
あおぞらキャッシュカード・プラス

キャッシュバックプログラム最大1％
▔▔▔▔

0120-322-239お問い合わせ先
デビットカードコールセンター 24時間365日受付

キャッシュバック対象利用期間　︓①2016年8月1日～2017年1月31日
②2017年2月1日～2017年7月31日

利用金額に応じて

本プログラムは継続的に実施する常設のプログラムですが、キャッシュバック金額確定の関係上、期間を表示しております。
実施期間終了後も同様の条件により継続予定です。

各キャッシュバック対象利用期間のあおぞらキャッシュカード・プラスを利用したVisa加盟店での国内・海外ショッピング(インターネット含む)の
お支払い総額に応じて追加キャッシュバック︕キャッシュバック率がお支払い総額の最大1％まで上昇します。

本プログラムによるキャッシュバックは、あおぞらキャッシュカード・プラスでのVisa加盟店お支払い分が対象で、インターネットを通じた取引や海外での取引ついても対象となります。
国内外ATM・CDでのご入金・お引出しはプログラム対象外です。

【キャッシュバックプログラムの例 利用期間①】

キャッシュバック対象利用期間

※ いずれも普通預金口座にご入金します。

2016年
8月1日

2017年
1月31日

キャッシュバック 追加キャッシュバック

2017年
2月末まで

2017年
2月10日

プログラム適用条件
（6ヶ月間のお支払い総額）

15万円未満
15万円以上30万円未満
30万円以上60万円未満
60万円以上

キャッシュバック 追加
キャッシュバック

合計
キャッシュバック

0.25%

0%

0.25%

0.50%

0.75%

0.25%

0.50%

0.75%

1.00%
＜本プログラムに関するご留意事項＞

●本プログラムはあおぞら銀行のプログラムです。●本プログラムは予告なく変更または中止する場合がございます。●プログラム登録（エントリー）は不要です。●取消・返
品のお取引はプログラム対象外です。●ご利用は各キャッシュバック額計算日(①2017年2月4日②2017年8月4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。売上確定情報が各キャッシュバック額計算日以降に到達した場合は、次回のキャッシュバック対象となります。●ご利用がプログラム期間内の場合でも当
行に売上確定情報が届いていない場合にはプログラム対象外と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。●本プログラムにおけるキャッシュバックの対象となるお支払い総額は、デビット専用WEBのキャッシュバック照会にてご覧いただけます。ただし当該画面の「キャッ
シュバック予定額」欄には追加キャッシュバック額は表示されません。●対象期間が更新される前にキャッシュバックの対象となるお支払い総額の確認を希望される場合、また
は追加キャッシュバックを含むキャッシュバック額の確認を希望される場合は、デビットカードコールセンターまでお問い合わせください。●キャッシュバック時点において普通預金口
座が解約されている場合はプログラム対象外です。●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プログラム対象外となります。
●本プログラムはキャッシュカード・プラス関連の他キャンペーン・プログラムなどと併用可能です。 2016年8月1日時点

0.25％ 追加分

0120-250-399

あおぞらキャッシュカード・プラス

夏のプレミアムキャンペーン
国内・海外ショッピング、海外ATMで1回10万円相当額以上あおぞらキャッシュカード・プラスをご利用いただき、
ご来店予約のうえ、ご利用金額が記帳された通帳をあおぞら銀行のお取引店にお持ちいただくと、その場で景品を
進呈いたします。

普通預金に残高があるかを
ご確認ください。

普通預金へはお振込み、
または、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 2 3

clipart by illpop.com

キャッシュカード・プラスご利用期間
2016年7月1日～8月31日

景品受取期間
2016年7月1日～9月2日

ご来店予約のうえ、通帳を
お取引店にご持参で景品
進呈︕

※下記写真はイメージです

（和光カタログギフト）
期間︓2016年7月1日～2016年8月31日

＊海外ATMからの出金は対象取引に含まれます。
＊インターネットショッピングは対象取引に含まれます。
＊国内ATMのご利用は対象外です。
＊あおぞらキャッシュカード・プラス以外のカードでの

お支払いは対象外です。
＊1回のお取引が10万円相当額以上であることが

条件です。複数回のお取引合計が10万円相当
額以上あっても景品進呈の対象になりません。

＜キャンペーンに関するご留意事項＞
●本キャンペーンはあおぞら銀行のキャンペーンです。●本キャンペーンは予告なく変更または中止する場合があります。●キャンペーン登録（エントリー）は不要です。●お取
引店がインターネット支店のみのお客さまは対象となりません。あおぞらキャッシュカード・プラスの表面の店番号が181となっていればインターネット支店でのお取引の口座で
す。●対象のお取引は、国内・海外ショッピング又は海外のATMからのお引き出し（手数料を含みます。）です。国内のATMでのご入金・お引き出しはキャンペーン対象と
なりません。●取消・返品となったお取引はキャンペーン対象外です。●景品進呈時点において普通預金口座が解約されている場合はキャンペーン対象外です。●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キャンペーン対象外となります。●景品受取時期が8月の場合、混雑などのためにご来店予約が
難しくなる可能性があります。●ご家族などの代理人による景品の受取はできません。●お取引店（ご利用されたあおぞらキャッシュカード・プラスを発行した店）以外での
景品の受取はできません。●景品は店頭でのお渡しを予定しておりますが、在庫不足などの理由によりお渡しできない場合は、後日お客さまの登録住所へ発送いたします。
●本キャンペーンはあおぞらキャッシュカード･プラスギフトプレゼントキャンペーンならびにあおぞらキャッシュカード･プラスギフトカードをもらおうキャンペーン第2弾と併用できません。
●本キャンペーン期間終了後、同種の条件によるキャンペーンを改めて実施する場合があります。●あおぞら銀行グループの役職員は本キャンペーンの対象とはなりません。

和光 カタログ
ギフト[Blue]を

もれなく進呈

＊ご来店の際、通帳をご提示いただき対象取引の
確認をさせていただきます。

＊ご利用回数に制限はありません。
＊景品受取期間以外に景品のお受取はできません。
＊ご来店予約がない場合は景品をお渡しできません

のでご了承ください。
＊和光カタログギフト「Blue」の内容につきましては

http://shop.wako.co.jp/fs/wako/06780615
をご確認下さい。

1回10万円————————
以上のご利用

和光カタログ
ギフト進呈

ご来店予約と通帳の提示が景品進呈の
条件です。

BANK

回数の制限無し

ご来店予約は
あおぞらホームコール

受付 9:00～17:00
土、日、祝日、年末年始を除く

Visa加盟店・海外ATM
で1回10万円相当額
以上のご利用

スーパーや百貨店、レストランなど
国内外のVisa加盟店で、
1回10万円相当額以上のお支払いに
あおぞらキャッシュカード・プラスをご利用

2016年7月1日時点

【キャッシュバック】
各キャッシュバック対象利用期間（6ヶ月間）のお支払い総額
の0.25％を以下の日にキャッシュバック︕
利用期間①︓2017年2月10日
利用期間②︓2017年8月10日
【追加キャッシュバック】
各キャッシュバック対象利用期間（6ヶ月間）のお支払い総額
に応じて、下記キャッシュバック率にて算出した追加分を
以下の日にキャッシュバック︕
利用期間①︓2017年2月末まで
利用期間②︓2017年8月末まで



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及びゆうちょ銀行ATM）などをご利用の場合
「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

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7月1日時点0120-322-239お問い合わせ先
デビットカードコールセンター 24時間365日受付

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

・1日のご利用限度額が0～200万円まで
設定可能、預金残高の範囲で利用
できるので使いすぎの心配も無く、
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。

●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。

7万円相当
▔▔▔カタログ式プレミアム宿泊ギフト「JTBハーモニフト」︕

0120-322-239お問い合わせ先
デビットカードコールセンター 24時間365日受付

あおぞらキャッシュカード・プラス

夏のプレミアムキャンペーン

抽選で10名さまに

国内・海外ショッピング、海外ATMで1回5,000円相当額以上あおぞらキャッシュカード・プラスをご利用いただくと、 抽選で
10名さまに7万円相当分カタログ式プレミアム宿泊ギフト「JTBハーモニフト」をプレゼント︕ １回5,000円相当額以上の
ご利用を1口として口数に応じて抽選するため、ご利用回数が多いほど当選確率が高くなります。 

普通預金に残高があるかを
ご確認ください。

普通預金へはお振込み、
または、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 2 3

スーパーや百貨店、レストランなど
国内外のVisa加盟店で、
1回5,000円相当額以上のお支払いに
あおぞらキャッシュカード・プラスをご利用

clipart by illpop.com

キャッシュカード・プラスご利用期間
2016年7月1日～8月31日

抽選後景品発送
2016年9月下旬

Visa加盟店・海外ATM
で1回5,000円相当額
以上のご利用

当選された方へ景品送付

ご利用回数に応じて抽選で10名さまに
カタログ式プレミアム宿泊ギフト

「JTBハーモニフト」を送付

※下記写真はイメージです

（宿泊ギフト）
期間︓2016年7月1日～2016年8月31日

＊海外ATMからの出金は対象取引に含まれます。
＊インターネットショッピングは対象取引に含まれます。
＊国内ATMのご利用は対象外です。
＊あおぞらキャッシュカード・プラス以外のカードでの

お支払いは対象外です。
＊1回のお取引が5,000円相当額以上であること

が条件です。複数回のお取引合計が5,000円
相当額以上あっても抽選の対象になりません。

＊抽選はキャンペーン期間終了後に実施します。
＊当選者の方への通知は景品の発送をもって代えさせて

いただきます。
＊同一のお客さまが複数当選することはありません。
＊2016年9月下旬に対象のお客さまの登録住所へ

発送予定です。
＊プレミアム宿泊ギフト「JTBハーモニフト」の内容に

つきましてはhttp://www.jtb.co.jp/gift/nicegift/
harmonift/をご確認下さい。

＜キャンペーンに関するご留意事項＞
●本キャンペーンはあおぞら銀行のキャンペーンです。●本キャンペーンは予告なく変更または中止する場合があります。●キャンペーン登録（エントリー）は不要です。
●対象のお取引は、国内・海外ショッピング又は海外のATMからのお引き出し（手数料を含みます。）です。国内のATMでのご入金・お引き出しはキャンペーン対象と
なりません。●取消・返品となったお取引はキャンペーン対象外です。●ご利用金額は2016年9月20日までに当行に届いた売上確定情報にもとづいて集計させてい
ただきます。ご利用日が対象期間内の場合でも当行に売上確定情報が届いていない場合はキャンペーン対象外と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。●景品進呈時点において普通預金口座が解約されている場合はキャンペーン対象外です。
●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キャンペーン対象外となります。●景品はお客さまのご登録住所へ発送いたします。
●本キャンペーンはあおぞらキャッシュカード･プラスギフトプレゼントキャンペーンならびにあおぞらキャッシュカード･プラスギフトカードをもらおうキャンペーン第2弾と併用でき
ません。●本キャンペーン期間終了後、同種の条件によるキャンペーンを改めて実施する場合があります。●あおぞら銀行グループの役職員は本キャンペーンの対象とは
なりません。

※上記写真はイメージです

2016年7月1日時点


