
１０月７日（月）にＯＫＢグループの証券会社としてＯＫＢ証券が開業します。ＯＫＢグループは銀行と証券のコラボレーションで
新たな商品・サービスをお届けします。お取引に応じて魅力ある商品をプレゼントする開業記念キャンペーンも実施します。
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パディントン™タイムズはOKB大垣共立銀行が編集・発行している新聞です。
TM

TM 発　行/OKB 大垣共立銀行
発行日/2019年9月27日

OKB証券
開業記念号

サービス番号 1  1
受付時間／平日9：00～21：00  土・日・祝休日9：00～17：00

商品やサービスに関するダイヤル窓口です。お気軽にどうぞ。
ダイヤルサービスセンター ホームページアドレス https://www.okb.co.jp

詳しくは中面をご覧ください

OKB証券
開業記念 え べるら キャンペーン 対象期間
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環境にやさしいステンレス製環境にやさしいステンレス製

OKBオリジナルエコストロー

「ＴＨＥ ＯＫＢ Ｃａｒｄ cｈｏｉｃｅ」

プレゼント!!

こだわりの地域産品がもらえるカタログギフト

プレゼント!!

　期間中にＯＫＢ証券で証券口座を開設の方にエコストローを、大垣共立銀行またはＯＫＢ証券で対象商品をご購入（所定
金額以上）の方にこだわりの地域産品と交換できるカタログギフトをプレゼントします。

ＯＫＢ証券開業記念  えらべるキャンペーン！
　銀行と証券のコラボレーションで証券会社の商品・サービスを便利に！お得に！お届けします。ＯＫＢ証券ホームページ・
大垣共立銀行店舗で、ぜひご利用ください。

ライフスタイルにあった資産づくりをお手伝い！

スマホ
でも！

パソコン
でも！ もちろん

OKBの
窓口で

も！

こちらから つながります！ こちらから つながります！ 
大垣共立銀行

（本店、支店、名駅出張所）https://www.okb-sec.co.jp
（10月7日開設予定）

（10月7日開設予定）

まずは あとは

さらに

もれなく

個人の方はＯＫＢ証券ホームページ
から証券口座の開設が可能です。受付
後にＯＫＢ証券から必要書類を郵送し
ますのでご返送ください。法人の方は
大垣共立銀行の店舗でお申し込みください。

大垣共立銀行の預金口座からお客
さまの証券口座に即時に振替入金
され、手数料も不要です。

大垣共立銀行でのお取引と同様に
OKB証券での投資信託の新規ご購入
時の金額、および投資信託・公共債の
毎月の残高に応じて大垣共立銀行の
ポイント制プログラム「サンクスポイ
ント・プレゼント」のサンクスポイント
をお付けします。

大垣共立銀行でのお取引と同様にOKB
証券での投資信託の新規ご購入時には
お申込手数料の50％をキャッシュバック
（月間上限１万円）
します。詳しくは
専用リーフレット
をご覧ください。

証券口座の開設
３６５日　お申し込みＯＫ！

証券口座の開設手続きが完了しまし
たら、ＯＫＢ証券ホームページでのお取引
に必要となるＩＤをＯＫＢ証券から
郵送します。専用画面にログインして
お取引ください。

オンライントレード
ホームページでログインすればＯＫ！

大垣共立銀行の店舗でもＯＫＢ証券の
証券口座でのお取引が可能です。大垣
共立銀行の社員がタブレットを使って
窓口での対面取引でお応えします。

ＯＫＢ店舗での窓口取引
フェイスｔｏフェイスで安心！

いつでもつながる！

便利でお得！
証券口座の指定預金口座が大垣共立銀行の方なら大垣共立銀行のお客さまなら

インターネット取引をお好みの方はこちら！ 窓口取引をお好みの方はこちら！

購入代金の入金手数料不要！

タイプＡ タイプ B タイプ C

ＯＫＢ証券に証券を移管した際にお客さまが移管元会社に支払われた移管手数料を
ＯＫＢ証券が全額負担します

移管手数料を
全額負担します！

スーパーゴールド総合口座なら！サンクスポイントが付く！

投資信託お申込手数料

５０％キャッシュバック！
口座から

即時に振替入金
OKB証券の証券口座を開設する際、申込
書に住所やお名前の記入が不要です。

証券口座の開設が簡単・便利！

大垣共立銀行の社員が

タブレットで受付 投資信託・公共債
の取引でもらえる

ＯＫＢのスーパーゴールド総合口座をぜひご指定ください！

移管の方大歓迎！

ＯＫＢ証券で証券口座を開設の方に

大垣共立銀行またはＯＫＢ証券で対象商品をご購入（所定金額以上）の方に

プレゼントの方法

大垣共立銀行

投資信託 個人向け国債

ご購入金額に応じて３タイプ

５００万円以上 １，０００万円以上 ３，０００万円以上

タイプＡ
（５,０００円相当）

タイプＢ
（１万円相当）

タイプＣ
（３万円相当）

投資信託 個人向け国債 外国債券 仕組債

ＯＫＢ証券大垣共立銀行 ＯＫＢ証券取引口座

対象商品

プレゼント

購入金額

それぞれ１０商品の中から選べます。この機会にぜひ、ＯＫＢでお取引ください！

「ＴＨＥ ＯＫＢ Ｃａｒｄ cｈｏｉｃｅ」をご紹介します！

ＯＫＢ証券ホームページ

スマホの方はこちら

え べるら つ がるな

収納袋
洗浄ブラシ付
収納袋
洗浄ブラシ付

  また

・スーパーゴールド総合口座のご利用には口座管理手数料年間5,000円（消費税別）が必要です

・時価総額10万円以上の移管を対象とします

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

20190826KH_パディントンタイムズ号外Vol.88_P2-3.pdf   3   2019/09/19   16:52



環境にやさしいステンレス製環境にやさしいステンレス製

OKBオリジナルエコストロー

「ＴＨＥ ＯＫＢ Ｃａｒｄ cｈｏｉｃｅ」

プレゼント!!

こだわりの地域産品がもらえるカタログギフト

プレゼント!!

　期間中にＯＫＢ証券で証券口座を開設の方にエコストローを、大垣共立銀行またはＯＫＢ証券で対象商品をご購入（所定
金額以上）の方にこだわりの地域産品と交換できるカタログギフトをプレゼントします。

ＯＫＢ証券開業記念  えらべるキャンペーン！
　銀行と証券のコラボレーションで証券会社の商品・サービスを便利に！お得に！お届けします。ＯＫＢ証券ホームページ・
大垣共立銀行店舗で、ぜひご利用ください。

ライフスタイルにあった資産づくりをお手伝い！

スマホ
でも！

パソコン
でも！ もちろん

OKBの
窓口で

も！

こちらから つながります！ こちらから つながります！ 
大垣共立銀行

（本店、支店、名駅出張所）https://www.okb-sec.co.jp
（10月7日開設予定）

（10月7日開設予定）

まずは あとは

さらに

もれなく

個人の方はＯＫＢ証券ホームページ
から証券口座の開設が可能です。受付
後にＯＫＢ証券から必要書類を郵送し
ますのでご返送ください。法人の方は
大垣共立銀行の店舗でお申し込みください。

大垣共立銀行の預金口座からお客
さまの証券口座に即時に振替入金
され、手数料も不要です。

大垣共立銀行でのお取引と同様に
OKB証券での投資信託の新規ご購入
時の金額、および投資信託・公共債の
毎月の残高に応じて大垣共立銀行の
ポイント制プログラム「サンクスポイ
ント・プレゼント」のサンクスポイント
をお付けします。

大垣共立銀行でのお取引と同様にOKB
証券での投資信託の新規ご購入時には
お申込手数料の50％をキャッシュバック
（月間上限１万円）
します。詳しくは
専用リーフレット
をご覧ください。

証券口座の開設
３６５日　お申し込みＯＫ！

証券口座の開設手続きが完了しまし
たら、ＯＫＢ証券ホームページでのお取引
に必要となるＩＤをＯＫＢ証券から
郵送します。専用画面にログインして
お取引ください。

オンライントレード
ホームページでログインすればＯＫ！

大垣共立銀行の店舗でもＯＫＢ証券の
証券口座でのお取引が可能です。大垣
共立銀行の社員がタブレットを使って
窓口での対面取引でお応えします。

ＯＫＢ店舗での窓口取引
フェイスｔｏフェイスで安心！

いつでもつながる！

便利でお得！
証券口座の指定預金口座が大垣共立銀行の方なら大垣共立銀行のお客さまなら

インターネット取引をお好みの方はこちら！ 窓口取引をお好みの方はこちら！

購入代金の入金手数料不要！

タイプＡ タイプ B タイプ C

ＯＫＢ証券に証券を移管した際にお客さまが移管元会社に支払われた移管手数料を
ＯＫＢ証券が全額負担します

移管手数料を
全額負担します！

スーパーゴールド総合口座なら！サンクスポイントが付く！

投資信託お申込手数料

５０％キャッシュバック！
口座から

即時に振替入金
OKB証券の証券口座を開設する際、申込
書に住所やお名前の記入が不要です。

証券口座の開設が簡単・便利！

大垣共立銀行の社員が

タブレットで受付 投資信託・公共債
の取引でもらえる

ＯＫＢのスーパーゴールド総合口座をぜひご指定ください！

移管の方大歓迎！

ＯＫＢ証券で証券口座を開設の方に

大垣共立銀行またはＯＫＢ証券で対象商品をご購入（所定金額以上）の方に

プレゼントの方法

大垣共立銀行

投資信託 個人向け国債

ご購入金額に応じて３タイプ

５００万円以上 １，０００万円以上 ３，０００万円以上

タイプＡ
（５,０００円相当）

タイプＢ
（１万円相当）

タイプＣ
（３万円相当）

投資信託 個人向け国債 外国債券 仕組債

ＯＫＢ証券大垣共立銀行 ＯＫＢ証券取引口座

対象商品

プレゼント

購入金額

それぞれ１０商品の中から選べます。この機会にぜひ、ＯＫＢでお取引ください！

「ＴＨＥ ＯＫＢ Ｃａｒｄ cｈｏｉｃｅ」をご紹介します！

ＯＫＢ証券ホームページ

スマホの方はこちら

え べるら つ がるな

収納袋
洗浄ブラシ付
収納袋
洗浄ブラシ付

  また

・スーパーゴールド総合口座のご利用には口座管理手数料年間5,000円（消費税別）が必要です

・時価総額10万円以上の移管を対象とします

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

20190826KH_パディントンタイムズ号外Vol.88_P2-3.pdf   3   2019/09/19   16:52



●金融商品仲介とは、大垣共立銀行がお客さまとＯＫＢ証券を仲介して、金融商品の取引口座開設のお申し込みならびに注文などを媒介するものです。

●本キャンペーンは、「大垣共立銀行の証券口座における大垣共立銀行の金融商品取引」、「ＯＫＢ証券の証券口座における大垣共立銀行の金融商品仲介取引」、
「ＯＫＢ証券の証券口座におけるＯＫＢ証券の金融商品取引」が対象となり、お客さまがご希望により取引口座や取引方法を選ぶことができます。取引口座や取引
方法によって取り扱いしていない金融商品がありますのでご注意ください。

●本キャンペーン対象金融商品（以下「対象金融商品」）は、預金ではなく預金保険の対象ではありません。また、大垣共立銀行およびＯＫＢ証券が投資元本・利回り・
配当を保証するものでもありません。

●対象金融商品は、金利・為替・株式市場などの変動や、有価証券の発行者の信用状況または財産状況の変化などにより価格が下落し、損失が生じることがあります。
また、対象金融商品の運用による損益はお客さまに帰属します。

●対象金融商品のお取引を検討いただくにあたっては、当該商品の最新の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料などにより、商品内容やリスク
について十分ご理解ください。
　また、対象金融商品のお取引にあたっては、商品ごとに所定の手数料などをご負担いただく場合がありますが、商品や申込金額、保有期間などに応じて異なり
ますので、あわせてご確認ください。

●対象金融商品をご購入いただくかどうかが大垣共立銀行におけるお客さまとの他の取引に影響を与えることはありません。

●本キャンペーンは個人・法人のお客さまを対象とし、ＯＫＢグループの大垣共立銀行とＯＫＢ証券が合同で実施するものです。キャンペーン対象商品のうち、投資
信託（ＯＫＢ証券専用商品を除く）と個人向け国債は大垣共立銀行とＯＫＢ証券のいずれでも同じ商品をご購入いただけます。

●キャンペーン対象となる口座開設は、キャンペーン最終日までに①銀行の窓口で受付したお申し込み、または②ＯＫＢ証券に郵送で到着したお申し込みまでとします。

●キャンペーン対象商品のご購入は、キャンペーン最終日までのお申し込みとします（個人向け国債・外国債券・仕組債はお取引が確定したものに限ります）。

●キャンペーン対象商品のご購入金額は次のとおりとします。
　①月単位で各月初から月末までにお申し込みいただいた対象商品の購入金額を合算して、本キャンペーンの購入金額とします。
　②対象商品の購入金額は約定が確定したお申し込みのみを対象とします。
　③投資信託・外国債券・仕組債はお申し込み・為替手数料などを含めた金額とします。
　④外貨建商品を外貨決済でご購入の場合は、大垣共立銀行が公表するお申し込み日の該当通貨の「ＴＴＭ」により外貨の受渡金額を円換算した金額とします。

●プレゼントは原則、直接お客さまにお渡しします。

●THE OKB Card choiceは、応募状況により、キャンペーン期間中でもプレゼント対象商品が終了となる場合があります。

お問い合わせは、お取引店または下記まで

商号：株式会社 大垣共立銀行
登録金融機関  東海財務局長（登金）第３号
加入協会：日本証券業協会、（一社）金融先物取引業協会

ダイヤルサービスセンター　0120-888823
受付時間／平日９：００～１７：００
音声ガイダンスが流れましたら、サービス番号 1 3 を押してください

商号：OKB証券 株式会社
金融商品取引業者  東海財務局長（金商）第191号
加入協会：日本証券業協会

コールセンター　0120-483744
受付時間／平日９：００～１７：００

本キャンペーンの対象となる金融商品に関するご注意事項

キャンペーンに関するご注意事項

　今年４月の銀行本体での信託業務参入ならびに今年
10 月のＯＫＢ証券の開業により、お客さまの多様な資産
運用、資産承継・相続対策ニーズに迅速かつ幅広くお応
えするためのグループ体制が整いました。信託では、円満
かつ円滑な相続を実現するための遺言書の作成、保管・
管理から相続発生時の遺言執行までのトータルサポート
などを、またＯＫＢ証券では、株式や債券など、多様かつ
専門性の高い金融商品・サービスをお届けします。

証 券 信 託

銀 行

OKB証券（2019年10月開業） 2019年4月参入

OKB
総合金融サービス

YouTube OKB公式チャンネル

サービス概要はこちら！

OKB相続サポート

四方八方 みんな よし

OKBは銀行・証券・信託の
総合金融サービスをお届けします

銀 信！証

・平日とは祝休日（祝日、振替休日、国民の休日、1月２日、1月３日、12月31日）を除く月曜日～金曜日をいいます


