
２０２１年１０月１日 

各 位 

「ＯＫＢ証券開業２周年記念キャンペーン」の実施 

 

株式会社 大垣共立銀行 

ＯＫＢ証券 株式会社 

 

大垣共立銀行（頭取 境 敏幸）とＯＫＢ証券（社長 青木 栄治）は１０月１日（金）から、

「ＯＫＢ証券開業２周年記念キャンペーン」を下記のとおり実施します。 

ＯＫＢ大垣共立銀行とＯＫＢ証券は連携して、これからもお客さまのお役に立てるよう魅力ある

サービスをお届けしてまいります。 

記 

■「ＯＫＢ証券開業２周年記念キャンペーン」概要 

実施期間 ２０２1 年１０月１日（金）～２０２１年１１月３０日（火） 

対 象 者 個人のお客さま、法人のお客さま 

プレゼント（総付） “もれなく JCB ギフトカードプレゼント” 

 取引口座 大垣共立銀行 ＯＫＢ証券 

 取引チャネル スーパーOK ダイレクト オンライントレード 金融商品仲介取引 

 対象商品 投資信託 投資信託 公募仕組債 

 対象取引 購 入 購 入 

 
対象金額 

大垣共立銀行で投資信託の取引

金額の合計が 100 万円以上 

ＯＫＢ証券で投資信託・公募仕組債の取引金額

の合計が 100 万円以上 

 

プレゼント内容 

各社の対象取引金額合計 100 万円ごとにギフトカード 1,000 円分を贈呈 

※ 贈呈金額は、大垣共立銀行、OKB 証券それぞれ 50,000 円分（グループ 

合計 100,000 円分）が上限となります 

※ 大垣共立銀行と OKB 証券で購入した取引金額は合算しません 

特典１（総付） “新規取引もれなくプレゼント”  

 総付の対象 “もれなく JCB ギフトカードプレゼント”の対象取引が新規取引のお客さま 

 プレゼント内容 ギフトカード 1,000 円分を贈呈 

特典２（抽選） “新規取引抽選プレゼント”  

 抽選の対象 
 “新規取引もれなくプレゼント”（特典１）の対象取引において、口座別・ 

商品別の取引合計金額 100 万円ごとに抽選権を 1 口付与します 

 プレゼント内容 
抽選で 50 名さまに「飛騨牛ビーフカレーセット」（6,000 円相当）を贈呈 

※ 当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます 

・詳細は別紙専用チラシをご参照ください 

以 上 

 

 

 



＜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＞ 

 

・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

の運用による損失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、当該商品の最新の交付目論見書などに  

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。 

 

 

株式会社大垣共立銀行 岐阜県大垣市郭町三丁目９８番地 

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 

 

ＯＫＢ証券株式会社 岐阜県大垣市郭町二丁目２５番地 

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 

 

以 上 
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・詳しくは裏面をご覧ください

期間

対象取引で
JCBギフトカード
（最大10万円分）
プレゼント！！

対象取引で
JCBギフトカード
（最大10万円分）
プレゼント！！

OKBグループ

キャンペーン
OKB証券開業 ！周年記念

もれなく

「飛騨牛ビーフ
カレーセット」
プレゼント!!
（6,000円相当）

「飛騨牛ビーフ
カレーセット」
プレゼント!!
（6,000円相当）

新規取引※なら
※新規取引の要件は裏面の［特典１］をご覧ください

2つの特典!!

ギフトカード

さらに

特典1特典1 もれなくもれなく

特典2特典2 抽選で抽選で

JCBギフトカード
1,000円分プレゼント！！
JCBギフトカード
1,000円分プレゼント！！
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●本キャンペーンは個人・法人のお客さまを対象とし、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）は、大垣共立銀行とOKB証券のいずれでも同じ商品が購入できます　●本キャンペーンの対象取引金額は、各証券口座（大
垣共立銀行・OKB証券）ごとの金額です（大垣共立銀行とOKB証券において購入された投資信託の取引金額は合算しません）
●本キャンペーンの対象は、キャンペーン最終日までに投資信託・公募仕組債の申し込みがあり後日約定が成立した取引に限ります
●対象となる取引金額は、申込手数料を含めた金額です　●本キャンペーンは予告なく変更・中止・延期することがあります

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

22OKB証券開業 周年記念キャンペーン！！
キャンペーン期間：2021年10月1日（金）～11月30日（火）

・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証券口座や取引方法を選ぶことが
できます。証券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失はお客さまに
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
交付目論見書などにより、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は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

本キャンペーンに関するご注意事項

取 引 口 座

対象チャネル

対 象 商 品
対 象 取 引

大垣共立銀行
対 象 者 個人・法人のお客さま

OKB証券

スーパーOKダイレクト

投資信託（注）

対 象 金 額

プ レ ゼント
合計取引金額100万円ごとにJCBギフトカード1,000円分をプレゼント！！
・プレゼントは各証券口座（大垣共立銀行・OKB証券）ごとに50,000円分を上限とします（最大100,000円分）
・大垣共立銀行とOKB証券で購入した取引金額は合算しません
・プレゼントは2021年12月下旬に発送します

上記の対象取引が「新規取引」の場合

もれなく「JCBギフトカード1,000円分」を
プレゼント！！

さらに新規取引なら2つの特典!!

お問い合わせは、お取引店または下記まで

四方八方 みんな よし

・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

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
ダイヤルサービスセンター 平日9：00～17：000120-888823 平日9：00～17：00コールセンター 0120-483744
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

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

受付時間 受付時間

購　入

オンライントレード

公募仕組債 投資信託（注）

OKB証券で投資信託・公募仕組債の合計取引金額が100万円以上

金融商品仲介取引
大垣共立銀行
取扱店窓口取引（                   ）

大垣共立銀行で投資信託の合計取引金額が100万円以上

・【新規取引】とは、2021年9月30日時点で証券口座内に残高※が
ないお客さま、または2021年10月1日以降に証券口座を開設された
お客さまによるキャンペーン期間中の対象取引を新規取引とみなします
・プレゼントは2021年12月下旬に発送します
※OKB証券の残高には「金銭残高」を含みます

（注）申込手数料が無料の取引、定時定額購入サービス、つみたてNISAによる取引を除きます

・お取引の証券口座（大垣共立銀行・OKB証券）ごとに合計取引金額
100万円につき抽選権を1口付与します（大垣共立銀行・OKB証券の
取引金額は合算しません）　・抽選権の口数に上限はありません
・当選された方には2021年12月下旬に賞品を発送します　・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

抽選で50名さまに「飛騨牛ビーフカレーセット」
（6,000円相当）をプレゼント！！

ギフトカー
ド
ギフトカー

ド
ギフトカー

ド
ギフトカー

ド
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ギフトカード

特典1

“もれなくJCBギフトカードプレゼント”

“新規取引 
抽選プレゼント”

“新規取引 
もれなくプレゼント”

特典2

特典１の対象者のなかから
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