
                              

2022 年２月 18 日 

au じぶん銀行株式会社 

 
夢カナ Yell Project『Music Contest 2022』 

au じぶん銀行にて「夢カナ Yell コンテスト応援企画」を実施 

~２つのキャンペーンでコンテストを応援~ 

 

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、2021 年 1 月から協賛している社会貢献プロジェクト『夢カナ Yell Project Supported by au じ

ぶん銀行』の第 3 回コンテスト「Music Contest 2022」と連動して、2022 年 2 月 18 日から、「夢カ

ナ Yell コンテスト応援企画」と題し、「au じぶん銀行はじめてのご利用キャンペーン」と「お気に入

りの曲選びキャンペーン」の２つのキャンペーンを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

■au じぶん銀行はじめてのご利用キャンペーン 

キャンペーン期間中に au じぶん銀行口座開設をお申込みいただいたお客さまを対象に、お申込み後の

アンケートでキャンペーンコードに「yumekana」と入力したお客さまの中から、抽選で 150 名さま

に「TOWER RECORDS MUSIC powered by レコチョク 聴き放題チケット*」をプレゼントしま

す。 

*「TOWER RECORDS MUSIC powered by レコチョク 聴き放題チケット」とは 

レコチョクとタワーレコードが共同で運営する音楽聴き放題＋ミュージックビデオも見放題のサービス「TOWER RECORDS 

MUSIC」を 30 日間ご利用いただけるチケットです。 

※TOWER RECORDS MUSIC の有料会員となっている方は、本チケットをご利用いただけません。 

 

詳細は下記 au じぶん銀行のウェブサイトをご参照ください。 

https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2022/20220218_yumekanayell_new/ 

 

■お気に入りの曲選びキャンペーン 

キャンペーンにエントリーし、夢カナ Yell「Music Contest 2022」の応募作品の中からお気に入りの

動画番号を入力すると、抽選で 50 名さまに 500 円をプレゼントします。au じぶん銀行口座をお持ち

のお客さまであれば、どなたでもキャンペーンにエントリー可能です。 

 

詳細は下記 au じぶん銀行のウェブサイトをご参照ください。 

https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2022/20220218_yumekanayell/ 
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『夢カナ Yell Project Supported by au じぶん銀行』第３回コンテスト「Music Contest 2022」

（以下 本コンテスト）は、2021 年 3 月開催の「夢カナ Yell☆Music Video Contest 2021」、2021

年 8 月開催の「Cover Music Contest 2021」に続く第３弾コンテストとして、2021 年 12 月 15 日

からオリジナル動画を募集し、2022 年 2 月 18 日から応募された楽曲への投票を受け付けています。

au じぶん銀行は、本コンテストに協賛し「au じぶん銀行社長賞」を提供するなど、夢を持つアーティ

ストや音楽で活動したい人を『夢カナ Yell Project』のプラットフォームを通じて応援します。 

本コンテストの応募方法・表彰内容・特典などの詳細については、『夢カナ Yell Project』のウェブ

サイトをご参照ください。 

https://yumekanayell.com/casting（外部サイトへ遷移します） 

※本コンテストは夢カナ Yell 事務局(東京都港区、事務局長:尾坂 昇治)が運営しています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■『夢カナ Yell Project Supported by au じぶん銀行』とは 

『夢カナ Yell Project Supported by au じぶん銀行』は、アーティスト（ミュージシャン/作曲家/

ダンサー/クリエイター）など「夢を叶えたい人」と、YouTuber・サポーターなど「夢を応援したい

人」が集まり、発信し、交流し、応援し合うプロジェクトです。「活躍の場を提供しよう、みんなの夢

をみんなで叶えよう、閉塞した時代を音楽を通して切り開こう」という趣旨に賛同し、au じぶん銀行

は『夢カナ Yell Project』を支援しています。 

 

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、社会の持続的な成長に貢献する会社を目指し、

社会貢献活動にも取り組んでいきます。 

 

以上 

 

 

 

 

 

https://yumekanayell.com/casting
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「au じぶん銀行はじめてのご利用キャンペーン」について 
概要 

キャンペ

ーン名称 

au じぶん銀行はじめてのご利用キャンペーン 

期間 2022 年 2 月 18 日（金）～2022 年 3 月 31 日（木） 

特典内容 口座開設後のアンケートでキャンペーンコードに「yumekana」(半角小文字[８桁])と入れた

お客さまの中から、抽選で 150 名さまに「TOWER RECORDS MUSIC powered by レコチョ

ク 聴き放題チケット」をプレゼント。 

適用条件 以下①②をすべて満たすこと 

 

① キャンペーン実施期間中に au じぶん銀行ウェブサイトもしくはじぶん銀行スマートフォン

アプリから、口座申込を完了したうえで、お申込み後に表示される「口座開設に関するアンケ

ート」のキャンペーンコード欄に「yumekana」(半角小文字[８桁])を入力すること。 

② 判定日（2022 年 4 月 30 日（土））時点で、口座の開設が完了していること。 

 

・口座開設は、au じぶん銀行ウェブサイトもしくはじぶん銀行スマートフォンアプリからお

申込みください。 

・口座開設のお申込みに不備がない場合であっても、当行がお申込みを受付けてから、およそ

1 週間から 2 週間かかります（口座開設方法により、期間は異なります）。お早めにお申込み

ください。 

特典提供

時期 

2022 年 5 月下旬 

※当選者には、特典通知メールを配信します。 

注意事項 【キャンペーンについて】 

・以下の場合は、本キャンペーン特典のプレゼント対象外となりますので、あらかじめご了承

ください。 

-判定日時点で円普通預金口座を解約されている場合。 

-間違ったキャンペーンコードを入力し、照合不可能であった場合。 

-キャンペーンエントリーができない申込フォームで口座開設をした場合。 

・本キャンペーンは、予告なく変更、または中止する場合があります。 

・同時期に実施する当行の口座開設者を対象とするキャンペーンと重複する場合は、別のキャ

ンペーンが適用される場合がございます。 

 

【特典について】 

・「TOWER RECORDS MUSIC powered by レコチョク 聴き放題チケット」には、有効期限

があります。チケットに記載の有効期限を過ぎますと、ご利用ができなくなりますのでご注

意ください。 

・ご利用にはクラブレコチョクの登録(無料)またはタワーレコードメンバーズアカウント(無

料)の登録およびログインが必要となります。 

・TOWER RECORDS MUSIC の有料会員となっている方は、本チケットをご利用いただけま

せん。 

・都合によりギフト商品が変更になる可能性がございます。 

・特典のご利用方法、ご利用に関するお問い合わせは、ギフトカードページをご確認くださ

い。 
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【当選通知メールの受信について】 

・当選通知メールは再送しません。登録した E メールアドレスが誤っている、最新でない、受

信制限設定をしているなど、如何なる事由においても、当選通知メールを受取ることができ

なかった場合は、本特典付与の対象外となります。ご登録のメールアドレスおよび受信設定

を必ずご確認ください。 

・当選通知メールの送信元のメールアドレスの＠以降は「jibunbank.co.jp」になります。迷

惑メールフィルターなどで E メール受信を制限設定されている場合は、当行から送信される

E メールが受信できるよう設定の変更をお願いします。 

URL https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2022/20220218_yumekanayell_new/ 

 

 

 
「お気に入りの曲選びキャンペーン」について 
概要 

キャンペ

ーン名称 

お気に入りの曲選びキャンペーン 

期間 2022 年 2 月 18 日（金）～2022 年 3 月 9 日（水） 

特典内容 抽選で 50 名さまに 500 円をプレゼント 

適用条件 キャンペーン期間中に、インターネットバンキング画面の「夢カナ Yell コンテスト応援企画」

にエントリーし、夢カナ Yell『Music Contest 2022』の応募作品の中でお気に入りの動画番

号を回答すること 

特典提供

時期 

2022 年４月下旬 

※当選者の発表は、特典の入金をもってかえさせていただきます。 

※特典は、「ｷﾖｸｴﾗﾋﾞｷﾔﾝﾍﾟｰﾝﾄｸﾃﾝ」という明細表示にてお客さまの円普通預金口座に入金します。 

注意事項 ・特典の入金時点で円普通預金口座が解約されているなど、入金ができない場合は本キャンペ

ーンの対象外となります。 

・本キャンペーンは予告なく変更または中止・延長する場合があります。 

URL https://www.jibunbank.co.jp/campaign/2022/20220218_yumekanayell/ 
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