
 
 

ニュースリリース 平成22年11月15日
 

 

「JOYO CARD Plus で冬もハッピー！｣キャンペーンについて 

  

常陽銀行（頭取 鬼澤 邦夫）は、11 月 16 日から、「JOYO CARD Plus で冬もハッピー！」キャンペーン

を実施しますので、下記のとおりご案内いたします。 

 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、JCB OkiDoki ポイント 100 ポイント・DC ギフトカード 500 円分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ため、商品・サービスの充実を図るとともに、

地域の発展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 

 「JOYO CARD Plus で冬もハッピー！」 

 

２．キャンペーンの内容 

実施期間 11 月 16 日～2 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（2,500 円相当）：300 名様 

【お米セット、のむヨーグルト、カレーセット、納豆、お豆腐セット、かぼち

ゃパイの 6 品から 1 品を選択】 

賞品 
上記抽選

に外れた

場合 

【JCB 賞】OkiDokiポイント100ポイント(500円相当)：500名様 
※対象カード：JOYO CARD Plus（JCB） 

【ＤＣ賞】DC ギフトカード（500 円）：500 名様 
※対象カード：JOYO CARD Plus (DC) 

賞品の 

発送等 

「茨城県産品」は平成 23 年 1 月から 3 月まで毎月 100 名様に発送 

「DC ギフトカード」は平成 23 年 3 月中旬頃の発送を予定 

「OkiDoki ポイント」は平成 23 年 3 月にポイントを加算予定 

以 上 
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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。

WEB明細
とは

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！

キャンペーン期間：平成��年��月��日火－平成��年�月��日火

プラス

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

茨城県産品プレゼント 第�弾

常陸牛とローズポークの
カレーセット
（株）イイジマ【水戸市】

納豆詰合せ
（有）菊水食品【日立市】

お米（真壁山麓こしひかり）
（株）高橋米穀【桜川市】

かぼちゃパイ詰合せ
東郷菓子舗【稲敷市】

のむヨーグルトセット
（株）美野里ふるさと食品公社【小美玉市】

豆風堂オリジナル彩りセット
豆風堂 （有）村山食品【水戸市】
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��ギフトカード

���円分
※茨城県産品に当選された場合は、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。
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○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。

※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。

� 常陸牛とローズポークの
カレーセット（株）イイジマ【水戸市】

茨城県の誇るブランド「常陸牛」と「ローズ
ポーク」。イイジマはこの2大ブランドの品
質にこだわり、肉の旨みを存分に引き出した
贅沢なカレーを作り上げました。茨城の豊か
な環境で育った最高の味を是非ご賞味くだ
さい。

� 納豆詰合せ
（有）菊水食品【日立市】

茨城発！「日本一の納豆」セット。全国納豆鑑評
会にて農林水産大臣賞（最優秀賞）を受賞した
「海洋ミネラル納豆ミニ2」、同じく優秀賞受
賞の純金入り「菊水ゴールド納豆」。そして新
発売の「黒」「黒豊」は、話題の黒豆納豆。どれ
もみな、納豆専門店「菊水食品」の自信作です。

� お米（真壁山麓こしひかり）
（株）高橋米穀【桜川市】

筑波山から流れるきれいな水と大地から生み
出される良質のお米、真壁山麓こしひかり。厳
密な検査の元に吟味し、皆様にお届けします。
ひと粒ひと粒がおいしいこだわりの味。あの
魚沼産コシヒカリにも負けないお米を高橋米
穀は自信を持ってお客様にお届けします。

� 豆風堂オリジナル彩りセット
豆風堂 （有）村山食品【水戸市】

茨城県産大豆を使用してこだわりの製法で作
られた、四種（梅・枝豆・ゴマ・よせ）のお豆腐と
湯葉。梅（湯葉）には同梱の練り梅、枝豆には
焼き塩、ゴマには味噌、よせには醤油を、お好
みでわさびをつけてご堪能ください。豆乳チ
ーズケーキ、生の豆乳もぜひお楽しみください。

� のむヨーグルトセット
（株）美野里ふるさと食品公社【小美玉市】

豊かな自然が育んだ、茨城県産の良質な生乳
を使い、なめらかなのどごしや酸味とコクの
絶妙なバランスが自慢のプレミアムなヨーグ
ルトです。安全を考え、香料・安定剤を一切使
用しておりませんので、安心して召し上がって
頂けます。

� かぼちゃパイ詰合せ
東郷菓子舗【稲敷市】

甘みとまごころがたっぷり詰まった「江戸崎
かぼちゃ」。そのホクホクしたかぼちゃを白餡
とブレンドしてパイ生地に包んで、こんがりと
焼きあげました。サクサクとした皮とホクホ
クとしたかぼちゃ餡との相性がバツグンの一
品です。

クレジットカードは様々な
シーンで利用できます！
クレジットカードを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

◎茨城に住んでいても茨城県産品を食べる機会は少ないので大変うれしいです。（27歳女性）
◎ありがとうございました。ますますJOYO CARD Plusが好きになりました。（53歳男性）
◎ブームの地産地消に参加した企画でとてもうれしく、茨城県産品のファンになれると
　思います。（67歳女性）
◎家族みんなで喜んでいます。どの県産品も美味しそうで、また珍しく、賞品を選ぶのに
　迷ってしまいました。（52歳男性）

使えば使うほど当たる確率が高くなります！

これまで
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平成23年1月下旬～
平成23年3月下旬予定（毎月100名）

平成23年3月にOkiDokiポイント加算予定
（4月ご請求分のWEB明細等でご確認ください）

平成23年3月下旬予定

茨城県産品
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キャンペーン期間：平成��年��月��日火－平成��年�月��日火


