
 
2020 年 7 月 16 日 

 

「〈ひろぎん〉キャッシュレス！Ｗキャンペーン」の実施について 

 

  株式会社広島銀行（頭取 部谷 俊雄）では、「〈ひろぎん〉キャッシュレス！W 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。 

 当行では、今後も「新しい生活様式」への対応として、キャッシュレス決済サービスやデジタルサービスの提供によ

り地域のキャッシュレス化やペーパレス化の進展に貢献してまいります。 

 

記 

 

【キャンペーン概要】 

名称 〈ひろぎん〉キャッシュレス！Ｗキャンペーン

実施期間 2020 年 7 月 17 日(金)～2021 年 1 月 11 日(月・祝) 

対象商品 
【スマホ派】 

スマホ決済アプリ こい Pay 

× 

〈ひろぎん〉無通帳口座 ”スマートｅ”

【カード派】 

ブランドデビットカード HIROGIN Debit 

× 

〈ひろぎん〉無通帳口座 ”スマートｅ”

条件 

以下の①、②を満たした方 
① 期間中、「こい Pay」で 3 回以上決済いただい

た方 （決済金額は問いません） 

② 「こいPay」の設定口座がスマートeとなってい

る方 
※条件達成の順序は問いません 

※キャンペーン終了時点で「こいＰａｙ」を解約されている

場合、および「こいＰａｙ」の設定口座が「スマートｅ」では

なくなっている場合は対象外となります 

以下の①、②を満たした方 
① 期間中、「HIROGIN Debit」を新規にお申込

みのうえ、10,000 円以上ご利用いただいた方

② 「HIROGIN Debit」の支払い指定口座がスマ

ートｅとなっている方 
※条件達成の順序は問いません 

※キャンペーン終了時点で「HIROGIN Debit」を解約され

ている場合、および「HIROGIN Debit」の登録口座が

「スマートｅ」ではなくなっている場合は対象外となります

プレゼントの内容 
777 円キャッシュバック 

※「こいＰａｙ」の設定口座に入金します 
ギフトカード 2,000 円分 

※銀行にお届けのご住所に発送します 

対象者数 先着 10,000 名さま HIROGIN Debit【JCB】先着 1,000 名さま 

HIROGIN Debit【Visa】先着 1,000 名さま 
 
※スマホ派、カード派のどちらの条件も満たした場合は、それぞれプレゼントします（重複可） 
※詳細・注意事項等については、別添チラシをご参照ください 

 
以  上 

 
 
 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社広島銀行 デジタル戦略部 

TEL (082)247-5151（代表） 



真っ先にご相談いただける「ファースト・コール・バンクグループ」を目指します。

先着2,000名さまに
設定口座に

先着10,000名さまに

プレゼント！キャッシュバック！

HIROGIN Debit
新規お申込みかつ

10,000円以上ご利用
決済金額に関わらず

３回以上ご利用

スマホ派 カード派
あな
たはどっち派？あな
たはどっち派？

ギフトカード GIFT CARD

2 000

こいPay

無通帳口座”スマートe”のご利用

2020 20217/17 1/11
対象期間

金 月・祝

スマホ派・カード派のどちらの条件も満たした場合は、それぞれプレゼントいたします。（重複可）

通帳

TARO HIROGIN
00/’00

127

3573 1234 5678 9012



真っ先にご相談いただける「ファースト・コール・バンクグループ」を目指します。

お問い合わせ先 の窓口または、以下へお問い合わせください。

0120-372-801
クレジットカードセンター

（通話料はお客さま負担となります）

フリーダイヤルをご利用いただけない場合は

082-544-1554

Visaブランドをご希望の方 JCBブランドをご希望の方

【HIROGIN Debit に関するお問い合わせはこちら】

0120-863-801

【本キャンペーン・こい Pay・スマート e に関するお問い合わせはこちら】

0120-038-238
ダイレクトマーケティングセンター

キャンペーン概要

キャンペーン期間 2020年7月17日（金）～2021年1月11日（月・祝）

対象商品

対象者数

条件

HIROGIN Debit【Visa】 先着1,000名さま
HIROGIN Debit【JCB】 先着1,000名さま

以下の①、②を満たした方
期間中、「HIROGIN Debit」を新規にお申込みの
うえ、10,000円以上ご利用いただいた方
「HIROGIN Debit」の支払指定口座が「スマートe」
となっている方
条件達成の順序は問いません。
キャンペーン終了時点で「HIROGIN Debit」を解約されている場合、
および「HIROGIN Debit」の支払指定口座が「スマートe」ではない
場合はプレゼントを受け取る権利を失うものとします。

①

②

※
※

先着10,000名さま

以下の①、②を満たした方
期間中に、「こいPay」で3回以上決済いただいた方
（決済金額は問いません）
「こいPay」の設定口座が「スマートe」となっている方
条件達成の順序は問いません。
キャンペーン終了時点で「こいPay」を解約されている場合、および
「こいPay」の設定口座が「スマートe」ではない場合はプレゼントを
受け取る権利を失うものとします。

①

②
※
※

【ご注意事項】

本キャンペーンは先着順となります。条件を満たしている場合でも上限数に達した場合は対象となりません
のでご了承ください。上限数に達した場合は、本キャンペーンのホームページ等でお知らせします。
本キャンペーンのご対象者さまの発表は、キャンペーン期間終了後、設定口座へのキャッシュバックま
たはギフトカードの発送をもってかえさせていただきます。
本キャンペーンのプレゼントのお渡し時期は、2021年2月下旬を予定しております。なお、事務手続きの
都合上、プレゼントのお渡し時期が前後する場合がございますので、予めご了承ください。
本キャンペーンのプレゼントが口座名義相違・宛先不明等によりお渡しができない場合は本キャンペーンの
対象外となります。
キャンペーン終了までに、「こいPay」または「HIROGIN Debit」の利用停止や会員資格の取消事項等に
該当する場合、当行の判断により本キャンペーンの対象とならない場合があります。
本キャンペーンは予告なく終了または、変更する場合がございます。

「HIROGIN Debit」は年会費が必要です。詳しくは店頭のパンフレットやホームページにてご確認ください。
「HIROGIN Debit」は、お申込みからお客さまへのお届けまで約2週間かかりますので、お早めにお申込み
ください。

本キャンペーンとは別に、ご利用額の0.2%のキャッシュバックサービスもお受けいただけます。

「スマートe」は総合口座が対象となります。
「スマートe」のお申込みからお手続き完了まで1週間程度かかる場合がございます。本キャンペーン
において、キャンペーン終了時点での各対象口座がスマートe口座となっている必要がございます。
キャンペーン開始以前に各対象口座がスマートe口座となっている場合も対象です。
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ホームページ
ひろぎん 検索

公式アプリ

〈キャンペーン全般について〉

〈HIROGIN Debitについて〉

〈こいPayについて〉

〈スマートeについて〉

（2020年7月17日現在） 2007

真っ先にご相談いただける「ファースト・コール・バンクグループ」を目指します。

https://www.hirogin.co.jp/service/use/coi-pay/ https://www.hirogin.co.jp/service/use/hirogin-debit/ https://www.hirogin.co.jp/service/kouza/smart-account/

各対象商品の詳細および申込方法等はこちらからご確認ください

こいPay
スマホ決済アプリ

スマホ決済アプリ  こいPay
×

　　　　　無通帳口座  “スマートe”

ブランドデビットカード  HIROGIN Debit
×

　　　　無通帳口座  “スマートe”

HIROGIN Debit
ブランドデビットカード

“スマートe”
無通帳口座

d

すでに対象のカードをお持ちの方が、カードブランドまたはカードデザインの切り替えをされても、新規
入会とはみなされず、本キャンペーンの対象外です。
新規お申込み書類及びその記載内容の不備・欠落・虚偽記載等がある場合は期限内のお申込みであっても
対象とならない場合がございますのでご注意ください。
「HIROGIN Debit」のお申込みに際しては、所定の審査がございます。審査の結果、「HIROGIN Debit」
の発行を見送らせていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
プレゼントは銀行にお届けいただいたご住所へお送りさせていただきます。

平日 /9:00～17:00 （土・日・祝休日、大晦日、正月３が日、５月３日～５日は除く）受付時間
（受付時間は変更となる場合がありますので、詳しくはホームページをご覧ください）

平日 /9:00～17:00 （土・日・祝休日、大晦日、正月３が日、５月３日～５日は除く）受付時間
（受付時間は変更となる場合がありますので、詳しくはホームページをご覧ください）

【スマホ派】 【カード派】

777円キャッシュバック
※「こいPay」の設定口座に入金します。

ギフトカード2,000円分
※銀行にお届けのご住所に発送いたします。

プレゼントの内容
※スマホ派・カード派のどちらの条件も満たした
場合は、それぞれプレゼントいたします。（重複可）

※「スマートe」は総合口座が対象となります。 ※「スマートe」は総合口座が対象となります。

（828-386）

　　　   キャッシュレス！
Wキャンペーンページ


