
その他キャンペーンに関するご留意事項は中面をご確認ください。

期間中、対象のお取引きをいただき、
キャンペーンにエントリーいただいたお客さまにもれなくプレゼント!

募集上限
に達し次第

終了

対象取引
イオン銀行口座新規開設
開設いただいたイオン銀行口座からの
イオンカードご利用代金お引落し

もれなく!

イオンカードセレクト

または

イオン銀行キャッシュ＋デビット

イオンカードの引落口座変更登録
(イオンカードセレクトをお申込み・ご利用の場合はお手続き不要です。）

STEP

4

イオンウォレットまたは暮らしのマネーサイトよりお手続きいただけ
ます。詳しくは右記よりご確認ください。※毎月13日までに口座設定のお手
続きが完了した場合、翌月2日のご請求分からお引落口座が変更されます。

キャンペーンにエントリーSTEP

3
インターネットバンキングへのご登録後、キャンペーンページ内のエントリー
ボタンよりご応募ください。※STEP 2・3は2022年 7月4日（月）までにご登録いただければ、
後続のSTEPより後に行っていただいても問題ありません。

カードが届いたらインターネットバンキングへご登録
カードに同封されているご案内または右記ホームページに沿ってご登録ください。
カードお申込時にご入力いただいた「イオン銀行ダイレクト初回ログインパス
ワード」が必要となりますので、お忘れないようご注意ください。

STEP

2

イオン銀行の口座開設
イオンカードセレクトまたはイオン銀行キャッシュ＋デビットお申込み
※WEB、イオン銀行店舗いずれからのお申込みも対象となります。※イオン銀行キャッシュカード
での口座開設は対象外となります。

STEP

1

キャンペーンの流れ

キャンペーン期間
口座開設受付期間

キャンペーンエントリー期限

イオンカードご利用代金のお引落し期間

※エントリーにはインターネットバンキング
　へのご登録が必要です。

1

2

対象となるお取引条件等、詳しくは中面・裏面をご確認ください。

選べる
デジタルギフト
1,000円分

START

イオン銀行口座からの引落し GOALSTEP

5

発行されたイオンカードセレクトまたは引落口座をイオン銀行に設定いただいたイオン
カードでのご利用代金のお引落しが 2022年4月4日（月）～ 7月4日（月）までのいずれかの
月に確認できると、キャンペーンの対象となります。
《デジタルギフトのプレゼントについて》お引落金額に制限はございません。2022年7月～8月頃、インターネット
バンキングへご登録いただいたメールアドレス宛にデジタルギフト（ giftee Box 1,000円分）お受取りの
ご案内をお送りします。※メールの不着による再発行はいたしかねますため、メールアドレスのご登録に誤りがないようご注意
ください。また、「@aeonbank.co.jp」からのメール受信の許可をお願いします。※複数月、複数回のお引落しがあった場合も、プレ
ゼントはお 1人さま 1回限りとなります。

◆giftee Boxは、多数のラインナップの中から好きな商品をお選びいただけるギフトです。ポイント内であれば複数のギフトと自由に交換
することができます。 ◆giftee Boxの利用に専用アプリのダウンロードや会員登録は必要ありません。 ◆ラインナップの中から好きな商品と
交換できる、giftee Box1000ポイントを付与します。 ◆ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたgiftee Boxにより異なり、
変更になる場合がございます。またgiftee Box内のポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認
の上、商品と交換ください。 ◆ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換ください。
◆期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。 ◆ポイントの追加チャージはできません。 ◆商品交換
後の商品の変更・キャンセルはできません。 ◆本チラシを店頭でご提示いただいても、商品はご利用いただけません。 ◆本キャンペーンは
イオン銀行による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはイオン銀行で承ります。Amazonではお受けしておりません。 ◆Amazon、
Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

口座開設はこのカードが対象!

giftee Boxについて

（エントリーが必要です）

2022年2月25日(金)　 5月10日(火)
2022年7月4日(月) 
2022年4月4日(月)お引落分   7月4日(月)お引落分

◆イオン銀行キャッシュカードでの口座開設
◆イオンデビットカード、イオン銀行
　キャッシュ＋デビットご利用分のお引落し

対象とならないお取引き

イオン銀行 検索0120-13-1089イオン銀行
コールセンター



「イオン銀行Myステージ」は、対象取引のご利用に応じて自動的に「イオン銀行スコア」がたまり、決定したステージ
ごとの特典を受けられるサービスです。

イオン銀行Myステージ
プラチナステージ適用の場合

円 円

オートチャージご利用200円（税込）ごとに
※オートチャージは1日1回、1取引1回までのご利用となります。※チャージされた金額はイオン銀行の普通預金口座からお引落しになります。
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YES

上記はあくまでおすすめであり、上記以外の組合わせでも条件を満たせば対象となります。

イオンカードのお引
落し口座は

イオン銀行がおトク!
!

ステージ

イオン銀行スコア 20点以上 50点以上 100点以上 150点以上

月5回月3回月1回0回

普通預金適用金利 年0.10％
（税引後 年0.079％）

年0.05％
（税引後 年0.039％）

年0.03％
（税引後 年0.023％）

年0.01％
（税引後 年0.007％）

月5回月3回月2回月1回他行ATM入出金
利用手数料無料回数
他行宛振込手数料
無料回数

＜ステージごとの特典内容＞

特典
1

特典
2

特典
3

※1

※2

※3

入出金手数料無料で使えるATMがたくさんあります!

WAONのオートチャージでもポイントがもらえます!

イオン銀行の
メリット

「イオン銀行Myステージ」で、普通預金金利やATM手数料がおトクになります!

1 2 3

イオンカード
(WAON一体型/通常デザイン)

を持っている

イオンカードを
持っていない

このキャンペーンで
インターネット
バンキングにご登録

達成

さらに イオンカードの
お引落しが1円以上で

達成(       )金額に応じて
最大100点

イオンカード( WAON一体型 /通常デザ
イン)からイオンカードセレクトにお切
替え。発行されたイオンカードセレクト
のご利用代金が引落しになるとキャン
ペーン対象に! 

イオン銀行キャッシュ＋デビットまたは
イオンカードセレクトをお申込み。開設
されたイオン銀行口座をすでにお持ち
のイオンカードのお引落口座に設定、
イオンカードのご利用代金が引落しに
なるとキャンペーン対象に! 

イオンカードセレクトを新規にお申込み。
発行されたイオンカードセレクトのご利用
代金が引落しになるとキャンペーン対象に! 
※イオン銀行キャッシュ＋デビットにて新規
口座開設した場合、他のイオンカードによる
引落しがないとキャンペーンにご参加いただ
けません。

普通預金金利が

他行宛振込手数料、
他行ATM入出金利用手数料

最大

 年0.10%
各最大

5回 0円

BA

※1 時間外手数料も含め無料となります。 ※2 インターネットバンキング、当行 ATMでの当行キャッシュカード利用時の他行宛振込手数料
が無料となります。　※3掲載金利は2022年2月10日現在のものです。普通預金金利は変動金利です。詳しくは店頭に備え付けまたは当行ホーム
ページの商品概要説明書をご確認ください。 ・その他Myステージに関するご留意事項は当行ホームページをご確認ください。

《イオンカードセレクト》
◆イオンカードセレクトは、イオン銀行のキャッシュカード・クレジットカード（イオンカード）・電子マネーWAONの機能や特典が一体に
なった、入会金・年会費無料のカードです。 ◆イオンカードセレクトのクレジットご利用代金はイオン銀行口座からのお引落しとなります。 
◆カード発行には所定の審査があります。審査によりお申込みの意に添えない場合がございます。その場合、イオン銀行キャッシュ＋デビット
が発行される場合があります。
《イオン銀行キャッシュ＋デビット》
◆イオン銀行キャッシュ＋デビットは、イオン銀行のキャッシュカード・デビットカード（JCB デビット）・電子マネー WAONの機能や特典が
一体になった、入会金・年会費無料のカードです。 ◆イオン銀行キャッシュ＋デビットのデビットカードご利用代金はイオン銀行口座から
原則即時引落しとなります。 ※カードのお届けまで3週間程度かかります。 ※どちらのカードにもイオン銀行の口座機能があるため、お手持ち
のイオンカードのお引落口座として設定いただくことが可能です。 ※イオン銀行キャッシュ＋デビットにて口座開設しイオンカードをお持ち
でない場合、キャンペーンにご参加いただくためにはイオンカードを別でお作りいただく必要がございます。

◆キャンペーン締切日である 2022年7月4日（月）のご請求分は 2022年6月10日（金）までのご利用分が対象となります。締め日間際にご利用
された場合、売上伝票が遅れて到着し、翌月請求として集計され対象外となる場合がございます。 ◆ネットショッピングをご利用された場合、
商品発送日がご利用日となる等、実際のご利用日とご請求明細に記載のご利用日が異なり、ご請求月がずれる場合がございます。 ◆お手持ちの
イオンカードの引落口座をイオン銀行に変更いただく場合、口座変更が間に合わずイオン銀行からのお引落しとならなかった場合は対象外
となります。口座変更手続きは設定完了まで時間を要しますのでお早目のお手続きをお願いいたします。 ◆ご登録住所にお届けするカードを
お受取りにならなかった場合、対象外になることがございます。 ◆イオンカードセレクトを即時発行された場合、イオンカードセレクト
ご利用分の初回ご請求はコンビニエンスストア等でご利用いただける振込用紙でのお支払いとなります。2 回目以降のご請求分よりイオン
銀行口座からのお引落しとなります。 ◆イオンデビットカードおよびイオン銀行キャッシュ +デビットのデビットご利用分やJ-Debitご利用分
の引落しは対象外となります。 ◆イオンウォレット即時発行は本カードが発行されるまで口座振替の変更手続きはできません。 ◆イオン
カードをご利用いただいても、ボーナス払いなどによりキャンペーン期間中に引落しがなかった場合は対象外となります。 ◆荘銀イオン
カード、とりぎんイオンカード、福銀イオンカード、三重銀イオンカードなど、イオン銀行以外のキャッシュカードと一体のイオンカードを
お持ちの場合、引落口座の変更はできません。 ◆募集の上限に達した場合は予告なくキャンペーンが終了する場合がございます。

※4提携金融機関ごとに手数料無料の時間帯等、提携内容は異なります。 ※5システムメンテナンス等により、ご利用いただけない時間帯が
ございます。ご利用可能時間はATMを設置しているショッピングセンター等の営業時間内となります。

あなたはどのカード？

診断チャート

みずほ銀行、ゆうちょ銀行、
三菱UFJ銀行のATMで
平日日中の入出金手数料

イオン銀行ATM
24時間365日
入出金手数料

本キャンペーンの対象となる
「イオンカード口座振替」の
パターンは主に次の通りです。

イオンカードセレクトまたは
イオン銀行キャッシュ＋デビットを保有

毎月10点
イオン銀行
スコア

イオン銀行
スコア

イオン銀行
スコア 10点

毎月30点

計40点で

※4 ※5

C A以外のイオン
カードを持っている

イオン銀行以外の銀行キャッシュカード一体型の
イオンカードは対象外です。

お申込みいただくカードについて

キャンペーンに関するご注意事項

（税引後年0.079％）

お す す め


