
 
 

ニュースリリース 平成22年 6月15日
 

 

｢お買い物なら JOYO CARD Plus！｣キャンペーンについて 

  

常陽銀行（頭取 鬼澤 邦夫）は、6 月 16 日から、「お買い物なら JOYO CARD Plus！」キャンペーンを実施

しますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 本キャンペーンでは、期間中、当行が発行するクレジットカードで合計 5 万円以上のショッピングを

ご利用いただいた個人のお客さまの中から、抽選で茨城県産品をプレゼントいたします。さらに、抽選に

外れた方にも、QUO(クオ)カードが当たるチャンスがあります。 

 なお、地域消費の活性化につなげるため、賞品には茨城県産品を採用しています。 

 当行は、お客さまのさまざまなニーズにお応えする商品・サービスの充実を図るとともに、地域の発展

に貢献する施策に、積極的に取り組んでまいります。 

 

記 

１．キャンペーンの名称 

 「お買い物なら JOYO CARD Plus！」 

 

２．キャンペーンの内容 

実施期間 6 月 16 日～9 月 15 日 

対象 

期間中に、当行が発行するクレジットカード「JOYO CARD Plus(DC・JCB)」で合計

5 万円以上のショッピングをご利用いただいた個人のお客さま 

（年会費、リボ・分割手数料、各種保険料、キャッシング利用分は対象外。 

 DC と JCB の合算は不可） 

応募方法 

応募手続きは不要。 

・ショッピングご利用金額合計額 5 万円（税込）を 1 口として抽選。 

・「リボ払い・分割払いのご利用」、または、「WEB 明細のご登録（*）」で抽選口数が

5 倍。 

・「リボ払い・分割払いのご利用」と「WEB 明細のご登録」の両方で抽選口数が 10

倍。 
*WEB 明細とは、毎月のご利用代金明細書の郵送を停止して、代わりに WEB サービスでご利用明

細をご確認いただくサービスです。 

茨城県産品（2,000 円相当）：300 名様 

【地醤油と地元調味料詰合せ、常陸大黒蒸し羊羹と大黒豆ろーるのセット、芋食

（甘納豆）、香楽美祖（からみそ）、お米で作ったカレールゥ、三年梅の 6 品か

ら 1 品を選択】 
賞品 

上記抽選に

外れた場合 

【JCB 賞】内田篤人選手オリジナルQUO カード(500円)：1,000名様 
※対象カード：JOYO CARD Plus（JCB） 

賞品の 

発送 

茨城県産品は平成 22 年 8 月から 10 月まで毎月 100 名様に発送 

QUO カードは平成 22 年 10 月中旬頃の発送を予定 

以 上 
 

 

 



ベストパートナーバンク
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詳しくは、　　 の窓口、または常陽ハローセンターまで
お気軽に
お問い合わせください。

受付時間　平日／9：00～20：00　土曜日／10：00～16：00　※ただし、日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間中を除く

������������

プレゼントの詳細は裏面をご覧ください
※当選された場合は、6品の中から1品をお選びいただきます。
※賞品写真は実際の賞品とは異なることがございますので、あらかじめご了承ください。

使って
おトク

！

当たっ
て

おいし
い！
お買い物なら

キャンペーン

期間中、����� ����� ����（クレジットカード）をショッピン
グでご利用いただくと、ご利用合計金額������円（税込）を
1口として、抽選で賞品をプレゼント！

応募
不要

JCB賞
��������������（JCB）をご
利用の方の中から、抽選で�����名
にオリジナル���カード���円分
をプレゼント!
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プラス

WEB明細とは
郵送でのご利用代金明細書の代わりにＥメールで毎月のご利用明細確定の旨をお知らせします。
ＷＥＢサービスでご利用明細をご確認いただけるとってもエコなサービスです。

お米で作ったカレールゥ
（カレールゥ7皿分×4個、レトルトカレー6食分）
東京フード（株）【坂東市】

�

地醤油と地元調味料詰合せ
（株）大橋醤油店【古河市】� � 芋食 〈甘納豆〉

（株）つかもと【龍ケ崎市】�

香楽美祖 〈からみそ〉
（有）鶴屋【笠間市】� 三年梅

（株）吉田屋【大洗町】�

キャンペーン期間：平成��年�月��日水－�月��日水

常陸大黒蒸し羊羹と
大黒豆ろーるのセット
大子製菓協業組合【大子町】

!

茨城県産品茨城県産品
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※賞品の発送時期

平成22年8月上旬～
平成22年10月上旬予定（毎月100名） 平成22年10月中旬予定

茨城県産品 JOYO CARD Plus JCB賞

○カードの入会に際しましては、所定の審査がありますのであらかじめご了承ください。
○カードの発行手続きに関し、お勤め先またはご自宅へ連絡させていただく場合があります
　のでご了承ください。
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地醤油と地元調味料詰合せ （株）大橋醤油店【古河市】

か　ら　み　そ

�
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� 芋食 〈甘納豆〉（株）つかもと【龍ケ崎市】

�� 香楽美祖 （有）鶴屋【笠間市】 三年梅 （株）吉田屋【大洗町】

栽培履歴管理のしっかりした茨
城県産のさつま芋を使用し、砂
糖および食品添加物は一切使
用しておりません。相模女子大
学とのコラボレーション商品で、
ネーミングやキャラクター等も
学生の考案です。すっきりとし
た甘さの中に、さつま芋の風味
が残る食べやすい甘納豆です。

※キャンペーン対象となるカード：JOYO CARD Plusなど、常陽銀行が発行するクレジットカード。
※ご利用金額には、家族カード、ETCカード、クイックペイ（JCBのみ）のご利用分が合算されますが、
　JCBとDCのご利用金額は合算されません。
※賞品の発送時期にJOYO CARD Plusを退会されている場合は、本キャンペーンの対象となり
　ません。
※年会費、リボ・分割手数料、各種保険料、キャッシング（1回払い・リボ払い）などは対象となりません。
※期間中のご利用金額を自動集計しますのでご応募の必要はありません。
※JCBおよび三菱UFJニコスが同時期に実施する他のキャンペーンと重複しての当選はございません。
※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。（当行に登録の住所にお送りいたします。）
　なお、賞品の発送時期は変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

レジでは、スッとらくらく
お支払い。おつりや小
銭のやり取りがなくて、
とても便利。

インターネット上でカード番号を入力す
ることで、振込の手間などを省けて便利
に購入できます。

スーパーやお気に入りの
お店で小銭いらず！

ガソリンスタンドや高速道路
でもスピーディーにお支払！

オンライン通販は
カードが便利！

クルマでお出かけのときも、クレジットカー
ドならとっても便利。ガソリンスタンドでの
給油や洗車をはじめ、高
速道路利用料金にも
使えます。もちろん
ETCも使えます。

※賞品写真は実際の賞品とは異なることがございますので、あらかじめご了承ください。　※JOYO CARD Plus JCB賞の賞品内容については表面をご覧ください。

主原料に国内産のお米を使い、
和風テイストの手作り感たっぷ
りの美味しいカレールゥを作り
上げました。小麦粉の代わりに
米粉を使い、化学調味料は使
用しておりません。植物素材
のみ使用した、すっきりとした
味わいで、ご年配の方でも、胃
もたれ感なく食べられます。

梅の最高品質『南高梅』を、一
粒ごとに丹精をこめて漬け込み、
天日でじっくりと干しあげました。
三年梅はその梅干を三年間熟
成させ、こだわりをもって使用
しております。梅本来の味を損
なうことなく酸味を抑え、塩分
を少なく（約10％)して、風味
よく作り上げた絶品です。

当店で一番人気の「からみそ」
です。特に夏場は、数量限定販
売をしています。食欲がない
この季節におかず不要で、ご飯
だけあれば何杯でもいただけ
ます。またお中元・お盆のお土
産品としても大変喜ばれてい
ます。ぜひ一度ご賞味ください
ませ！

キャンペーン期間：平成��年�月��日水－�月��日水

県内の大豆と小麦だけで3年
間じっくり仕込んだ「昔しょう
ゆ」、筑波山麓限産の「福来（ふ
くれ）みかん」果汁をたっぷり
使った「福来みかんぽん酢」の
ほか、「焼肉のたれ」「らっきょ
のたまり漬け」のセットです。
地元茨城県の味わいをぜひご
賞味ください。

茨城県オリジナル品種の花豆、
「常陸大黒（ひたちおおぐろ）」
をたっぷり使用した「常陸大黒
蒸し羊羹」と「大黒豆ろーる」
です。希少価値が高い常陸大
黒をたっぷり使用し、風味豊か
に仕上げた品々は、大切なお
客様のおもてなしやお茶のお
供にも最適です。

大子製菓協業組合【大子町】
常陸大黒蒸し羊羹と
大黒豆ろーるのセット

東京フード（株）【坂東市】
お米で作ったカレールゥ
（カレールゥ7皿分×4個、レトルトカレー6食分）

クレジットカードは様々な
シーンで利用できます！
ドンドン利用して素敵な賞品を当てよう！

これまでの
県産品キャンペーンで

当選された

お客様の声

これまで

�����名が
当選！

◎茨城県産品と言ってもなかなか食べる機会がないので、当選してとても嬉しいです。　
　（48歳 男性）
◎とても嬉しいです。茨城にも色々な特産品があるんだなと驚きました。（22歳 女性）
◎JOYO CARD Plusにはたくさんのキャンペーンがあり、とても得した気分になります。
　（42歳 男性）

使えば使うほど当たる確率が高くなります！

使っておトク！当たっておいしい！
お買い物なら

キャンペーン
!


