2020 年 9 月 29 日
au じぶん銀行株式会社

「ポイント投資デビュー応援キャンペーン」開催
～最大 15,000Ponta ポイント相当をプレゼント～
au じぶん銀行株式会社（本社 :東京都中央区、代表取締役社長 :臼井 朋貴、以下 au じぶん銀行）
は 、 2020 年 9 月 28 日から au カブコム証券株式会社と共同して 「ポイント投資デビュー応援キャ
ンペーン」（以下 本キャンペーン）を実施しました。
「ポイント投資」は、au カブコム証券が提供するサービスで、たまった Ponta ポイントを「1 ポイン
ト＝１円」として投資信託の買付代金に充当することができます。
この「ポイント投資」の提供開始を記念し、本キャンペーンを実施しました。
本キャンペーンでは、au じぶん銀行のウェブサイト経由で au カブコム証券の口座を開設されると、
200 円相当の Ponta ポイントをプレゼント、さらに au カブコム証券で au ID を登録、キャンペーンエ
ントリーをされると 200 円相当の Ponta ポイントをプレゼント、合計で最大 400 円相当の Ponta ポイ
ントをプレゼントします。
また、「ポイント投資」を利用開始いただいた場合に、取引額に応じて Ponta ポイントを最大 15,000
円相当プレゼントします。

詳細は au じぶん銀行のウェブサイト
（https://www.jibunbank.co.jp/common/redirector.html?id=3794）をご参照ください。
au フィナンシャルグループの au じぶん銀行は、
『じぶんのいる場所が、行く場所が、ぜんぶ銀行にな
る。そういうスマホの自由さ、便利さを銀行にも。』という思いを込めて「銀行を連れて、生きていこ
う。」というブランドメッセージを掲げるとともに、生活の中心となったスマートフォンを通じてお客
さまの日常生活における決済・金融サービスをより身近にする「スマートマネー構想」を推進していま

す。今後もスマートフォンを中心とした金融サービスを提供し、“お客さまに一番身近に感じてもらえ
る銀行”として、お客さまやパートナー企業さまとともに新しい体験価値を創造していきます。
以

上

「ポイント投資デビュー応援キャンペーン」について
概要
キャンペーン名称
キャンペーン内容①

ポイント投資デビュー応援キャンペーン
■対象となるお客さま
2020 年 9 月 28 日（月）~2020 年 11 月 30 日（月）に、au じぶん銀行経
由で au カブコム証券口座を新規開設されたお客さま。
■特典
400Ponta ポイント
※特典は au カブコム証券が判定し「ポイント投資応援キャンペーン」と
いう明細で加算します。
■適用条件
2020 年 9 月 28 日（月）~2020 年 12 月 30 日（水）に au カブコム証券に
て以下の条件を満たすこと。
・au ID 登録
・本キャンペーンへのエントリー

キャンペーン内容➁

■注意事項
・au カブコム証券では、au ユーザーでなくても au ID を登録することが
できます。
・対象期間中に au ID を登録いただいても、ポイント加算作業のタイミン
グで au ID を変更・解除・解約されていた場合は、キャンペーン対象外と
なります。
・キャンペーンの内容は、予告なく延長、または中止となる場合がありま
すのでご了承ください。
■対象となるお客さま
以下のどちらかを満たすお客さま。
※au じぶん銀行経由で au カブコム証券口座を開設されていなくても、対
象になります。
（1）2020 年 9 月 28 日（月）~2020 年 11 月 30 日（月）に、au カブコ
ム証券口座を新規開設されたお客さま。
（2）2019 年 10 月 1 日～2020 年 9 月 25 日の間に投資信託のお取引（買
付約定（含、積立）および売却約定）をしていない、かつ 2020 年 9 月 25
日時点(約定日基準)で投資信託を保有されていない au カブコム証券口座
をすでにお持ちのお客さま。
■特典
投資信託の買付金額に応じて、最大 15,000Ponta ポイント
※特典は au カブコム証券が判定し「ポイント投資応援キャンペーン」と
いう明細で加算します。

取引額
還元ポイント数
（買付－解約金額）
500 円以上
5
3,000 円以上

30

10,000 円以上

200

50, 000 円以上

1,000

500,000 円以上

15,000

※取引金額は、適用条件にある期間中にポイントを利用した新規の買付金
額－解約金額（ポイント利用有無問わず買い付けた金額および、つみた
て取引含）の差額で計算します。
■適用条件
2020 年 9 月 28 日（月）~2020 年 12 月 30 日（水）に au カブコム証券に
て以下の条件を満たすこと。
（1）au ID 登録
（2）本キャンペーンへのエントリー
（3）Ponta ポイントを利用して投資信託を合計 500 円以上買付されるこ
と
・対象期間中に au ID を登録いただいても、ポイント加算作業のタイミン
グで au ID を変更・解除・解約されていた場合は、キャンペーン対象外と
なります。
・本キャンペーンの取引額は約定日ベースで計算いたします。
・本キャンペーンの投資信託取引の対象は、ポイントを利用した通常のス
ポット取引のみとなります。つみたて取引で買付されても対象にはなりま
せん。
・対象期間中の投資信託の買付純増金額は、ポイントを利用した通常のス
ポット取引の買付合計金額から解約金額を差し引いて計算いたします。解
約金額には、ポイントを利用しないで買い付けた通常のスポット取引、つ
みたて取引で買付した投資信託の解約分も含まれます。
・外貨建 MMF、公社債投資信託（ＭＭＦ・中期国債ファンドなど）、ETF、
ETN は対象外となります。
・キャンペーンの内容は、予告なく延長、または中止となる場合がありま
すのでご了承ください。
https://www.jibunbank.co.jp/common/redirector.html?id=3794

注意事項

URL
【会社概要】
■au じぶん銀行株式会社
会社名 ：au じぶん銀行株式会社

所在地 ：東京都中央区日本橋 1 丁目 19 番 1 号 日本橋ダイヤビルディング 14 階
代表者名：代表取締役社長

臼井 朋貴

代表取締役副社長 井上 利弘
登録金融機関：関東財務局長（登金）第 652 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
■au カブコム証券株式会社
会社名 ：au カブコム証券株式会社
所在地 ：東京都千代田区大手町 1-3-2 経団連会館 6F
代表者名：代表取締役社長 齋藤 正勝

金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第 61 号
銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第 8 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
電子決済等代行業者登録：関東財務局長（電代）第 18 号

以上

