2018 年 12 月 21 日

「ちばぎんで口座を作ろうキャンペーン」の実施について
千葉銀行（頭取 佐久間 英利）は、2019 年 1 月 4 日（金）より、若い世代の方を対象とした
「ちばぎんで口座を作ろうキャンペーン」を実施します。
本キャンペーンでは、店頭ではじめて普通預金口座を開設いただいた 0 歳～25 歳のお客さま先
着 23,000 名に千葉県ＰＲマスコットキャラクター「チーバくん」がデザインされた、ちばぎんオ
リジナルマルチケースをプレゼントいたします。さらに、一定の条件を満たしたお客さま 100 名
に、抽選で 1 万円相当のカタログギフトをプレゼントいたします。
本キャンペーンの概要は、下記のとおりです。
記

１．キャンペーン名称：

ちばぎんで口座を作ろうキャンペーン

２．実

間：

2019 年 1 月 4 日（金）～2019 年 4 月 30 日（火）

者：

店頭で普通預金口座をはじめて開設した 0 歳～25 歳のお客さま

３．対

施

期
象

４．キャンペーン内容：
①

先着 23,000 名さまに「ちばぎんオリジナル

チーバくんマルチケース」をプレゼント

②

抽選で合計 100 名さまにカタログギフト（1 万円相当）をプレゼント
本キャンペーンの対象者のうち、下記の条件を満たしたお客さまの中から抽選で、各
コース 50 名さまずつ、合計 100 名さまにカタログギフト（1 万円相当）をプレゼント
いたします。
【0 歳～15 歳のお客さまコース】
2019 年 7 月末時点で、対象となる口座の残高が 1 万円以上あるお客さま
【16 歳～25 歳のお客さまコース】
下記のＡ、Ｂいずれかを満たしたお客さま
Ａ.ちばぎんのクレジットカードもしくはデビットカードに新規ご入会後、3 ヶ月間
で 1 万円以上ご利用いただいたお客さま
Ｂ.当行へ給与振込を指定し、2019 年 7 月までにお受取りいただいたお客さま
以

上

お年玉や入学祝金の

預入れに！

ちばぎんで
口座を作ろう
キャンペーン
キャンペーン期間

お給料やアルバイト代の

受取りに！

ちばぎんで口座を作って

プレゼントを
もらおう！

2019年1月4日
（金）
〜4月30日
（火）

キャンペーン対象

0歳〜25歳のお客さま

千葉県ＰＲマスコットキャラクター
「チーバくん」
千葉県許諾

特典

1

第Ａ70−28号

当行の窓口で、はじめての普通預金口座を作成されたお客さま

先着合計23,000名さまに
「ちばぎんオリジナル チーバくんマルチケース」
をプレゼント！
ちばぎんオリジナル チーバくんマルチケース
お通帳や各種カードをすっきり収納できます。
※いずれかのカラーをお選びいただけます。ただし、各々の在庫に
限りがあるため、ご希望に添えない場合があります。

特典

2

さらに特典1の対象となるお客さまで、対象期間中に下記の条件を満たしたお客さまの中から

抽選で合計100名さまにカタログギフト
（1万円相当）をプレゼント！

0歳〜15歳のお客さまコース

50名さま

16歳〜25歳のお客さまコース

50名さま

新生活にふさわしい、
ちょっと大人のセンスが光る
商品を集めたカタログです。

イラストがたくさん入った、
ぬりえとクーピー付の
カタログです。
お子さまと楽しく商品を
お選びいただけます。

条

下記 A B のいずれかを満たしていること
A 当行発行のクレジットカード
（ちばぎんスーパーカード、
ザ・クラス、
ＪＣＢ ＣＡＲＤ ＥＸＴＡＧＥ）
もしくはちばぎん
スーパーカード＜デビット＞にキャンペーン期間中に
新規ご入会いただき、かつご入会から3ヶ月間で1万
円以上、ショッピングにご利用いただくこと
B 新規作成口座に給与振込を指定していただき、
2019
年7月末までにお受取りいただくこと
（
「給与振込として
発信された1万円以上のお振込」
または
「3ヶ月連続か
つ各月10万円以上のお振込」
のお受取りがあること）

件

条件

2019年7月末時点で、
ご作成いただいた口座の残高が1万円以上あること

※写真はイメージです。※景品は変更となる場合があります。ご了承ください。
※クレジットカードにお申込みいただけるのは、満20歳以上のお客さまとなります。
また、
ちばぎんスーパーカード＜デビット＞にお申込みいただけるのは、満15歳以上（中学生
を除く）のお客さまとなります。

キャンペーンの詳細は裏面を確認してね

ちばぎんで口座を作ろうキャンペーン
期間

特典

2019年1月4日
（金）
〜4月30日
（火）

対象

0歳〜25歳のお客さま

1「ちばぎんオリジナル チーバくんマルチケース」プレゼント（先着合計23,000名さま）

キャンペーン期間中に当行の窓口で普通預金口座をはじめて作成された0歳〜25歳のお客さま、
先着合計23,000名さまに「ちばぎんオリジナル チーバくんマルチケース」をプレゼントいたします。

※当行に既に口座をお持ちの方は対象になりません。
※景品はいずれかのカラーを一つ、店頭にてお渡しします。景品が無くなりしだい終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
※写真は景品の一例であり、内容は変更となる場合があります。各々のカラーは在庫に限りがあるため、ご希望に添えない場合があります。
また、プレゼントはキャンペーン期間中お一人さま1回限りとさせていただきます。
※当行本支店窓口以外で口座開設を行った場合は、特典の対象外となります。

特典

2

カタログギフト
（1万円相当）
プレゼント
（抽選で合計100名さま）

特典1の対象となるお客さまで、対象期間中に下記の条件を満たしたお客さまの中から
抽選で合計100名さまにカタログギフト
（1万円相当）をプレゼントいたします（応募不要）。

❶0歳〜15歳※のお客さまコース
景 品
当選人数 50名
おめでとセレクション カタログギフト＜ほし＞
条 件
2019年7月末時点で、
ご作成いただいた口座の残高が1万円以上あること

❷16歳〜25歳※のお客さまコース
景 品
当選人数 50名
イルムス＜コペンハーゲン＞
下記 A B のいずれかを満たしていること
A 当行発行のクレジットカード
（ちばぎんスーパーカード、ザ・クラス、
ＪＣＢＣＡＲＤＥＸＴＡＧＥ）
もしくはちばぎんスーパーカード＜デ
条 件
ビット＞にキャンペーン期間中に新規ご入会いただき、かつご入会から3ヶ月間で1万円以上、
ショッピングにご利用いただくこと
B 新規作成口座に給与振込を指定していただき、
2019年7月末までにお受取りいただくこと
（「給与振込として
発信された1万円以上のお振込」
または
「3ヶ月連続かつ各月10万円以上のお振込」
のお受取りがあること）
当選発表

当選の発表は、景品の発送（2019年9月頃を予定しております）
をもってかえさせていただきます。
当選の権利は譲渡できません。
また、景品の換金・交換・変更等には応じかねます。あらかじめご了承ください。

※口座ご作成時のご年齢をさします。

さらに

＜クレジット・デビット＞カードご入会キャンペーンも3月31日（日）まで実施中！

新規入会とくとくキャンペーン
対象となる
お客さま

2019年3月31日までに当行発行のクレジットカード(ちばぎんスーパーカード、ザ・クラス、JCB CARD
EXTAGE)もしくはちばぎんスーパーカード＜デビット＞にご入会いただいたお客さま
新規口座開設と同時にカード入会いただいた方に
2,000円(デビットカードの場合は1,000円)をプレゼント※1。
本カードにより対象の携帯電話料金をお支払いいただくと、
プレゼント❷
さらに1,000円プレゼント。
入会後4ヶ月の間に3万円以上ご利用いただくと、
オンラインでご入会いただいた方には
プレゼント❸ 店頭でご入会いただいた方には1,000円※2、
利用金額に応じて最大6,000円をさらにプレゼント。

プレゼント❶
プレゼント
内容

※1 オンラインにてご入会された場合は対象外となります。
※2 デビットカードご入会の場合は、
４ヶ月の間に３万円以上かつ４回以上のご利用が条件となります。

プレゼント
方法

クレジットカード・デビットカードのお支払い口座へご入金いたします。

※ご入会には所定の審査がございます。※ご利用金額集計時点で退会されている場合等、キャンペーン対象外となる場合がございます。
※キャンペーンの特典・その他の条件など、
くわしくはカードご入会キャンペーンチラシまたはちばぎんホームページをご覧ください。
※特典内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

カードご入会キャンペーンは3月31日までとなっておりますのでご注意ください。なお、4月以降、内容を変更のうえ継続することもございます。
くわしくは、ちばぎんホームページをご覧いただくか、
お近くのちばぎん、またはテレフォンバンキングセンターまで、お気軽にお問い合わせください。

［通話料無料］携帯からもご利用いただけます。

海外からの通話などフリーダイヤルをご利用いただけない場合
通話料はお客さまのご負担となります。

ちばぎん

電話による受付時間

9：00〜21：00

（月〜金

ただし銀行の
休業日を除く

）

友だち募集中！

