
２０２０年１０月１日 

各 位 

株式会社 大垣共立銀行 

ＯＫＢ証券 株式会社 

 

 

「ＯＫＢ証券開業１周年記念キャンペーン」の実施 
 

 

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（木）から、

「ＯＫＢ証券開業１周年記念キャンペーン」を下記の通り実施します。 

本キャンペーンはコロナ禍による“新しい生活様式”を踏まえ、非対面チャネル取引を対象と 

したものです。ＯＫＢ大垣共立銀行の“スーパーＯＫダイレクト（※１）”やＯＫＢ証券の“オン  

ライントレード”で、投資信託などのお取引をしていただいた方に「ＱＵＯカード」をプレゼントし

ます。また抽選で３０名さまに、カタログギフト「ＴＨＥ ＯＫＢ Ｃａｒｄ ｃｈｏｉｃｅ（※２）」

３０,０００円相当をプレゼントします。 
 

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。 

 

（※１）ＯＫＢのインターネットバンキングです。残高や入出金明細、振込、資産運用などの豊富な機能があり、お申

し込みは無料です 

（※２）ＯＫＢブランド商品など、東海地方のこだわりの地域産品がもらえるカタログギフト（大垣正和サービス 

株式会社が提供するサービスです） 

 

記 

 

■「ＯＫＢ証券開業１周年記念キャンペーン」概要 

期 間 ２０２０年１０月１日（木）～１１月３０日（月） 

対 象 個人のお客さま、法人のお客さま 

内 容 

特典① 
 

ＯＫＢ大垣共立銀行のスーパーＯＫダイレクト、ＯＫＢ証券のオンライントレード

での対象取引で、一定の金額以上をお取引いただいた方に“もれなく”ＱＵＯ  

カードプレゼント 

特典② 
 

特典①の対象となる方のなかから“抽選で”３０名さまにカタログギフト「ＴＨＥ 

ＯＫＢ Ｃａｒｄ ｃｈｏｉｃｅ」３０,０００円相当をプレゼント 
 

・詳細は別紙をご参照ください 

 

 

 



 

■「ＯＫＢ証券開業１周年記念キャンペーン」概要 

実 施 期 間 ２０２０年１０月１日（木）～１１月３０日（月） 

対 象 者 個人のお客さま、法人のお客さま 

特 典 ① “もれなく”プレゼント 

 取引口座 ＯＫＢ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 

 対象商品 投資信託 投資信託 国内株式・米国株式 

 対象取引 購入 購入 購入・売却 

 
対象金額 

大垣共立銀行とＯＫＢ証券で対象取引の合算金額

１００万円以上 

対象取引の合算金額１００

万円以上 

 内 容 
取引金額１００万円ごとにＱＵＯカード１，０００

円分をプレゼント（最大５０，０００円分） 

取引金額１００万円ごとに
ＱＵＯカード５００円分を
プレゼント（最大２５，０００

円分） 

特 典 ② “抽選”でプレゼント 

 

抽選の対象 

特典①の対象取引（投資信託/国内・米国株式）の各合計取引金額１００万円 

ごとに抽選権を１口付与します 

・抽選権の口数上限は５０口です 

内 容 
“抽選”で３０名さまにカタログギフト「ＴＨＥ ＯＫＢ Ｃａｒｄ ｃｈｏｉｃｅ」

３０，０００円相当をプレゼント 

備  考 

・国内株式にはＥＴＦ・ＥＴＮ・ＲＥＩＴを含みます 

・投資信託の対象取引は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によるお取引を除きます 

・対象取引金額には取引コストを含めます 

・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 

・個人のお客さまの投資信託取引のうち「ニュータウン支店移転記念キャン

ペーン〔２０２０年９月２３日（水）～１１月３０日（月）〕」の対象となるお取引は、

本キャンペーンの対象外です 

・プレゼントの提供時期は２０２０年１２月末頃となります 

以 上 

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 

別 紙 



 

 

投資にかかる手数料およびリスクについて 

 

１．ＯＫＢ証券（以下、「当社」といいます。）で取扱う商品は預金ではなく、   

預金保険制度の対象ではありません。また、当社が元本を保証するものでは 

ありません。 

 

２．当社で取扱う商品は金利・為替・株式市場等の変動や有価証券の発行者の

業務または財産の状況の変化等により価格が下落し、損失が生じるおそれが

あります。また、お取引による損益はお客さまご自身に帰属します。お取引

は、お客さまご自身の責任と判断で行っていただきますようお願いします。 

 

３．当社で取扱う商品のお取引は、クーリングオフの対象ではありません。 

 

４．当社で取扱う商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等（国内株式

取引（単元未満株式の取引を除きます。）の場合は約定代金に対して最大

0.33％［税込］・最低 330 円［税込］の売買手数料、投資信託の場合は銘柄  

ごとに設定された購入時手数料（換金時手数料）および運用管理費用（信託

報酬）等の諸経費）をご負担いただく場合があります。お客さまにご負担  

していただく手数料等の合計額は、購入金額や保有期間等によって異なり 

ますので、表示することができません。また、債券を当社との相対取引に  

よりご購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 

 

５．商品ごとに手数料およびリスクが異なりますので、当該商品の契約締結前

交付書面、目論見書等をよくお読みください。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

商号等 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 
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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。本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をご購入いただけます。
●本キャンペーン期間中の投資信託／国内株式（ＥＴＦ・ETN・ＲＥＩＴ
などを含みます）・米国株式の対象取引金額（約定が確定した取引）を
合算した額を、本キャンペーンの対象取引金額とします。
●個人のお客さまの投資信託取引のうち「ニュータウン支店移転記念
キャンペーン」［2020年9月23日（水）～11月30日（月）］の対象となる
お取引は、本キャンペーンの対象外となります。

●本キャンペーンの対象取引は、投資信託は本キャンペーン最終日15時
までのお申し込み、国内株式・米国株式は本キャンペーン最終日までの
約定取引（米国株式は米国における11月30日の約定取引）とします。
●対象となる取引金額は、投資信託の場合はお申込手数料など、国内
株式・米国株式の場合は売買手数料などの取引コストを含めた金額と
します。米国株式を外貨決済で売買された場合は、大垣共立銀行が
公表する約定日の米ドルの「ＴＴＭ」により受渡金額を円換算した
金額とします。

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

ＯＫＢ証券開業1周年記念キャンペーン！！
キャンペーン期間：2020年10月1日（木）～11月30日（月）

・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。

本キャンペーンに関するご注意事項

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

取 引 口 座
対象チャネル
対 象 商 品
対 象 取 引

プレゼントの提供時期

大垣共立銀行 ＯＫＢ証券
スーパーＯＫダイレクト オンライントレード
投資信託（注） 投資信託（注）

購　入

2020年12月末頃

国内株式・米国株式
購入・売却

対 象 金 額 大垣共立銀行とＯＫＢ証券で投資信託の
対象取引合算金額が100万円以上

ＯＫＢ証券で国内株式・米国株式の
対象取引合算金額が100万円以上

プ レ ゼント
取引金額１００万円ごとに

ＱＵＯカード1,000円分をプレゼント！！
・プレゼントは合計50,000円分を上限とします

取引金額１００万円ごとに
ＱＵＯカード500円分をプレゼント！！
・プレゼントは合計25,000円分を上限とします

購　入

“もれなく”ＱＵＯカードをプレゼント

“抽選”で「ＴＨＥ ＯＫＢ Ｃａｒｄ ｃｈｏｉｃｅ」をプレゼント

QUO
CARD

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

３万円相当

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

当選者の発表

抽選の対象 投資信託と国内株式・米国株式それぞれの合計取引金額
100万円ごとに抽選権を1口付与します ・抽選権は50口を上限とします

プ レ ゼント “抽選” で３０名さまにカタログギフト
「ＴＨＥ ＯＫＢ Ｃａｒｄ ｃｈｏｉｃｅ」（３万円相当）をプレゼント！！

商品の発送をもってかえさせていただきます

プレゼントの提供時期 2020年12月末頃
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