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Visa デビットを初めて使おうプログラム

< 店舗限定＞Visa デビットご利用＆ご来店キャンペーン

プログラム期間：
プログラム概要：

キャンペーン期間： 2017 年 7 月 1 日〜 2017 年 8 月 31 日
キャンペーン概要： キャンペーン期間中に、Visa デビット機能付きキャッシュカード（あおぞらキャッシュ
カード・プラス）を Visa 加盟店（国内、海外、インターネット）にて、1 回の支
払いで 5,000 円相当額以上利用いただき同期間中に通帳をあおぞら銀行のお取引
店にお持ちいただくと、500 円分の QUO カードをその場で進呈いたします。期間
中 4 回まで適用となります。4 回適用を受けるためには、5,000 円相当額以上 4
回ご利用いただく必要があります。お取引店へのご来店の際はご予約（あおぞらホー
ムコール（0120-250-399））をお願いいたします。
キャンペーン対象： あおぞら銀行の店舗にて口座をお持ちのお客さま。インターネット支店口座のあお
ぞらキャッシュカード・プラスでのご利用は対象外です。

プログラム対象：

2017 年 4 月 1 日〜 2017 年 9 月 30 日
プログラム期間中に、Visa デビット機能付きキャッシュカード（あおぞらキャッシュ
カード・プラス）を利用して Amazon（Amazon.co.jp 他、海外 Amazon を含む）
にて累計 5,000 円相当額以上利用すると、翌月末までに 500 円分の EJOICA[ イー
ジョイカ ] セレクトギフトを進呈いたします。期間中 1 回のみ適用となります。
2017 年 3 月 31 日時点で、過去一度もあおぞらキャッシュカード・プラスの Visa
デビット機能の利用（※）がない方。
※海外 ATM からの現地通貨のお引出しや Amazon 以外の利用も含みます。国内
ATM からのお引き出しは含みません。

スマホ・携帯料金も Visa デビットプログラム
プログラム期間：
プログラム概要：

プログラム対象：

2017 年 7 月 1 日〜 2017 年 12 月 31 日
プログラム期間中に、Visa デビット機能付きキャッシュカード（あおぞらキャッシュ
カード・プラス）にてスマートフォン・携帯電話料金（NTT ドコモ、au、ソフトバ
ンクに限ります）をお支 払いいた だくと、本プログラム 終了月の翌 月末までに
1,000 円分の QUO カードを郵送いたします。期間中 1 回のみ適用となります。
2017 年 6 月 30 日以前にあおぞらキャッシュカード・プラスの Visa デビット機能
によるスマートフォン・携帯電話料金（NTT ドコモ、au、ソフトバンク）のお支払
いがない方。

※上記プログラム・キャンペーンは、適用条件を満たせば重複して特典を受けることができます。ご検
討にあたっては、巻末の「Visa デビット夏祭り！2017 のご留意事項」および「あおぞらキャッシュカー
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」を必ずご確認ください。
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Visa デビットを初めて使おうプログラム

< インターネット支店限定＞Visa デビットでハッピーキャンペーン

プログラム期間：
プログラム概要：

キャンペーン期間： 2017 年 7 月 1 日〜 2017 年 8 月 31 日
キャンペーン概要： キャンペーン期間中に、Visa デビット機能付きキャッシュカード（あおぞらキャッシュ
カード・プラス）を Visa 加盟店（国内、海外、インターネット）にて、1 回の支
払いで 5,000 円相当額以上利用いただくと本キャンペーン終了月の翌月末までに
EJOICA セレクトギフトを進呈いたします。期間中 4 回まで適用となります。4 回
適用を受けるためには、5,000 円相当額以上 4 回ご利用いただく必要があります。
キャンペーン対象： インターネット支店にて口座をお持ちのお客さまで、2017 年 6 月 30 日時点で、
過去一度もあおぞらキャッシュカード・プラスの Visa デビット機能（※）の利用が
ない方。
※海外 ATM からの現地通貨のお引出しや Amazon 以外の利用も含みます。国内
ATM からのお引き出しは含みません。
インターネット支店以外のあおぞら銀行店舗口座のあおぞらキャッシュカード・プラ
スでのご利用は対象外です。

プログラム対象：

2017 年 4 月 1 日〜 2017 年 9 月 30 日
プログラム期間中に、Visa デビット機能付きキャッシュカード（あおぞらキャッシュ
カード・プラス）を利用して Amazon（Amazon.co.jp 他、海外 Amazon を含む）
にて累計 5,000 円相当額以上利用すると、翌月末までに 500 円分の EJOICA[ イー
ジョイカ ] セレクトギフトを進呈いたします。期間中 1 回のみ適用となります。
2017 年 3 月 31 日時点で、過去一度もあおぞらキャッシュカード・プラスの Visa
デビット機能の利用（※）がない方。
※海外 ATM からの現地通貨のお引出しや Amazon 以外の利用も含みます。国内
ATM からのお引き出しは含みません。

スマホ・携帯料金も Visa デビットプログラム
プログラム期間：
プログラム概要：

プログラム対象：

2017 年 7 月 1 日〜 2017 年 12 月 31 日
プログラム期間中に、Visa デビット機能付きキャッシュカード（あおぞらキャッシュ
カード・プラス）にてスマートフォン・携帯電話料金（NTT ドコモ、au、ソフトバ
ンクに限ります）をお支 払いいた だくと、本プログラム 終了月の翌 月末までに
1,000 円分の QUO カードを郵送いたします。期間中 1 回のみ適用となります。
2017 年 6 月 30 日以前にあおぞらキャッシュカード・プラスの Visa デビット機能
によるスマートフォン・携帯電話料金（NTT ドコモ、au、ソフトバンク）のお支払
いがない方。

※上記プログラム・キャンペーンは、適用条件を満たせば重複して特典を受けることができます。ご検
討にあたっては、巻末の「Visa デビット夏祭り！2017 のご留意事項」および「あおぞらキャッシュカー
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」を必ずご確認ください。

Visa デビット夏祭り！2017 の留意事項
＜共通＞ ● 本キャンペーン・プログラムは、あおぞら銀行のキャンペーン・プログラムです。Visa、Amazon、NTT ドコモ、au、ソフトバンク等の他社が実施するものではありません。● 本キャンペーン・プログラムは
● プログラムは継続的に実施する常設のものですが、集計・進呈のタイミング上期間を指定してお
予告なく変更または中止することがあります。● 本キャンペーン・プログラムの期間は各々異なりますのでご注意ください。
● キャンペーンはキャンペーン期間終了をもって終了いたします。ただし、キャンペーン終了後、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。
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。
● 本プログラム・キャンペーンの登録（エントリー）は不要です。
● カード名義人ご本人さまによるあおぞらキャッシュカード・プラスのご利用が本プログラム・キャンペーンの対象取引となります。ご本人さま以外のご利用、
他のカードでのご利用は対象となりません。● 取消・返品となったお取引はキャンペーン・プログラムの対象外です。● 取引金額等のご利用状況は、翌月２０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。ご利用がキャンペーン・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・キャンペーンの対象外となります。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。● 特典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・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
● 本キャンペーン・プログラムは、適用条件を満たせば重複して特典を受けることができます。複数のキャンペーン・プログラムの特典を受けるためには、それぞれの条件を
場合はキャンペーン・プログラム対象外です。
別の取引で満たす必要があります。
＜Visa デビットを初めて使おうプログラム＞ ● 本プログラムの対象となるお客さまは、2017 年 3 月 31 日時点で、過去一度もあおぞらキャッシュカード・プラスの Visa デビット機能（※）のご利用がない方です。
一度でも利用されたことがある方は対象となりません。※海外 ATM からの現地通貨のお引出しや Amazon 以外の利用も含みます。国内 ATM からのお引出しは含みません。● 本プログラムの対象となる取引は、Amazon
● 特典の
（Amazon.co.jp 他、海外 Amazon を含む）でご利用されたショッピングのみが対象で、その他の取引については対象外となります。● 本プログラムの適用はカード１枚につき１回となります。
「ＥＪＯＩＣＡ［イージョ
イカ］セレクトギフト」は、さまざまな提携先（カード等）の中からお好きな電子マネー等を選択し、登録サイトにてギフトＩＤを登録（交換）することで、ギフト金額をお持ちの電子マネー等で受け取ることができるサー
● 特典は、
ビスです。
本プログラム期間中の各月末に、プログラム期間中の利用状況を確認して、翌月末までに進呈いたします。ご登録のＥメールアドレスに「ＥＪＯＩＣＡセレクトギフト」をお送りしますので、景品通知のＥメー
● Ｅメールアドレスの登録のないお客さまにはお届出の自宅住所にＱＵＯカード（代替品となる場合があります。
ルに記載されたＵＲＬにログインし、所定の手続きにて取得いただきます。
）を郵送いたします。発送は本プ
●
ログラム終了月の翌月末までを予定しておりますが、事務処理の都合上、特典の発送が遅れる場合があります。
「ＥＪＯＩＣＡセレクトギフト」の登録（交換）可能な電子マネー等一覧、注意点などの詳細については、当行ホー
● 本プログラムは本冊子掲載以外のキャッシュカード・プラス関連の他のキャンペーン・プログラム等と併用可能です。
● あおぞら銀行グループ役
ムページ内の「Visa デビットを初めて使おうプログラム」をご覧ください。
職員は本キャンペーン・プログラムの対象外です。
＜店舗限定 Visa デビットご利用＆ご来店キャンペーン＞ ● 本キャンペーンの対象となるお客さまは、あおぞら銀行の店舗にて口座をお持ちのお客さまです。インターネット支店口座のあおぞらキャッシュカード・プラス
● 特典引換のご来店は、
でのご利用は対象外です。● 本キャンペーンの対象となる取引は、国内・海外ショッピング、海外 ATM からのお引き出しです。国内のATM でのお引き出しはキャンペーン対象となりません。
本キャンペー
● 本キャンペーンの適用はカード１枚につき 4 回までとなります。4 回の適用を受ける
ン期間中に限らせていただきます。また、ご来店はあおぞらキャッシュカード・プラスの発行店（普通預金口座保有店）に限ります。
ためには条件を満たす取引を 4 回行っていただく必要があります。● ご来店はカード名義人ご本人に限らせていただきます。ご家族などの代理人による特典の受け取りはできません。条件を満たす取引を 4 回行っている
場合でも、ご来店は１回で結構です。● ご来店の際にはご予約をお願いします。＜あおぞらホームコール（0120-250-399）＞● 特典は、ご来店時に普通預金通帳に記帳されたカード利用状況を確認の上、その場でお渡
● 本キャンペーンは本冊子掲載以外のキャッシュカード・プラス関連の他のキャンペーン・プログラム等との併用はできます。
● あおぞ
しします。特典はＱＵＯカードを予定しておりますが、代替品となる場合があります。
ら銀行グループ役職員は本キャンペーン・プログラムの対象外です。
＜インターネット支店限定 Visa デビットでハッピーキャンペーン＞ ● 本キャンペーンの対象となるお客さまはインターネット支店の口座をお持ちのお客さまで、2017 年 6 月 30 日時点で、過去一度もあおぞらキャッシュ
カード・プラスの Visa デビット機能（※）のご利用がない方です。一度でも利用されたことがある方は対象となりません。※海外 ATM からの現地通貨のお引出しや Amazon 以外の利用も含みます。国内 ATM からの
お引出しは含みません。● 本キャンペーンの対象となる取引は、国内・海外ショッピング、海外 ATM からのお引き出しです。国内 ATM でのお引き出しはキャンペーン対象となりません。● 本キャンペーンの適用はカード１
枚につき 4 回までとなります。4 回の適用を受けるためには条件を満たす取引を 4 回行っていただく必要があります。● 特典の「ＥＪＯＩＣＡ［イージョイカ］セレクトギフト」は、さまざまな提携先（カード等）の中から
お好きな電子マネー等を選択し、登録サイトにてギフトＩＤを登録（交換）することで、ギフト金額をお持ちの電子マネー等で受け取ることができるサービスです。● 特典は、本キャンペーン終了月の翌月末までに進呈いた
します。ご登録のＥメールアドレスに「ＥＪＯＩＣＡセレクトギフト」をお送りしますので、景品通知のＥメールに記載されたＵＲＬにログインし、所定の手続きにて取得いただきます。● 特典はＱＵＯカード等の代替品にな
● 本キャンペーンは本冊子
ることがあります。その際は、お届出の自宅住所に郵送いたします。発送は本キャンペーン終了月の翌月末までを予定しておりますが、事務処理の都合上、特典の発送が遅れる場合があります。
● あおぞら銀行グループ役職員は本キャンペーン・プログラムの対象外です。
掲載以外のキャッシュカード・プラス関連の他のキャンペーン・プログラム等との併用はできます。
＜スマホ・携帯料金も Visa デビットプログラム＞ ● 本プログラムの対象となるお客さまは、2017 年 6 月 30 日時点で、過去一度もあおぞらキャッシュカード・プラスの Visa デビット機能で、スマートフォン・携帯電話
料金（NTT ドコモ、au、ソフトバンク）の支払いを行ったことのない方です。一度でも利用されたことがある方は対象となりません。● 本プログラムの対象となる取引は、スマートフォン・携帯電話料金（NTT ドコモ、
au、ソフトバンクに限ります）の支払いです。各種プランの支払等も含みますが、他キャリアのスマートフォン・携帯電話料金は対象となりません。また、「カード払い」の登録カードをあおぞらキャッシュカード・プラ
● 本プログラムの適用はカード１枚につき１回となります。
● 特典はお届出の自宅住所に郵送いたします。特典はＱＵＯカードを予定
スにされていても、プログラム期間中に支払いが行われていなければ対象となりません。
しておりますが、代替品となる場合があります。発送は本プログラム終了月の翌月末までを予定しておりますが、事務処理の都合上、特典の発送が遅れる場合があります。● 本キャンペーンは本冊子掲載以外のキャッシュカー
● あおぞら銀行グループ役職員も本キャンペーン・プログラムの対象です。
ド・プラス関連の他のキャンペーン・プログラム等との併用はできません。但し、最大 1％キャッシュバックプログラムは対象となります。

Visa デビット夏祭り！2017、Visa デビットに関するお問い合わせ

0120-322-239

デビットカードコールセンター
24 時間 365 日受付

ご来店予約、口座開設に関するお問い合わせ

0120-250-399 （土・日・祝日、年末年始を除く）受付
あおぞらホームコール 9:00 〜 19:00

あおぞらキャッシュカード・プラスをご利用いただく前にご確認いただきたい事項
● 国内

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。

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。
海外ATM

２．暗証番号をご確認ください

国内ATM

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
● Visa

桁）

６．ご利用いただけない加盟店があります

デビット用暗証番号（4 桁）

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

３．利用限度額の初期設定額をご確認ください

は、当行ホームページをご覧ください。

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

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

● 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
注意ください。

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

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

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

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

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。

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。

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

● ご利用の目的は限定されます。海外における
なお。換算レートについては、当行ではお答えできません。

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。

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。
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

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。

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。

