
 
2013年度
オリコン顧客満足度ランキング
ネット銀行総合部門 第１位

 平成25年11月26日  

各 位  

株式会社大和ネクスト銀行 

大和証券株式会社  

  

「ダイワのNISA口座開設キャンペーン」、「ご家族・ご友人紹介キャンペーン（第2弾）」

の期間延長および、「『大和ネクスト銀行 円定期預金』金利優遇キャンペーン（第2弾）」

実施のお知らせ  

 

大和証券株式会社（以下、大和証券）は、これまで証券会社とお取引のなかったお客さまを

始め、より多くのお客さまに大和証券をご利用いただくことを目的として、平成25年8月1日

（木）から平成25年12月30日（月）までの期間、少額投資非課税制度（愛称：NISA）に関わる

「ダイワのNISA事前申込キャンペーン（第2弾）」と、お客さまからご家族・ご友人をご紹介

いただく「ご家族・ご友人紹介キャンペーン（第2弾）」、株式会社大和ネクスト銀行（以下、

大和ネクスト銀行）が提供する「円定期預金」の金利を優遇する「『大和ネクスト銀行 円定 

期預金』金利優遇キャンペーン」の3つのキャンペーンを実施しており、開始当初よりお客

さまからご好評をいただいております。 

そのため、お客さまの日頃のご愛顧に感謝いたしまして、「ダイワのNISA事前申込キャンペ

ーン（第2弾）」と「ご家族・ご友人紹介キャンペーン（第2弾）」の期間を平成26年3月31日

（月）まで延長し、あわせて、平成26年1月6日（月）から3月31日（月）までの期間、「『大

和ネクスト銀行 円定期預金』金利優遇キャンペーン（第2弾）」を実施いたします。 

なお、「ダイワのNISA事前申込キャンペーン（第2弾）」は「ダイワのNISA口座開設キャン

ペーン」へ名称を変更いたします。 

詳細は、以下の通りです。  

 

 

記  

 

Ⅰ．ダイワの NISA 口座開設キャンペーン 

 

１）キャンペーン期間  
平成25年8月1日（木）～平成26年3月31日（月） 
 

２）対象 
キャンペーン期間中に NISA 口座の開設をお申込みいただき、平成 26 年 5 月 30 日（金）

までに口座開設が完了したお客さま 
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NISA 口座のお申込みには、総合取引口座の開設が必要となります。 

 
３）景品 

以下のうち、どちらか 1 つをご選択いただけます。 

① 現金 2,000 円をプレゼント 

② NISA 口座の開設に必要な住民票の取得代行サービス（無料）をご利用された場合、

現金 500 円プレゼント 

 
４）ご留意事項 

  ① 期間中であっても予告無く本キャンペーンを変更・終了する場合がございます。 

② 以下の場合はキャンペーンの対象外となります。 
 

・キャンペーン期間内に、NISA 口座のお申込みに必要な書類をご提出いただけなかった

場合 

・他の金融機関で重複してお手続きされた場合など、平成 26 年 5 月 30 日（金）までに

NISA 口座の開設が完了しなかった場合 

・景品（現金）の入金時に口座解約のお手続きをされている場合 

③ 住民票取得代行サービスをご利用のお客さまは、NISA 口座の開設書類と住民票取得

代行のための当社所定の委任状をご提出いただく必要があります。 

④ 当社所定の住民票の取得にかかる委任状をご提出いただいても、一部の地域において

は役所の判断等により住民票の取得ができない場合があります。また、住民票の取得

には時間を要する場合もあり、結果として口座開設のお申込みがキャンペーン期間内

に間に合わない可能性があります。 

⑤ 住民票の取得は大和証券が業務委託した株式会社アグレックスが行ないます。 
 
 

Ⅱ．『大和ネクスト銀行 円定期預金』金利優遇キャンペーン（第 2弾） 

 

１） キャンペーン期間  
平成26年1月6日（月）～平成26年3月31日（月） 
 

２） 対象 

平成 25 年 6 月以降に NISA 口座の開設をお申込みいただき、かつキャンペーン期間 
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中に 100 万円を上限に新規資金にて、大和ネクスト銀行 1 ヵ月または 3 ヵ月円定期預

金のお預入れをお申込みいただいたお客さま 

※キャンペーン金利の適用は、お客さまおひとりにつき 1 回のみとさせていただきます。
第 1 弾キャンペーンをご利用になられた方は、第 2 弾キャンペーンをご利用いただけま
せん。 

※大和ネクスト銀行口座（ダイワのツインアカウント口座）を開設されている事が条件と
なります。 

※NISA 口座開設に必要な全ての書類のご提出をもって、NISA 口座の開設のお申込みと
させていただきます。 

※新規資金とは、平成 25 年 8 月 1 日（木）以降の入金額から出金額を差し引いた金額の
ことをいいます。 

 
３） キャンペーン金利 

1 ヵ月定期：年 4.00％（税引後 年 3.187％）  
3 ヵ月定期：年 1.50％（税引後 年 1.195％） 

※平成 25 年 11 月 26 日現在の大和ネクスト銀行の円定期預金の通常金利は、1 ヵ月もの
年 0.08％（税引後 年 0.063％）3 ヵ月もの年 0.10％（税引後 年 0.079％）。 新の
通常金利は、大和ネクスト銀行ウェブサイトまたは、大和証券の本支店にてご確認くだ
さい。 

 
４） ご留意事項 

① 大和ネクスト銀行取引サイトでのお預入れは対象外です。 

② 本キャンペーン金利の適用に際しては、円定期預金のお申込時にお客さまからのお申

出が必要です。 

③ 期間中であっても、キャンペーンによる預入額が一定額に達した時点等で、予告無く

本キャンペーンを変更･終了する場合がございます。 

④ 円定期預金 1 ヵ月（31 日）もの（預入金額 100 万円の場合）における受取利息計算

例：100 万円×4.00%×31 日÷365 日×79.685%＝約 2,707 円 

円定期預金 3 ヵ月（92 日）もの（預入金額 100 万円の場合）における受取利息計算

例：100 万円×1.50%×92 日÷365 日×79.685%＝約 3,012 円 

⑤ 税引後の利率は復興特別所得税を加味した税率（20.315％）で計算しています。（マ

ル優制度はご利用いただけません。） 

⑥ 円定期預金は原則として中途解約できません。やむを得ず中途解約する場合は、本キ

ャンペーンによる金利は適用されず、大和ネクスト銀行所定の中途解約利率が適用さ

れます。 

⑦ 当社が実施する他の金利優遇キャンペーン・サービスとの併用はできません。 

⑧ 自動継続後は、満期日（継続日）当日の同一期間の大和ネクスト銀行所定の円定期預
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金金利（通常金利）が適用されます。 
 

Ⅲ．ご家族・ご友人紹介キャンペーン（第 2弾） 

１）キャンペーン期間  
平成25年8月1日（木）～平成26年3月31日（月） 
 

２）対象 

以下の 3 つの条件を満たしたお客さま 

① ご紹介者さま（大和証券に口座をお持ちの 20 歳以上の個人のお客さま）が、ご紹

介いただくご家族、ご友人のお名前、ご住所、お電話番号等を当社所定の紹介キャ

ンペーン申込書にご記入いただくか、当社ホームページ内の本キャンペーンの専用

フォームにご入力いただくことで、ご家族・ご友人を当社に紹介 

② ご紹介いただいた方（法人は対象外）がキャンペーン期間中に総合取引口座を開設 
※紹介キャンペーン申込書をもとに当社よりご案内させていただく場合がございます。 

③ ご紹介いただいた方が口座開設日の翌月末までに 100 万円以上をご入金した上、当

社取扱商品をご購入・お預入れ 
※口座開設日の翌月末までの入金額から出金額を差し引いた金額が 100 万円を下回る
場合にはキャンペーンの対象外とさせていただきます。 

 
３）景品 

   ご紹介者さまとご紹介いただいた方にそれぞれ現金 3,000 円をプレゼントいたします。 
 
４）ご留意事項 

① 期間中であっても予告無く本キャンペーンを変更・終了する場合がございます。 

② ご紹介いただく人数に制限はございませんが、ご紹介者さまへのプレゼントは 3 万円

（ご紹介 10 名様分）までとさせていただきます。 
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以 上 
 
 
 

商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 108 号 

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

 

 

■お取引にあたっての手数料およびリスクについて 

当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があり

ます。（「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由でお取引いただい

た際の国内株式委託手数料は約定代金に対して 大 1.20750％（税込）、ただし、 低 2,625

円（税込）、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、

等）。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。 

商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等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等をお読みください。 

 

■円定期預金についてのご留意事項 

大和証券は、大和ネクスト銀行を所属銀行とする銀行代理業者として、「預金の受入れ」お

よび「内国為替取引」を内容とする契約の締結の媒介を行ないます。 

●円定期預金の 低預入金額は、10 万円です。 

●円普通預金および円定期預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。

●円定期預金の初回満期日以降の利息は、「自動解約」の場合は大和ネクスト銀行の円普通

預金金利により、「自動継続」の場合は満期日（継続日）当日の同一期間の大和ネクスト銀

行所定の円定期預金金利によります。 

●円定期預金は原則として中途解約できません。やむを得ず中途解約する場合は、大和ネク

スト銀行所定の中途解約利率が適用されます。 

●商品に関する詳細は、大和ネクスト銀行ウェブサイトまたは、大和証券の本・支店にて商

品概要説明書をご覧ください。 

●現金でのお預入れ、払戻しは取扱っておりません。大和ネクスト銀行への送金（振込）に

際しては、お取扱い金融機関所定の振込手数料がかかります。 

●大和証券が取扱う有価証券や保険は円預金ではないため、預金保険制度の対象とはならず、

また、元本の保証はございません。 


