2022 年 3 月 28 日
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
「Money Canvas つみたて応援キャンペーン」の開始

株式会社三菱ＵＦＪ銀行（取締役頭取執行役員 半沢 淳一、以下 三菱ＵＦＪ銀行）は、
au カブコム証券株式会社（代表取締役社長 石月 貴史、以下 au カブコム証券）と共同で、
「Money Canvas つみたて応援キャンペーン」を開始いたします。

１．キャンペーン概要
当行は昨年末、MUFG のパーパス「世界が進むチカラになる。
」に基づき、お客さまの資
産形成をサポートするプラットフォーム、Money Canvas（https://moneycanvas.bk.mufg.jp/）を
リリースいたしました。
本キャンペーンでは、Money Canvas を通じて au カブコム証券の口座開設をされた方に、
1,000Ponta ポイントを還元いたします。さらに、投資信託の積立取引と au カブコム証券へ
のご入金等を行っていただいた方には、積立額の最大５％を還元いたします。
キャンペーンの詳細やエントリー方法については以下２．
「キャンペーン詳細」
、または、
Money Canvas（https://moneycanvas.bk.mufg.jp/）に掲載中のキャンペーンページをご確認くだ
さい。

1

２．キャンペーン詳細
名称

Money Canvas つみたて応援キャンペーン

受付期間

2022 年 3 月 28 日（月）～2022 年 5 月 31 日（火）

ポイント還元日/

2022 年 7 月 29 日（金）/Ponta ポイント

ポイント還元方法
特典概要

〈特典 1〉
Money Canvas（マネーキャンバス）アカウントを作成し、ログイン
後ページから au カブコム証券の口座開設で 1,000Ponta ポイント
〈特典 2〉
さらに au カブコム証券での投資信託積立のクレジットカード決済
開始で積立額×1％の Ponta ポイント
〈特典 3〉
さらに三菱ＵＦＪ銀行から au カブコム証券への口座振替設定+
au カブコム証券口座への入金で特典 2 の還元率が最大 5％（*1）
に UP！
（*1）詳細は特典詳細「入金元・入金方法/入金額ごとの上乗せ還元率」ご参照。

特典/条件詳細

【共通】

全ての特典は、au カブコム証券より加算されますので、au カブコ
ム証券にて au ID をご登録ください。
※「Money Canvas つみたて応援キャンペーン」は三菱ＵＦＪ銀行主催、
「au/UQ mobile ユーザーさまにおトクな特典」は au カブコム証券主催であ
り、それぞれ別の事業者が行う企画です。

〈特典 1〉
Money Canvas アカウントを作成し、ログイン後のキャンペーンペ
ージから au カブコム証券の口座開設し 1,000Ponta ポイント
【条件】
 受付期間中に、Money Canvas（マネーキャンバス）のアカウ
ントを作成し、ログイン後のキャンペーンページから
au カブコム証券の口座開設を申し込み、手続きが完了してい
ること。
※受付期間中に au カブコム証券の口座を解約された場合は対象外です。

【キャンペーン特典】
1,000Ponta ポイント
〈特典 2〉
au カブコム証券にて 投信積立を au PAY カード決済にて行うこと
で積立額×1％の Ponta ポイント
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特典/条件詳細

【条件】
 特典 1 対象のお客さまが、下表期間中に au カブコム証券にて
投信積立を au PAY カード決済にて行うこと。
【キャンペーン特典】
積立額（*2）×1％の Ponta ポイント
（開始月から 2 ヵ月分）
（*2）Ponta ポイント還元対象の積立額は上限 5 万円
※

Ponta ポイントは au カブコム証券から加算されます。

〔キャンペーン対象積立スケジュール〕
積立設定申込締切日

買付日（指定日）

2022 年 4 月 7 日（木）

2022 年 5 月 2 日（月）

2022 年 5 月 2 日（月）

2022 年 6 月 1 日（水）

2022 年 6 月 7 日（火）

2022 年 7 月 1 日（金）

※特典還元は最大 2 ヵ月分となります。
※6 月 7 日締切分よりお申し込みの場合、特典還元は 1 ヵ月分のみとなります。

〈特典 3〉
三菱ＵＦＪ銀行から au カブコム証券への口座振替設定 +
au カブコム証券口座への入金で特典 2 の還元率が最大 5％に UP！
【条件】
 特典 2 対象のお客さまが、au カブコム証券口座に、初回の積
立買付日まで（*3）に 10 万円以上入金していること。また、
2022 年 7 月 1 日（金）までに出金されていないこと。
（*3）積立買付日までに au カブコム証券口座へ着金していること

【キャンペーン特典】
 特典 2 の還元率を最大 5％に上乗せ
-

入金方法/入金額ごとの上乗せ還元率は次頁表の通りです。

-

上乗せ還元率は、初回の積立買付日時点で判定します。以降にご入金

等をいただいた場合も還元率は不変となる点、予めご了承ください。
- 入金が複数回ある場合は、初回積立買付日時点での累積入金額が対象
となります。
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特典/条件詳細

〔入金元・入金方法/入金額ごとの上乗せ還元率〕
入金元・入金方法

入金額

上乗せ還元率

三菱ＵＦＪ銀行からの

10 万円以上

0.1％

リアルタイム口座振替・

30 万円以上

0.3％

口座振替（自動引落）

50 万円以上

0.5％

100 万円以上

1.0％

300 万円以上

2.5％

500 万円以上

4.0％

10 万円以上

0.1％

上記以外
（他行からの振込等）

ご注意事項

・本キャンペーンへの応募は不要です。対象条件をすべて満たしたお客さま
は自動的に対象となります。
・本キャンペーンは予告なく延長・終了する場合があります。

以上
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