２０１９年１月

株式会社第三銀行

「33FG 春のキャンペーン」実施のお知らせ

株式会社第三銀行は、個人のお客様を対象とした「33FG 春のキャンペーン」を実施しますので下
記のとおりお知らせします。
なお、
「第三カード フレッシャーズキャンペーン」も実施しますのであわせてお知らせします。

記
１．
「33FG 春のキャンペーン」の概要（詳細は別紙を参照願います）

項目

内容

名称
期間
対象取引

33FG 春のキャンペーン
2019 年 2 月 1 日（金）～5 月 31 日（金）
期間中に以下の対象取引を行い、応募いただいた方
●給与振込を新たにご指定いただき、6 月に 5 万円以上の振込実績が有の方
●UC 第三カードを新規申込いただき、6 月末でカードを保有している方
●普通預金口座を新規開設（15 歳～25 歳）し、6 月末で残高が 1 万円以上の方
応募いただいた方の中から抽選で以下の特典をプレゼント【33 名＋W チャンス】
Ａ：選べる旅行プラン（ペア）
1 名様
（台湾旅行 or 北海道旅行 or 星野リゾート宿泊券）
Ｂ：OLYMPUS アクションカメラ
3 名様
Ｃ：バルミューダ The Green Fan
4 名様
Ｄ：BOSE Micro Speaker
10 名様
Ｅ：アイリスオーヤマ両面ホットプレート
15 名様
W チャンス：ローソン プレミアムロールケーキの e-ギフト
※抽選に漏れた方で携帯電話番号をご登録いただいた方全員にプレゼント

特典

２．
「UC 第三カード フレッシャーズキャンペーン」の概要（詳細は別紙を参照願います）
項目

内容

期間

2019 年 2 月 1 日（金）～5 月 31 日（金）

対象者

UC 第三カードに新規加入（一般カードからゴールドカードへの切替も含みます）
いただいた個人のお客様で、以下のいずれかの取引対象の方
● 入会後、8 月 31 日までにショッピングで累計 5 万円以上ご利用
● 期間中に「携帯電話料金 UC カード支払い申込書」をご提出

特典

3 人に 1 人に、5,000 円分の UC ギフトカードをプレゼント
以

上
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2019年 月 日
（金）〜 月

下記のいずれかのお取引をいただき、
ご応募いただいた
方の中から抽選で

33名様にプレゼント!

給与振込を当行に
新たにご指定されたお客さま

UC第三カードを
新たにお申込みされたお客さま

6月中に5万円以上の給与振込による
入金があったお客さま

CHANCE

A

15〜25歳で、
普通預金口座を開設したお客さま

6月末時点でカードを保有されているお客さま

6月末時点の残高が1万円以上あるお客さま

3つのコースから選べる旅行プラン!
遠くの 街 でリフレッシュ!

1

ペア

組さま

（2名さま）

台湾コース

北海道コース

星野リゾートコース

今や日本人海外旅行先人気No.1の台湾!

札幌市内だから観光にピッタリ!

日頃の疲れを癒すトップクラスのスパ体験付!

●レオフーホテル宿泊（2泊3日）
・朝食付
●往復航空券（中部国際空港⇔台北空港）

●札幌全日空ホテル宿泊（2泊3日）
・朝食付
●往復航空券（中部国際空港⇔新千歳空港）
●3日間レンタカー
（Sクラス）付

●山梨県、長野県、石川県、静岡県、京都府の
リゾートホテル又は旅館からお選びください
●宿泊（1泊2日）
・夕・朝食付
●スパ
（又はマッサージ）体験付

※台湾コース・北海道コースにおいては、混雑状況により同等ランクのホテルに変更の場合がございます。

CHANCE

B

3

CHANCE

CHANCE

C

名さま

CHANCE

10

D

E

名さま

15
名さま

4

名さま
※いずれか1つになります。

OLYMPUS
STYLUS TG-Tracker

バルミューダ
The GreenFan

BOSE SoundLink
Micro Bluetooth speaker

※写真はイメージであり、仕様や色は実物と異なる場合があります。※賞品内容は変更になる場合があります。

上記抽選から外れた方にも

アイリスオーヤマ
両面ホットプレート DPO-133

Wチャンス！

携帯電話番号をご登録いただいたお客さま全員に
右記ローソン ウチカフェプレミアムロールケーキをプレゼント!!
◎携帯電話番号に送信するショートメールに記載のURLへアクセスすることでクーポンを受け取ることができます。
◎スマートフォン向けの賞品です。
引換え時の注意事項等、
詳しくは裏面をご覧ください。

同時開催

UC第三カード

フレッシャーズキャンペーン
2019年2月1日（金）〜5月31日（金）まで
キャンペーン期間中に新規入会されたお客さま対象

お問い合わせ

新規入会後、2019年8月31日
（土）
までにショッピングで
5万円以上ご利用いただくか、携帯電話料金のカード払い
申込みをいただくと抽選で
「3人に1人」
に
お問い合わせ先

ダイレクトコールセンター（受付時間／平日9：00〜19：00）

0120-33-8654

UCギフトカード
5,000円分をプレゼント!

第三カードサービス株式会社［TEL］0598-51-6828
http://www.daisancard.co.jp/

［受付時間］平日9:00〜17:00

https://www.daisanbank.co.jp
第三銀行
2019年2月1日現在

なら、始めて便利! 使っておトク!
ATM

第三銀行で給与を受け取ると…

ご利用可能時間:最長24時間

（セブン銀行・イーネット・ローソン銀行・イオン銀行）

ご利用可能時間:最長7時〜23時
三重銀行ATMは8時〜21時

相互無料開放

その他

平日18時まで
……………………………無料
平日18時〜、土・日・祝日
…………………………108円

時間内時間……………108円
時間外時間……………216円

ご利用可能時間:最長24時間

365日

平日7時〜18時まで
平日7時まで、平日18時〜、土・日・祝日

0

！
円

108円
216円

給与振込指定で

便利な機能が利用いただけます
●硬貨入金
第三銀行店内ATMで平日18時までに限ります

●通帳繰越

●通帳磁気不良修復

※ATM手数料が無料になるのは初回給与振込日の翌月15日からとなります。

第三銀行のATMに限ります

対象

左記を除く都市銀行、信託銀行、
対象
地方銀行、第二地方銀行、
みずほ銀行、愛知銀行、中京銀行、 信用金庫、信用組合、農協(JA)、
漁協(JFマリン)、
ろうきん、
大垣共立銀行、百五銀行、
ゆうちょ銀行
三重県下JAバンク、
三重県内の信用金庫
※一部ご利用いただけない

※コンビニATM（セブン銀行・イーネット・ローソン銀行・イオン銀行）
の
利用件数の合算（お引出し・お預入れ）
となります。

第三銀行店内ATMに限ります

※時間外時間はATM設置銀行により
異なります。

※みずほ銀行、大垣共立銀行は、
平日8時〜8時45分を含みます。

1ヶ月に4回まで
手数料無料！

※振込手数料は別途必要となります。

※月曜日2時〜6時、
ハッピーマンデーの前日
（日曜）21時〜翌6時、
その他システムメンテナンスの際は、休止します。

その他金融機関ATM

コンビニATM

第三銀行ATM・三重銀行ATM

いつでも
利用手数料

セブン銀行・イーネット・ローソン銀行・
ゆうちょ銀行ATMは24時間利用可能です。

金融機関等がございます。

[ご留意事項]●給与振込は当行が給与振込と認識できるものに限ります。●当行で複数口座をお持ちの場合、給与振込口座のみを手数料無料の対象とさせていただく場合があリます。

33FG春のキャンペーンのご留意事項
表面に記載のA〜Eの賞品の中から各条件につき、
１つお選びいただき、下記のいずれかの方法にてご応募ください。

※Wチャンスについては、携帯電話番号をお届けいただいた方が対象となります。

以下の4つの方法があります。
応募方法に
ついて

電話

0120-33-8654

（受付時間／平日9：00〜19：00）

窓口

その他の
ご留意事項

下記応募用紙に記入して

0120-33-8675まで

FAX

スマホ・PCで

お近くの第三銀行の窓口まで

インターネット

当行HPもしくは
QRコードからアクセス

●抽選の対象となるには応募が必要です。
●賞品の抽選は2019年7月に行います。
当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
●キャンペーンの内容は、予告
なく変更する場合がございます。
〈A賞〜E賞共通〉
●賞品はお届けのご住所へ7月下旬以降にお送りします。
●長期不在・住所不明などにより賞品をお届けできない場合は、当
選を無効とさせていただく場合がございます。
〈Ａ賞について〉
●当選後、台湾コース、北海道コース、星野リゾートコース3箇所よりお好きなコースをお選びいただきます。台湾コース
は2名様1室・2泊朝食2回付・中部国際空港⇔台北空港往復航空券：北海道コースは2名様1室・2泊朝食2回付・中部国際空港⇔新千歳空港往復航空券・3日間レンタカー付
(Sクラス)：星野リゾートコースは2名様1室・1泊夕・朝食付・スパ(又はマッサージ)体験付。上記以外の費用はお客様のご負担となります。台湾コースは空港使用料・空港税・ 燃
油サーチャージ等別途諸税が必要です。
●ツアー詳細は、
ご当選通知でご案内させていただきます。
●旅行利用期間は2019年9月1日〜12月20日
（除外期間：金曜日、土曜日出
発）
を予定しております。●ご当選の権利はご本人のものとし、
当選者の権利譲渡・換金はできません。●お部屋が満室の場合は同等の別ホテルをご手配させて頂く場合がござ
います。
〈Wチャンスについて〉●スマートフォン向けの賞品となります。
スマートフォン以外の携帯電話をお使いの方は、正しく表示されない場合がございます。
スマートフォンへ転
送するなどしてお使いください。
●お届けいただいた携帯電話番号宛にSMS(ショートメッセージ)にてお送りします。
●賞品には有効期限がございます。
●都合により賞品が変更
となる場合がございます。
あらかじめご了承願います。
●本チラシをローソン店頭でご提示いただいても、
ローソン店頭ではご利用いただけません。
●本キャンペーンは第三銀行に
よる提供です。
本キャンペーンのお問い合わせはローソンではお受けしておりません。

UC第三カードフレッシャーズキャンペーンのご留意事項
キャンペーン期間中にUC第三カードに新規入会(一般カードからゴールドカードへの切替も含みます)いただいた方
●他のUCカードからの切替による入会は対象となりません。
●審査によりご入会をお断りさせていただく場合がございます。

入会について

対象取引に
ついて

【ショッピング利用】新規入会〜2019年8月31日(土)までにショッピングで累計5万円以上ご利用いただいた方
●キャッシング・ローン・ギフト券購入・年会費・各種手数料等は対象となりません。
●家族会員様のご利用分も対象となります。
【携帯電話のカード払い】入会申込みと同時に
「携帯電話料金UCカード支払い申込書」
によリ携帯電話料金のカード払い申込みをいただいた方
●NTTドコモ、
ソフトバンク、au以外の携帯電話は対象となりません。
●カード契約者と携帯電話契約者が異なる場合は手続きできません。

その他の
ご留意事項

●賞品は、2019年11月頃、
カードご登録の住所にお届けいたします。
●賞品発送時点で、
カードを退会またはお支払いの遅延等によりカードの利用を停止している場合は、対象となりません。
●本キャンペーンは第三カードサービス株式会社が実施するキャンペーンです。
●当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

FAX0120-33-8675

33FG春のキャンペーン 応募用紙
フリガナ

氏

お取引店

名

生年月日
携帯電話番号
キャンペーンを
知った経緯

口座番号（7桁）
□和暦

□西暦
年

（

月

）

□新聞・雑誌
□駅等のポスター

□テレビ・ラジオ
□営業担当者

□インターネット
□営業店窓口

日

希望景品

給与振込

UC第三カード

口座開設

対象のお取引毎に
賞品（A〜E）
を
選択してください。

□HP
□知人等の紹介

□DM・LINE
□その他
※切り取らずにFAXまたはお近くの第三銀行窓口までお持ちください。

