
Ticket Guide チケットガイド

プレミアムプレゼントに
ついてのお問合せは
●裏面（下部）のインフォメーション
　デスクまでご連絡ください。

個人・法人会員対象
(エントリー必要)

プラチナカード・ゴールドカード会員様限定

プレミアムプレゼント
阪神甲子園球場
(タイガース戦)
ペア観戦券

●ダイヤル回線の方は､ガイダンスが流れた後､｢＊（コメマーク）｣､｢＃（シャープ）｣､｢トーン｣､｢PB(ピービー)｣など､電話機所定のトーン切替ボタンをプッシュし､ピッ､ポッ､パッの音が出るように切り替えてエントリーしてください｡
●ナビダイヤルは、NTTコミュニケーションズが提供するサービスで、大阪市内へ着信し通話料はお客様負担となります。また、本サービスでは、発信者の方が加入されている電話の各種割引サービスは適用されません。
●上記のエントリーシステムは、システムメンテナンス等につき､エントリーの受付を一定時間停止させていただく場合がございます｡●エントリーされた会員の方の情報は、抽選処理および賞品発送のため、利用させていただきます。

エントリー方法 下記要領でエントリー（ご応募）ください １回のエントリーにつき１個のエントリー番号をエントリー（ご応募）いただけます。
（４個のエントリー番号をエントリーいただくには、４回エントリーいただく必要があります。） エントリー締切 2023年6月15日（木）

お電話
なら!

自動音声に従ってボタンを押して操作してください。
キャンペーンエントリーダイヤル プラチナカード・

ゴールドカード
会員番号(16ケタ)

完 

了

キャンペーンコードの指定 エントリー番号の指定

➡  01～18
➡  19～36

内 野
外 野

https://www.kinki-shinkincard.co.jp
近畿しんきんJCBカード 検 索パソコン

なら!
（トップ画面の左上に　  　　　    　　　　　 　  の表示があることをご確認ください｡）近畿しんきんカード株式

会社

弊社ホームページトップ画面上段の　　　　　　  より
　　　　　　　　　 をクリックして、お手続きください。キャンペーン

JCBカード会員様 スマートフォン
からの

エントリーなら!

＜ご注意＞●プラチナカードまたはゴールドカードまたはJCBザ・クラス会員様以外のエントリーは、抽選の対象となりません｡
●エントリー(ご応募)は､お一人様につき最大４試合で合計４個のエントリー番号までエントリーいただけます｡
●エントリー番号の入力間違いなどにより、エントリー番号の変更をご希望の場合には、最後にエントリーいただいた
エントリー番号から遡った４個がご希望のエントリー番号になるように再度エントリーください。
●当選者数は、近畿しんきんJCB･近畿しんきんVisa(またはマスター)会員の合計です。
●弊社が同時期に実施する他のキャンペーンとの重複当選はございません。

●当選者の発表は､ペア観戦券の発送をもって代えさせていただきます｡なおペア観戦券は弊社にお届けの郵便物
送付先へお送りします｡（2023年6月に抽選のうえ、6月下旬より順次ペア観戦券を発表の予定。）
●弊社から発送したペア観戦券が不着の場合､当選を無効とさせていただくことがございます｡
●当選の権利は当選者ご本人様のみ有効で、第三者への譲渡やペア観戦券の交換・換金・変更はできません。
●ペア観戦券のお届けまでにカードを退会または会員資格の取消等になった場合、当選を無効とさせていただく
ことがございます。

阪神甲子園球場では、入場者数を制限することなく（座席の前後・左右に空席を設けない）、通常体制で試合が開催される予定です。

内野席
SMBCシート(1塁)

内野席
グリーン
シート

※5個以上エントリーされた場合、最後にエントリー
いただいたエントリー番号から遡った4個を受付
させていただきます。
※グリーンシートまたは、SMBCシート（１塁）をご希望
の方は内野より、ライト外野指定席をご希望の方は
外野よりエントリー番号をご選択ください。

※ライト外野指定席は、「阪神タイガース専用応援席」
となっており、タイガース以外の応援行為および
他球団の服装の着用・応援グッズの使用は禁止されて
おります。

内野席（グリーンシート、
一塁側シートのいずれか）
とライト外野席からお選び
いただけます。

ライト外野指定席
（阪神タイガース専用応援席）

熱狂的な応援の中心で、
ファン同士の一体感も
楽しめます！

＜ご注意＞●本公演が中止となった場合、代替公演の予定はございません。あらかじめご了承ください。
●換金・転売・譲渡目的での購入はできません。
●お申し込み後のキャンセルはお受けできません｡
●席番･席順をご指定いただくことはできません｡(抽選により決めさせていただきます｡)
●チケットは原則として､公演日（観覧日）の2週間前までに簡易書留郵便(要受取り)にてお届けします｡
  (送料として1通につき404円を申し受けます｡)

●お申し込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。（先着順ではございません。）
●チケットの発送をもって当選の発表とさせていただきます。
●お席が離れる場合がございます。あらかじめご了承ください。
●料金記載は､お1人様当たりの税込価格です｡
●弊社会員以外の方からのお申し込みは受け付けておりません｡

受付時間
●お電話によるお申し込みは、受け付けておりません。●電話番号は、お掛け間違いのないようにご注意ください｡

お問合せ先 チケットデスク

演 目■

宝塚歌劇 月組公演

月城 かなと、海乃 美月 他　
宝塚大劇場（兵庫県宝塚市）
 S席 8,800円

■
■
■

主 演
会 場
料 金

■ 日 時 月 11 開演00:2 (土)日9
月 11 開演00:20 (水)日9

年2023

※他の席種のお取り扱いはございません。

通常のカードご利用代金と同様､公演日
(観覧日)をご利用日として､ご指定の預金
口座より自動引き落しさせていただきます｡

お支払方法

●上記チケットデスクにお申し出いただければ「チケット購入
申込書」をお送りします。

弊社ホームページの「新着情報」内
「『New&S6月号』に掲載のチケット
ご購入方法について」より｢チケット
購入申込書｣をダウンロード(印刷)･
ご記入のうえ､2023年6月12日(月)
必着で封書にてご郵送ください｡

チケット購入の
お申込方法『フリューゲル －君がくれた翼－』

ミュージカル

©宝塚歌劇団

巨 人 戦 内野 外野
01
02
03

19
20
21

エントリー番号
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～
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7/
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～
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～
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エントリー番号

～
～
～
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14：00
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(金)
(土)
(日)

8
9
10

巨 人 戦 内野 外野
12
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14

30
31
32

エントリー番号

～
～
～

18：00
18：00
18：00

9/
9/
9/

(火)
(水)
(木)
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13
14

DeNA戦 内野 外野
15
16
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エントリー番号

～
～

18：00
14：00

9/
9/

(日)
(月)

17
18

中 日 戦 内野 外野
18 36

エントリー番号

～18：009/ (水)27

巨 人 戦 内野 外野
17 35

エントリー番号

～18：009/ (水)20

『万華鏡百景色』
～東京詞華集～
トウキョウアンソロジー

ばんかきょうひゃくげしき

New&S
快適キャッシュレスライフのための

イチオシNews!!

プラチナカード・ゴールドカード会員様限定のプレミアムプレゼント

近畿しんきんカードを使って! HAPPYプレゼント
石川県珠洲市「すえひろ」おススメ商品
「お米のギフトセット」を抽選で２５名様にプレゼント!

イキイキ!しんきんメッセージ
石川県能登町 興能信用金庫

LINE友だち追加は
こちらから

抽選で計54組108名様（各試合3組6名様）にプレゼント!
阪神甲子園球場（タイガース戦）ペア観戦券

近畿しんきんJCBカード

近畿しんきんJCB

近畿しんきんJCB 　New&S　2023年6月号 表面
02  2023.05.08



通巻111号

ご利用前に
暗証番号を
ご確認ください。●弊社では、聴覚や発話に困難のあるお客様に、電話でより便利にご利用いただくため、公共インフラとして開始された「電話リレーサービス」に対応しております。

石川県能登地方を震源とする地震により被害を受けられたカード会員・カード加盟店、信用金庫の皆さまに謹んでお見舞い申し上げますとともに、
皆さまの一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

6月5日(月)19：55まで変更OK!｢リボ払い｣・｢分割払い｣
「スキップ払い」に

JCBショッピングお支払い方法変更テレホンサービス（自動音声）

お電話
なら! 　ご登録の際には､本会員の方のカード番号（16桁）･暗証番号（4桁）が必要となります｡

　テレホンサービスでは､ご利用分をまとめて変更しますので､ご利用単位で変更を
ご希望の場合は､MyJCBをご利用ください｡
　ご利用代金明細書到着後や締切日前には、電話がつながりにくい場合があります。

●｢ショッピング利用後リボ払い・分割払い｣「ショッピングスキップ払い」のご利用には所定の手数料がかかります｡
●法人会員の方はご利用になれません｡また、個人会員の方であっても､カードに｢ショッピングリボ払い・分割払い｣の
ご利用枠が設定されていない場合はご利用になれません｡
●ご利用枠については、インフォメーションデスクまでお問い合わせください｡

●信用金庫以外の金融機関等、お支払い口座により締切日が異なる場合があります｡

「ショッピング利用後
リボ払い・分割払い」
「ショッピングスキップ払い」
申し込み締切日の
お知らせ

パソコン
なら! MyJCBにログインのうえ､｢お支払い方法を変更｣よりお手続きください｡

ご家族会員の方は、MyJCBでの変更登録はできません。

近畿しんきんJCBカード 検 索

6月お支払い分のご利用代金明細書
が到着したあとからでも…

〈不正使用検知システムによりカードのご利用が一旦保留となる事例〉
・過去の不正使用の事例と類似した場合
・第三者利用の疑いがあると判断した場合
・急に高額なカード利用があった場合
・カードの利用時間帯や利用場所が、直近の利用実績から
みて、第三者による悪用が疑われると判断した場合

カードのご利用時に、お取引を一旦保留させていただく場合がございます。

石川県鳳珠郡能登町に本店を置く「興能信用金庫
（こうのう）」は、本年１１月に創業９０周年を迎えます。
“地域にまっすぐ”をキャッチフレーズに、地域の皆さま
に支えられてきた歴史を十分に認識し、お客さまや
地域と真正面から本気で向かい合い、地域社会の
発展に寄与すべく、役職員一丸となって業務に励んで
います。今回はそんな「こうのう」の珠洲支店で活躍中
の番匠さんからのイキイキ！しんきんメッセージです。

個人・法人会員対象
(エントリー必要)プレゼントHAPPY近畿しんきんカードを

使って!

お電話
なら! 会員番号(16ケタ)

キャンペーンコードの指定キャンペーンエントリーダイヤル
ナビダイヤル
有　料（ ）

●ダイヤル回線の方は､ガイダンスが流れた後､｢＊（コメマーク）｣､｢＃（シャープ）｣､｢トーン｣､｢PB(ピービー)｣など､電話機所定のトーン切替ボタンをプッシュし､ピッ､ポッ､パッの音が出るように切り替えてエントリーしてください｡
●ナビダイヤルは、NTTコミュニケーションズが提供するサービスで、大阪市内へ着信し通話料はお客様負担となります。また、本サービスでは、発信者の方が加入されている電話の各種割引サービスは適用されません。
●上記のエントリーシステムは、システムメンテナンス等につき､エントリーの受付を一定時間停止させていただく場合がございます｡●本プレゼントに応募された会員の方の情報は、抽選処理および賞品発送のため、利用させていただきます。

エントリー方法

2023年6月12日ご請求分のうち、ショッピングなどで本会員と
ご家族会員注1のご利用分を合わせて、総額1万円以上（税込）
ご利用いただいた方の中から抽選で２５名様にプレゼント!

＜ご注意＞
●1つのカード種別で1口エントリーいただけます。
●当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。なお、賞品は弊社にお届けの
　郵便物送付先へお送りします。（2023年6月に抽選のうえ、2023年7月下旬に賞品を発送の予定。）
●弊社が同時期に実施する他のキャンペーンとの重複当選はございません｡
●年会費等はご利用額の対象となりません。
●当選者数は､近畿しんきんJCB・近畿しんきんVisa(またはマスター)会員の合計です。
注1）法人会員様は本会員を代表使用者に、ご家族会員を追加使用者に読み替えてください。

～奥能登の美味しいお米を食卓へお届けします～～奥能登の美味しいお米を食卓へお届けします～

すえひろ「お米のギフトセット」

エントリー締切 2023年6月15日（木）

ばんじょう

番匠 さん

イキイキ!
しんきん
メッセージ

興能信用金庫
石川県能登町

興能信金 検 索
興能信用金庫
珠洲支店
渉外係

完 

了

エントリー番号の指定

ほうす

「こうのう」の
いまのイチ押しは？

こうのうでは、地域文化や経済の発展に貢献
したいという願いから、町おこしの祭り・イベント
に参加するとともに、祭礼後にゴミ拾いを行い、
町の美化を推進しています。また、地域清掃
ボランティアとして、石川県の海岸線583km
をきれいにする海岸愛護運動「クリーン・ビーチ
いしかわ」に参加し、美しい石川の海を守るべく
活動しています。今後も様々な活動を通じて、
地域社会に貢献してまいります。

「こうのう」の
地域貢献活動の取り組みは？

「こうのう」珠洲支店のある
石川県珠洲市はどんな街ですか？

能登半島の先端に位置する石川県珠洲市は、三方
を海に囲まれた、美しい自然景観が魅力の街です。
「能登の里山里海」は“世界農業遺産”にも登録
された地域で、「珠洲の秋祭り」・「ヨバレ」に象徴
される“祭り”や“食”の文化や農耕儀礼「あえのこと」
等、有形無形の伝統文化が色濃く残っています。
また、３年に１度開催される「奥能登国際芸術祭」の
屋外作品はいつでも鑑賞でき、街中の芸術作品を
四季折々いつの季節でも楽しめます。

創業９０周年を迎えるにあたり、記念のキャンペーン
商品を企画しています。その一環として、「教育
ローン」の金利優遇キャンペーンを本年６月３０日
まで実施しており、更にＷＥＢ完結型にてお手続き
いただくと、最優遇金利にてご利用いただけます。
くわしくは、「こうのう」のホームページをご覧
いただくか、本支店窓口までお気軽にお問い
合わせください。（ご融資に際しましては、当金庫所定の
審査がございますので、ご了承ください。）

さとやまさとうみ

すず

●写真はイメージです。

奥能登の自然の水と土地で美味しい米づくりに
こだわり、安全・安心のお米をお届けする石川県
珠洲市「すえひろ」のおススメ商品。有機１００％肥料
のみを使用し、米の食味のみを追求して育てた
コシヒカリで、もちもちした食感で冷めても美味しい
「すえひろ舞」、さっぱりしていながら食べ応えの
ある食感が魅力の「能登ひかり」などをセットにした
「お米のギフトセット」を２５名様にプレゼントします。
※内容：すえひろ舞、能登ひかり、ひとめぼれ×各１ｋｇ

キャンペーン詳細＆エントリーは、弊社ホームページから▶▶▶

しんきんカードグループ共同企画
信用金庫の日6/15キャンペーン

エントリー＆ご利用は
6月30日まで！

弊社では、カード番号の悪用、紛失盗難カードや偽造カードの不正使用を未然に
防止することを目的とし、不正使用検知システムを導入しております。
カードのお取引ごとに、不審な点がないかモニタリング(不審カード利用チェック)
を行うことで、不正使用の早期発見に努めております。

昨今、ご本人が気づかないうちに、カードが盗まれたり、会員番号や有効期限などの
情報が不正に搾取され、インターネット上で悪用される被害が多発しています。

第三者によるカード犯罪を未然に防止し、会員の皆さまに安心してカードを
ご利用いただくために、不正使用検知システムにより、カードのご利用を一旦
保留とし、後日お電話でご連絡を取らせていただく場合がございますので、
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。　

「安心してカードをご利用いただくために」

カード不正使用検知システムについて

https://www.kinki-shinkincard.co.jp
近畿しんきんJCBカード 検 索パソコン

なら!
（トップ画面の左上に　  　　　    　　　　　 　  の表示があることをご確認ください｡）近畿しんきんカード株式

会社

弊社ホームページトップ画面上段の　　　　　　  より
　　　　　　　　　 をクリックして、お手続きください。キャンペーン

JCBカード会員様 スマートフォン
からの

エントリーなら!
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