個人事業主の方など
100万円以上のカード決済をご検討の皆さまへ

キャンペーン期間 2019年12月25日～2020年3月31日

即時決済のVisaデビットにお支払いをまとめてみませんか？
今なら、期間中のご利用金額の合計が100万円以上のお客さまに、
通常のキャッシュバック１％に加え100万円毎に1万円相当のQUOカードをプレゼント！
ご利用金額に応じて最大10万円を差し上げる期間限定キャンペーンです
個人事業主の方の仕入れなど高額のカード支払いをご検討の方は本キャンペーンをお見逃しなく♪
STEP 1

• 24時間365日対応のデビットカード
コールセンター（0120-322-239）に
お電話のうえエントリーください。

• お電話の際はお手元にあおぞらキャッ
シュカード・プラスをご用意ください。

STEP 3

STEP 2

• 普通預金口座にご利用予定の
金額をご入金ください。
• デビット専用WEB、BANKアプリにて
1日あたりのご利用予定金額以上の
利用限度額に設定ください。
デビットカードコールセンターでも
利用限度額の変更が可能です。

期間中のカードご利用金額の
合計が100万円以上で、

100万円毎に1万円相当の
QUOカードを進呈いたします。

期間

【キャンペーン期間_Ａ】2019年12月25日（水）～2020年1月31日（金）
【キャンペーン期間_Ｂ】2020年2月1日（土）～2020年3月31日（火）

対象

あおぞらキャッシュカード・プラスをお持ちの方（期間中発行の方も対象となります）

条件

期間中にエントリー*のうえ、各キャンペーン期間ごとのVisaデビット ご利用金額が合計10 0万円以上となること
*エントリーの際にはデビットカードコールセンター用パスワードが必要です（デビ ットカードコールセンター用パスワードの初期
設定はお客さまのお生まれになった「月日」です。例：2月3日生まれ→パスワードは「0203」です）
*1回のエントリーで2つのキャンペーン期間（ A・B）が対象となります

特典

利用金額100万円毎に1万円分*のQUOカードを進呈（20 20年4月下旬に発送予定）

【本企画に関する留意事項につい て】
●本企画はあおぞら銀行の企 画です 。●本 企画は 予告なく変更ま たは中止す る場合 があります。また、 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。
●対象となるお取引は国内ショッピング、海外 ショッピング、 海外 ATMでの現地 通貨引 出しです。 取消・返 品並 びに 国内AT Mでのお取 引は本 企画対 象外 です。●ご 利用 金額は
「キャンペーン期間_Ａ」と「キャンペーン期間_B」 でそれぞれ集計 されます。「 キャン ペーン 期間_A」と「キャ ンペーン期 間_B」のご 利用金 額は合計 されませ んのでご 注意ください。 ●複
数枚のあおぞらキャッシュ カード・プラス の利 用分は合 計されませ ん。 ●海外 ショッピング 、海外 ATMでの現地 通貨 引出しの場合、 ご利用 金額は為 替手 数料等を 含んだ円普 通預 金
口座からの引落とし金額で計算されます。● キャン ペーン期間 中であれば Visaデビットご利用 後のエン トリーであっ ても対 象となります。●ご 利用は2020年4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 いたします。 ●ご利 用が期間内 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 本企 画対象 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 ありますのでご了 承ください。● 景品 進呈時 点に おいてあおぞらキャッシュ カード・プラス が解 約されて いる場合は 本企 画対象 外で
す。●カードのご利用状況、または 決済 状況等 から当行 が適 当でな いと判 断した場合は 本企画 対象 外です。 ●当 行からお届けする 景品は、 原則、 当行 にご登録 のご 住所に お送り
いたします。●景品は2020年4月下旬に発送予定です が、事 務処理 の都 合上、 遅れる 場合 があります。 ●当 行からお届けする 景品はQUO カードを 予定して います が代替 品となる
場合があります。●当行が同時期に実施する あおぞらキャッシュ カード・プラス 関連 の企画 がある場 合、それ ぞれ の条件を 別々に 満たす ことでそれ ぞれ 適用されます。（ ただし、 ポイント
サイト企画、キャッシュバックサービスは併 用されます）●同一 のお取引 が複数 の企画 の対象 取引となった 場合、 集計時 点が早い企画 に優先 適用され、集 計時点 が同じ であった場
合には、最も景品金額の高いも のに優 先適用 されます。 ●同時 に実 施している 企画 およ びその集計時 点（ 適用優 先順位 ）等 につ いては デビットカードコールセン ターに お問 い合わ
せください。●画像はイメージです。●本企画 のご 検討に あたっ ては裏面 の「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」に ついて必ずご確 認ください。

デビットカードコールセンター

24時間365日受付

2019年12月25日時点

ＡＴＭからの入出金も、即時決済のお買い物もこの一枚
あおぞらキャッシュカード・プラス

※詳しくはあおぞら銀行ホームページでご確認ください

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
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。本カードで国内提携ATM（ゆうちょ銀行ATM、セブン銀行ATM）
にてご入金も可能です。

2. 暗証番号をご確認ください
本カードには、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。

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。
● 国内提携ATM（提携金融機関ATM）をご利用の場合
「キャッシュカード・国内ATM」の矢印の向きでATM挿し込み口に挿入してく
ださい。
● 海外提携ATM（Visa、Plusネットワーク）をご利用の場合
「Visaデビット・海外ATM」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

3. 利用限度額の初期設定額をご確認ください

国内ATM

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
0～500万円
海外ショッピング
50万円
0～500万円
海外ATM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、BANKアプリ、デビット専用WEB、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
は即時変更されます。

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。お店の方が「Jデビット」と誤認していな
いかご注意ください。

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）

7. 海外でのご利用に関するご注意点
●海外提携ATM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。
●海外提携ATM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お引出し手数料は一回のご利用につき220円（税込）です。（一部ATM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での現地通貨お引出し）は外貨額をVisaの指定するレートに当行の海外取扱事務手数料2.62％を
加えて円貨に換算します。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。

