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 普通預金(総合口座)の通帳レス口座の取扱い開始について  

 

株式会社荘内銀行（本店：山形県鶴岡市、頭取：上野 雅史）は、2019年 12月 16日より、「通帳レス

口座」の取り扱いを開始いたします。また、取り扱い開始に合わせて、2020年 3月 31日まで、下記の

通りキャンペーンを実施いたします。 

なお、「通帳レス口座」は、営業店窓口で「通帳レス口座の新規開設」または「既存口座の通帳レス

口座への切替」（いずれも、キャッシュカードの発行及び個人向けインターネットバンキング「荘銀ダ

イレクト」のご契約が必須）をお申込みいただくことでご利用いただけます。 

また、「個人向けインターネットバンキング」や「荘内銀行アプリ」をご活用いただくと、365 日   

24 時間、お客さまのご都合に合わせて「残高照会」や「入出金明細の確認」ができます。 

 

記 

１．＜荘銀＞通帳レス口座のサービス概要 

ご利用いただける方 個人のお客さま（個人事業主を除く） 

ご利用いただける口座 

普通預金口座・総合口座 
※ キャッシュカード発行口座に限る 

※ 個人向けインターネットバンキング「荘銀ダイレクト」のご契約が必須 

※ 「新規申込」、「既存口座の切替」が可能 

※ 決済用普通預金･貯蓄預金･納税準備預金･ハッピーギフト･後見人制度など

の特殊口座を除く 

残高・入出金明細の 
確認方法 

① 個人向けインターネットバンキング「荘銀ダイレクト」 
※ 最大 3 ヶ月間の「普通預金」残高、入出金明細の照会が可能 
※ 「定期預金」の残高、満期到来期日の確認 

② 「荘内銀行アプリ」 
※ 最大 1,000 件の「普通預金」残高、入出金明細の照会が可能 

③ 「一生通帳 by Moneytree」 
※ 2 ヶ月に 1 回以上、本アプリで残高、入出金明細を確認することで、登録日 

から入出金明細をもれなく保存が可能 

※ 当行口座のほか、他金融機関の残高や入出金明細を確認する家計簿機能

を搭載 
 

①～③の機能は荘内銀行アプリを介しワンストップで利用することができます。  

 

（次ページへ続く） 

  

本件に関するお問い合せ先  営業推進部 支店統括グループ 吉野･皆川 TEL：023-626-9003 
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その他ご留意点 

 

・ 通帳レス口座への切替、新規お申込は窓口でのお手続が必要となります。な

お、キャッシュカードの発行及び個人向けインターネットバンキング「荘銀ダイレク

ト」のご契約が必須となります。 
・ 預金のお預け入れやお引き出しは、原則、ATM でキャッシュカードをご利用くだ

さい。 
・ 通帳レス口座への切替後は、現在ご使用の通帳は使用できなくなります。切替

前の未記帳分の明細がある場合は、記帳できなくなりますのでご注意ください。

また、ATM での振替取引時にはご入金口座とすることができません。その他、

ATMで通帳を使用するお取引はご利用できなくなります。 
・ 通帳レス口座への切替後、紙の通帳を使用する口座に戻す場合、窓口でのお

手続きが必要となります。また、その際、通帳の再発行手数料として 1 冊あたり
1,100円（税込み）が必要となります。 

・ 給与振込の届出など口座番号の確認書類が必要な方には「通帳レス口座 取

引証明書」を発行いたします。 

 

２．導入時期 

2019 年 12 月 16 日(月) 

 

３．キャンペーン概要 

（１） 実施期間及び対象 
期間 ： 2019 年 12 月 16 日(月) ～ 2020 年 3 月 31 日(火) 
対象 ： 個人のお客さま（個人事業主を除く） 

 
（２） 特典 

特典 1 
対象取引 

「通帳レス口座新規開設」または「通帳レス口座への切替」をお申込みいただいたお客

さま、かつ荘内銀行アプリ「残高照会」のメイン口座に通帳レス口座をご登録いただい

たお客さま 

ノベルティ デジタルギフト 500円分 

特典 2 
対象取引 

「特典 1 の対象取引」＋荘内銀行アプリ「一生通帳 by Moneytree」に口座登録いた
だいたお客さま 

ノベルティ デジタルギフト 200円分（特典 1 と合計で 700円分となります） 

特典対象者数 特典 1、特典 2 合計先着 3,000名様 

 

（次ページへ続く） 
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その他ご留意点 

・ 本キャンペーンは、自動応募となります。 
・ 「残高照会」のメイン口座には通帳レス口座をご登録ください。 
・ 「一生通帳 by Moneytree」には、「残高照会」のメイン口座を必ずご登録ください。 
・ 特典の受信には、「残高照会」への口座登録とプッシュ通知「ON」の設定が必要とな
ります。 

・ 「残高照会」を 90 日以上操作しなかった場合、セキュリティの観点から口座登録が
解除されキャンペーン対象外となります。その場合、再度、口座登録が必要となりま

す。 
・ 特典は、2020 年 3 月末時点で「残高照会」「一生通帳 by Moneytree」をご利用中
の方が対象となります。 

・ 特典は、2020 年 4 月中に荘内銀行アプリ内で配信いたします。配信時点で、荘内
銀行アプリをご解約、または「残高照会」の口座登録が解除されている方は対象外と

なります。 
・ キャンペーン及び特典は、予告なく中止・変更となる場合がございます。 
・ 特典には有効期限がございますのでご注意ください。 

 

以 上 



通帳レスキャンペーン
通帳記帳・繰越の
手間いらず！

環境にやさしく
紛失・盗難の
心配なし！

ポイント1

ポイント2

※写真はイメージです。

先着
3,000名
さま 今ならもらえる！  最大700円分！今ならもらえる！  最大700円分！今ならもらえる！  最大700円分！今ならもらえる！  最大700円分！今ならもらえる！  最大700円分！今ならもらえる！  最大700円分！今ならもらえる！  最大700円分！
キャンペーン期間 2019年12月16日（月）～2020年3月31日（火）

（2019年12月6日現在）

特典

※特典1の申込が条件となり、合計700円分となります。
さらに

通帳なし

口座登録

口座登録

QUOカードPayQUOカードPayQUOカードPayQUOカードPayQUOカードPayQUOカードPayQUOカードPayQUOカードPay
今ならもらえる！  最大700円分！

荘内銀行アプリで簡単・便利に口座の管理

通帳レス口座への切替または通帳レス口座新規お申込と
荘内銀行アプリ「残高照会」へ口座登録で
QUOカードPay500円分プレゼント！

荘内銀行アプリ「一生通帳 by Moneytree」へ口座登録で
QUOカードPay200円分プレゼント！

荘内銀行
しょうないぎんこう

検索検索

［荘内銀行版］通帳レスキャンペーンチラシ（表面）
A4_191204_v7-1



（2019年12月6日現在）

ご留意事項

期　間 2019年12月16日（月）～2020年3月31日（火）
対　象 個人のお客さま

対象者数 特典１、特典２　合計先着3,000名様

その他

QUOカードPay500円分ノベルティ

対象取引

対象取引
QUOカードPay200円分（特典1と合計で700円分となります。）ノベルティ

特典2

特典１

【通帳レスキャンペーン概要】

●通帳レス口座への切替、新規お申込は窓口でのお手続が必要となります。なお、キャッシュカードの発行およびインターネットバンキング契約が必須と
なります。

●預金の預入、払戻しは原則キャッシュカードによりＡＴＭコーナーをご利用ください。
●通帳レス口座への切替後は、現在ご使用の通帳は使用できなくなります。切替後は未記帳の明細があっても記帳できません。通帳を使用したＡＴＭによる
お取引もご利用いただけません。

●通帳レス口座への切替後、紙の通帳に戻す場合は窓口でのお手続きが必要となります。ただし、その際は、再発行手数料として1冊あたり、1,100円（税込
み）が必要となります。

●給振の届出など口座番号の確認書類が必要な方には「通帳レス口座  取引証明書」を発行いたします。

※お客さまがお使いのスマートフォンの機種により、正常に作動しない場合が
あります。また利用推奨環境以外では、アプリをダウンロードできない、正常
に稼働しないなどの不具合が生じることがあります。
※「iPhone」「App Store」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.
の商標または登録商標です。

※「Android」「Google Play」は、Google Inc. の商標または登録商標です。

Androidをご利用の方 iOSをご利用の方

通帳レス口座

ペーパーレスだからECO
紙の削減につながるから環境にやさしい口座です。

通帳記帳や繰越などの手続きが不要！
窓口・ATMで記帳したり、繰越したりする手間が省けます。

口座番号はそのままで、通帳レス口座に切替可能
通帳を発行しない普通預金口座

通帳を保管しなくていい！
紙の通帳がなくなるので、通帳の紛失や盗難の心配がなくなります。

通帳なし

〈受付時間〉平日9:00～19:00

ヒ ト ミ に サンキュー

0120-1032-39フリーダイヤル

くわしくは、最寄の〈荘銀〉窓口または下記フリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。

［荘内銀行版］

通帳レス口座への切替または通帳レス口座を新規にお申込いただいた方
かつ荘内銀行アプリ「残高照会」のメイン口座に通帳レス口座をご登録いただいた方

「特典１」+荘内銀行アプリ「一生通帳 by Moneytree」へ口座登録いただいた方

●本キャンペーンは自動応募になります。
●「残高照会」のメイン口座には通帳レス口座をご登録ください。
●「一生通帳 by Moneytree」には、「残高照会」のメイン口座を必ずご登録ください。
●特典の受信には、「残高照会」への口座登録とプッシュ通知「ON」の設定が必要となります。
●「残高照会」を90日以上操作しなかった場合、セキュリティの観点から口座登録が解除されキャンペーン
対象外となります。再度、口座登録が必要です。
●特典は2020年3月末時点で「残高照会」「一生通帳 by Moneytree」を利用されている方が対象となります。
●特典は2020年4月中に荘内銀行アプリ内で配信いたします。配信時点で、荘内銀行アプリをご解約、また
は「残高照会」の口座登録が解除されている方は対象外とさせていただきます。
●特典の適用はお一人さま1回となります。
●キャンペーンおよび特典は、予告なく中止・変更となる場合がございます。
●都合により特典の内容が変更になる場合がございます。特典には有効期限がございますのでご注意ください。

荘内銀行

荘内銀行
しょうないぎんこう

検索検索

荘内銀行アプリのダウンロードはこちらから

「荘内銀行アプリ」等
のご利用で口座管理
ができます。

通帳レスキャンペーンチラシ（裏面）
A4_191205_v6




