも嬉しい。

ネイチャーメイド
イチョウ葉

60粒入
（1日2粒目安/30日分） 1,922円

ソイッシュ
【定期お届け便】

●100ml×30本 2,970円

製品紹介 製品写真 製品名 価格（税込）内容量

ネット：http://op1.info/aozora＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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（６g×３０包）×３箱

機 能 性 表 示 食 品

機 能 性 表 示 食 品

コンタクトセンター：0120-256-137（通話料無料／9時～20時受付・年中無休）


