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「＜七十七＞春の新規口座開設キャンペーン」の実施について
株式会社七十七銀行（頭取 小林 英文）では、この春、新生活を迎える皆さまに向けて、
「＜七十七＞春の新規口座開設キャンペーン」を実施しますので、下記のとおりお知らせ
いたします。
当行は、今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう努めてまいります。
記
1．名 称
＜七十七＞春の新規口座開設キャンペーン
２．対象となるお客さま
期間中に店頭または「七十七銀行口座開設アプリ」にて普通預金口座を開設していた
だいた個人のお客さま
３．内 容
（１）特典Ⅰ
内

容

対象となるお客さまのうち、以下の条件を全て満たした方の中から、
特

典 抽選で 770 名さまに「選べるデジタルギフトＧｉｆｌｅｔ（ギフ
レット）」2,000 円分をプレゼントいたします。

１．「七十七銀行アプリ」をダウンロードのうえ、初回利用登録を
行っている。
２．「＜七十七＞ダイレクトサービス」の初回利用登録を行っている。
３．開設していただいた普通預金口座において、ＷＥＢ通帳を利用し
対象条件
ている。
４．携帯電話番号の届け出をしている。
注．１～３については、2021 年 6 月 30 日時点でご利用を継続され
ていることを条件とさせていただきます。
注．ギフレットは、Amazon ギフト券、App Store&iTunes コード、図書カードネッ
トギフト等、利用先を選択してご利用いただけるデジタルギフトです。

－１－

七十七グループは持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。

もっと、ずっと、地域と共に。

（２）特典Ⅱ
内

容

特典Ⅰの条件を満たしたうえで、さらに下記対象取引１～３のう
ち、２つ以上のお取引がある方の中から、抽選で 10 名さまに家電
製品をプレゼントいたします。
特

典

景
Dyson

品

名

掃除機

1 名さま

アイリスオーヤマ
シャープ
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次亜塩素酸
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4 名さま
準

期間中に開設していただいた普通預金口
込 座で、2021年6月30日までに給与の入金
が確認できる。

７７ＪＣＢデビット
または七十七カード

2021年6月30日時点でご契約手続が完了
し、期間中に開設いただいた普通預金口
座を振替指定預金口座にご指定いただい
ている。

＜七十七＞積立投信
または積立外貨預金

期間中にお申込いただき、2021年6月30
日までに振替実績がある。

４．実施期間
2021 年 3 月 1 日（月）～ 2021 年 5 月 31 日（月）
５．対象店
東北地区の全営業店および札幌支店
※本キャンペーンの詳しい内容については別添のチラシをご参照ください。
以

－２(終)－
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春の

新規口座開設
口座開設
キャンペーン

アプリで簡単
口座開設!

2021年3月1日
（月）
〜2021年5月31日
（月）

対象となるお客さま

口座 開 設

店頭または「七十七銀行口座開設アプリ」で普通預金口座を開設いただいた個人のお客さま

※
「七十七銀行口座開設アプリ」
による普通預金口座開設のお申込みは18歳以上かつ運転免許証をお持ちの方に限られます。
また、既に普通預金口座をお持ちの場合はお申込みできません。

特典

Ⅰ

下記条件をすべて満たされたお客さまに

「選べるデジタルギフトGiﬂet（ギフレット）」
対象条件

2,000円分を抽選で770名さまにプレゼント!

特典

Ⅱ

❶
「七十七銀行アプリ」
をダウンロードのうえ、初回利用登録の完了
❷
「〈七十七〉ダイレクトサービス」
の初回利用登録の完了
❸ＷＥＢ通帳のご利用
❹携帯電話番号の届け出

※❶〜❸については、2021年6月30日時点で
ご利用を継続されていることを条件とさせて
いただきます。

特典Ⅰの条件を満たされたうえで、さらに下記対象取引❶〜❸のうち、2つ以上のお取引があるお客さまに

新生活を彩る「家電製品」
を抽選で10名さまにプレゼント!
対象取引

❶

給与振込

Dyson 掃除機

1名さま

アイリスオーヤマ 食器洗い乾燥機

2名さま

期間中に開設いただいた普通預金口座を振替指定
預金口座にご指定いただいたもの

シャープ 空気清浄機

3名さま

期間中に申込を行い、2021年6 月3 0日（水）まで
に振替実績があったもの

Panasonic
次亜塩素酸 携帯除菌スプレー

4名さま

条件

期間中に開設いただいた普通預金口座に2021年
6月30日（水）
までに給与のご入金があったもの

７７JCBデビットまたは 2021年6月30日（水）時点で契約手続が完了し、

❷ 七十七カード
❸

〈七十七〉積立投信
または積立外貨預金

◎ 景 品 名と当 選 人 数 ◎

■「Giﬂet（ギフレット）」は、ジャックス・トータル・サービス株式会社が発行するデジタルギフトサービスです。
■「Giﬂet（ギフレット）」
とは、複数のデジタルギフトの中から、ご希望のデジタルギフトをお選びいただけるサービスです。

特典Ⅰについて／●当選されたお客さまへ2021年7月に携帯電話のショートメッセージサービス
（SMS）
にて送信いたし
ます。●携帯電話番号の変更等により受信できない場合は、無効とさせていただきます。
特典Ⅱについて／●当選されたお客さまには2021年7月にお届出のご住所に賞品を発送いたします。また、長期不在等の
理由により賞品をお届けできない場合は、無効とさせていただきます。
◆2021年7月の抽選時において、期間中に開設いただいた普通預金口座を解約している場合は対象外といたします。
◆自動エントリーいたしますので、お客さまによるご応募は必要ありません。◆特典ⅠおよびⅡにおける重複当選はござい
ません。◆取扱店は東北地区の全営業店および札幌支店となります。◆くわしくは、お近くの〈七十七〉窓口までお問い
合わせいただくか、当行ホームページをご覧ください。 ◆店頭に説明書をご用意しております。◆今後予告なく本キャン
ペーンの内容を変更、継続、または取扱を中止する場合があります。また、季節等に応じて、同様のキャンペーンを実施する
可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

インターネットバンキングによる
「携帯電話番号の届け出・確認の方法」
や
キャンペーン内のサービス・商品については
裏面をご覧ください。

2021年3月1日現在

「選べるデジタルギフトGiﬂet（ギフレット）」は携帯電話のSMSでお送りいたしますので、携帯電話番号の届け出が必要となります。

携帯電話番号の届け出・確認の方法
インターネットバンキングにログイン後のトップ画面
（スマートフォンの場合は左上の
［お取引］
をタップします。）

「変更前住所」の「電話番
号 」に既に携 帯 電 話 番 号
がご登録されているお客
さまは手続の必要はござ
いません。

「 お 取 引メニュー 」から
［電子交付・諸届け受付］
を選択し、
［ 住所変更・届
出電話番号変更］
の項目
を選択します。
携帯電話番号が登録され
ていないお客さまは、こち
らへ入力してください。
［各種利用設定・お客
さま情 報 変 更 ］から
の電話番号変更では携帯
電話番号の届け出にはなり
ませんのでご注意ください。

お振込みなどの手数料が窓口よりもおトク!

普段使いから、特別な出費まで
あらゆるシーンで使える!

キャンペーン内の
サービス・商品について

〈七十七〉ダイレクトサービス

インターネットバンキング
普通預金口座や投資信託取引口座も!

七十七銀行口座開設アプリ

※携帯電話番号の届け出は、お近くの〈七十七〉窓口でも受付しております。
※当座預金、各種ローン
（カードローンを除く）
、マル優、特別マル優、財形預金等のお取引をご利用いた
だいている場合、
または口座開設後一定期間経過していない場合はお取扱いできませんので〈七十七〉
窓口にお問い合わせください。

口座開設

残高照会はもちろんコンテンツも満載!

七十七銀行アプリ

WEB上で残高・入出金照会を
行えるエコで便利なサービス!

インターネットバンキングで
ワンコイン〈５００円〉からOK!

お申込みはこちら

７７ＪＣＢデビット

5,000円から
無理なくはじめられます!

多くの支店・出張所数を誇る七十七銀行なら、どこにい
ても利用できて便利です。また、
コンビニATMは24時間
利用可能！
「お引き出し」
「お預け入れ」
「 残高照会」
がご利
用いただけます。

※所定のご利用手数料がかかります。くわしくはお近くの
〈七十七〉窓口までお問い合わせください。

パソコン・スマートフォンで
24時間365日いつでもどこでも！

くわしくはこちら!

積立外貨預金のご注意事項

投資信託のご注意事項

投資信託の諸費用について
１．
お客さまに直接ご負担いただく費用
●お申込手数料
（当行取扱ファンド）
／お買付金額
（約定金額）
に対し最大3.3%
（消費税込）
●信託財産留保額
（当行取扱ファンド）
／
ファンドの基準価額に対し最大0.7%
［ご換金時に左記割合が差し引かれます。］
２．
間接的にご負担いただく費用
●信託報酬
（当行取扱ファンド）
／ファンドの純資産総額に対し最大年率2.2%
（消費税込）
［運用期間中、
ファンドの純資産総額から
左記割合が差し引かれます。●その他費用／資産の運用・保管・管理等に際し、有価証券売買手数料等の諸費用等が発生いたしま
すが、
これもお客さまに間接的にご負担いただく費用となります。
※お申込手数料、信託財産留保額および信託報酬はファンドにより異なるほか、運用等に際し発生する諸費用等については、今後の
運用方法等により変化するため、詳細を掲載しておりません。詳しくは各ファンドの最新の
「投資信託説明書
（交付目論見書）
」
等をご
覧ください。なお、手数料等諸費用の合計額および一部費用の詳細については、保有期間等に応じて異なりますので表示できません。
ご不明な点がございましたら、投資信託取扱店の担当者または本部
（担当部署）
までお問い合わせください。
投資信託取扱店 ■ 東北地区の全営業店
（一部の出張所を除く）
および札幌支店
本部（担当部署） ■ 営業統轄部 営業開発課
登録金融機関

SNSでおトク&地域の
情報をシチシカくんが
発信中!!

「〈七十七〉ダイレクトサービス」
は、お客さまと七十七銀行をパソコン、スマートフォン等で
ダイレクトに結ぶサービスです。銀行とのお付き合いがもっともっと便利になります。
●振込手数料が窓口よりもおトク!
●住宅ローン、臨時内入手数料、固定金利選択手数料
「無料」
※一部の住宅ローン商品を除きます。
●投資信託お申込み手数料が窓口よりも
「20％割引」
（積立投信を除く）
●外貨預金為替手数料が窓口よりも
「50%割引」

投資信託のリスクについて／●投資信託は、株式など価格変動を伴う有価証券等に投資するため、以下の要因等により、投資元
本を割込むことがあり、元本および分配金が保証されている商品ではありません。①組入株式の価格の下落、金利変動等による組
入債券の価格の下落②組入株式・組入債券等の発行者の経営・財務状況の変化③海外の株式・債券等への投資における為替相場
の変動●換金可能日に制限
（クローズド期間等）
がある投資信託商品は、換金できない場合があります。
投資信託ご購入にあたってのその他のご留意事項／●投資信託をご購入の際には、投資信託取扱店にて最新の
「投資信託説明
書（交付目論見書）」等をお受け取りいただくか、
「インターネットバンキング」
において最新の
「投資信託説明書
（交付目論見書）
」
等
を必ずお読みいただき、商品内容やリスクおよび手数料等の詳細を十分ご理解のうえ、ご自身のご判断でお申込みください。
●投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。●投資信託の運用による損益は、投資信託を
ご購入されたお客さまに帰属します。

商号等：株式会社七十七銀行

商品内容はこちら

積立外貨預金

七 十 七 銀 行は おトク & ベンリが いっぱい!
店舗が多くて
利用しやすい！

商品内容はこちら

〈七十七〉積立投信

銀行口座の残高の範囲内で
使えて安心!
詳細はこちら

七十七カード

詳細はこちら

WEB通帳

お申込みはこちら

（お引出し）
時のお受取
外貨預金の為替変動リスクについて／●外貨預金には、為替相場の変動によって為替差損が生じ、ご解約
り円貨額がお預入れ時の払込み円貨額を下回る(元本割れする)リスク(為替変動リスク)があります。●お預入れ時の為替相場に比
べご解約
（お引出し）
時の為替相場が円安になると
「為替差益」
が生じますが、反対に円高になると
「為替差損」
が生じます。
外貨建ての預金金利と円ベースの利回りについて／●ご解約
（お引出し）
時のお受取り円貨額は為替相場の変動で増減するため、
外貨建ての預金金利と円ベースの利回りは一致しません。
適用する為替相場(TTS、TTB)について／●積立外貨預金の自動振替によるお預入れの場合、当行所定のTTS相場から、1米ド
ルあたり50銭、1ユーロあたり75銭、1オーストラリアドルあたり1円を差し引いた為替相場を適用いたします。日本円でのご解約
（お引出し）
の場合、当行所定のTTB相場を適用いたします。
手数料・諸費用について／●積立外貨預金による自動振替の場合、日本円から米ドル・ユーロ・オーストラリアドルへの交換レート
（TTS）
に含まれる手数料
（1米ドルあたり50銭、1ユーロあたり75銭、1オーストラリアドルあたり1円）
、日本円でお引出しの場合、米
ドル・ユーロ・オーストラリアドルから日本円への交換レート
（TTB）
に含まれる手数料
（1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1
オーストラリアドルあたり2円）
がお客さまのご負担となるため、為替相場に変動がない場合でも、為替手数料を差し引けばお預入れ
円貨額を下回る
（元本割れする）
可能性があります。●米ドル現金でのお引出しの場合は1米ドルにつき2円、
ユーロ現金でのお引出
しの場合は1ユーロにつき6円、
オーストラリアドル現金でのお引出しの場合は1オーストラリアドルにつき7円70銭の手数料がかか
ります。※最低手数料1,500円●その他の手数料については
「外貨預金のご案内」
をご覧ください。●当行公示相場は、マスコミ報
道の市場取引相場とは異なりますのでご留意ください。公示相場は、米ドルについては午前10時15分頃、米ドル以外の通貨につ
いては午前10時45分頃に決定いたします。なお、お引出し金額が10万米ドル相当額以上となった場合の適用相場は、市場実勢
相場を参考に当行が決定する相場を適用いたします。為替相場動向により公示相場が変更されたり、公示されない場合、
また、通
貨国の事情で取扱い停止となる場合がありますのでご了承ください。
為替差益を享受するためには／●為替差益を享受するためには、
ご解約
（お引出し）
時の為替相場(TTB)が、
お預入れ時の為替相場
(TTS)より高い(円安)時にお引出しすることが必要です。
その他のご留意事項／●外貨預金は、預金保険の対象ではありません。●外貨預金をお申込みの際には、外貨預金取扱店または、
「インターネットバンキング」
において説明書
（契約締結前交付書面）
を必ずご確認いただき、商品内容やリスクおよび手数料等の詳
細を十分ご理解のうえ、
ご自身の判断でお申込みください。
説明書をご用意しておりますので、外貨預金取扱店までお問い合わせください。
なお、出張所ではお取扱いしておりません。

東北財務局長（登金）第5号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

