
 

 
 
 

 

【お問い合わせ先】  愛媛銀行 企画広報部   TEL 089（933）1111 

2021年 9月 3日 
 

各  位 
 
 

スマートフォンアプリ「ひめぎんアプリ」がバージョンアップ！ 

～ますます便利にお使いいただけるようになりました～ 

 

当行（頭取 西川義教）は、お客さまの利便性向上を目的としてスマートフォンアプリ「ひ

めぎんアプリ」の機能をバージョンアップしますのでお知らせいたします。 

また、新機能の１つである公営競技・スポーツくじのサービス提供開始に伴い、「公営競技・

スポーツくじ新規登録キャンペーン」を実施いたしますのであわせてお知らせいたします。 

当行は、お客さまにより便利にアプリを活用いただけるよう、今後も更なるバージョンアッ

プをしていく予定です。 
 
１．主な新機能・サービス 

機能 サービス内容 

入出金通知設定 

普通預金、貯蓄預金、カードローン口座で

入出金取引があった場合に、リアルタイム

でプッシュ通知にてお知らせします。 

運用資産照会 （※１） 

従来の投資信託残高照会に加えて、通貨ご

との外貨預金残高（普通預金、定期預金）

および為替レート（前営業日参考値）が照

会いただけます。 

ひめぎん NEOBANKサービス 

公営競技 

スポーツくじ 

メイン口座から公営競技（競馬・ボートレ

ース）やスポーツくじをご利用いただけま

す。 

ＡＴＭ出金ロック設定 
キャッシュカードのＡＴＭ取引（出金）を

口座ごとに制限することができます。 

 ※１：運用資産照会は、メイン口座お取引店のお取引が対象となります。 

 ※２：ひめぎん NEOBANKサービスとは、ひめぎんアプリを通じて当行口座から住信 SBI ネット銀行が 

提供する公営競技への投票やスポーツくじの購入ができるサービスです。 

（当行が住信 SBI ネット銀行の銀行代理業者としてお客さまへサービスを提供します） 
 
２．バージョンアップ日 

  ２０２１年９月６日（月） 
 
３．「公営競技・スポーツくじ新規登録キャンペーン」概要  ※詳細は、別紙参照 

（１）期間  2021年 9月 6日（月）～2021年 10月 31日（日） 

（２）内容  キャンペーン期間中に次の２つの条件両方を満たした方に、200円プレゼント 

①ひめぎん NEOBANK口座の開設 

②公営競技の会員登録もしくはスポーツくじの利用登録いずれか１つ以上 

 

以上 

＜メイン画面＞ 

（※２） 



ポイント！
ひめぎんアプリ登録で

10P

詳しくは、愛媛銀行のお取引窓口へお問い合わせください。

（2021年9月6日現在）

ひめぎんポイント倶楽部
お得なサービスが受けられる！

https://www.himegin.co.jp/

サービス内容に関するお問い合わせは、フリーダイヤル
（　 0120‐22‐0576 月～金（祝日除く）9：00～17：00）へ

「ひめぎんポイント倶楽部」とは、愛媛銀行と取引するごとに特典が
アップするお得なサービスです。合計ポイントによってお得な特典
を受けられます。

入会金
年会費
無料

毎日の暮らしをアップデート

お申込も、ひめぎんアプリから。

ポイント残高

未登録 ポイント

ポイント特典詳細はこちら

ひめぎんアプリで、ステー
ジおよびポイント数の確
認ができます。

ポイント倶楽部未加
入の場合、青い画面
となります。

今すぐ！ダウンロード
ひめぎんアプリ 検索

今すぐ！ダウンロード
ひめぎんアプリ 検索

《 口座登録方法 》 《 ご用意いただくもの 》
●登録する口座のキャッシュカード

●登録する口座の通帳

❶店番（数字3桁）

❷口座番号（数字7桁）

※通帳を発行していない口座の場合、
　現在残高

店番

《 入力項目 》

ひめぎんアプリのご利用にあたっ
ては、口座の登録が必要です。

口座番号

❸氏名（全角カタカナ）

❹生年月日

❺キャッシュカード暗証番号（数字4桁）

❻通帳記帳最終行の口座残高下4桁
（例）

※通帳を発行していない口座の場合は
　入力時の口座残高下4桁を入力

1,234,567円
89円

-500円

→「4567」
→「0089」
→「0500」

❶

❷

❺

❻

❸

❹

年 月 日 概   要
1 03‐01‐06

20,000
82,345

03‐01‐08
10,000

100,000

62,345
52,34503‐01‐13

03‐01‐15
10,000

152,345

2
3
4
5
6

お引き出し額 お預け入れ額

普通預金
差 引 残 高

【ご利用いただける方】
愛媛銀行にキャッシュカード発行済みの普通預金口座をお持ちの個人のお客さま
【ご利用時間】0：05～23：55
※毎月第1・3月曜日の前日日曜日23：55～翌月曜日6：00を除く。
※1：00～5：00の時間帯はメンテナンスのため、一部照会機能が制限されます。
　入出金明細…直近2か月分のみ照会可能　運用資産照会…表示されません。
※上記以外にもシステムメンテナンスのため、サービスが休止となる場合があります。
＜注意事項＞
※貯蓄預金、定期性預金（定期預金、積立定期預金、定期積金、財産形成預金）、運用
　資産（投資信託残高、外貨預金残高）、ローン（各種個人ローン、住宅ローン）の照会
　は、メイン口座お取引店でのお取引が対象になります。
※メイン口座および追加口座の登録は、キャッシュカード発行済の普通預金口座が
　対象となります。
※個人事業主の方で普通預金に事業性ローン（ビジネスサポートカードローン等）を
　セットされている場合はメイン口座として登録できません。
※口座の登録時にキャッシュカード暗証番号等本人確認情報を一定回数誤入力された
　場合にはロックがかかります。
※入出金明細の表示件数は、1か月最大100件です。101件以上の明細がある場合は、
　最新の100件のみ表示します。
※住所変更・電話番号変更受付後に新住所へ「住所変更届」を郵送します。ご署名の
　うえご返送いただくことで住所変更手続きが完了となります。メイン口座お取引店
　以外の当行本支店にお取引がある場合は、当行本支店の窓口等で別途当行所定の
　住所変更手続きを行う必要があります。

アプリカードローン
24時間365日アプリでどこでも
お借入・ご返済が可能！お申込み
はこちらから。

通帳レス口座切替申込
ひめぎん通帳レス口座（通帳を発
行しない普通預金口座）へ切替が
できます。

インターネットバンキング
ワンタイムパスワードアプリから
各種銀行取引やサービスがご利用
いただけます。

住所変更・電話番号変更
メイン口座お取引店のご住所お
よびお客さま情報を変更します。

かんたん「家計簿」
（一生通帳 by Moneytree）
銀行・クレジットカード・電子マ
ネーやポイントの残高や明細
を一元管理。

ローンサイト
申込みから借入までWEBで完
結！カードローン、フリーローン、
マイカーローン等のお申込みは
こちらから。

JCBクレジット・
デビットカード

（Money Tap）
かんたん送金

Money Tap対応金融機関の
口座に無料で送金できます。

愛媛銀行ホームページ
愛媛銀行ホームページへリン
クします。

※Money Tapの利用には「Mo
   ney Tapアプリ」が必要です。

キャッシュカードとクレジット
カードが1枚になった［asita］、
即時決済の「ひめぎんJCBデビ
ット」の申込みがWEBで完結！



残高照会・入出金明細

各種預金・カードローンの残高や
入出金明細（直近5年分）がリアル
タイムで確認できます。メイン口
座お取引店に複数の口座をお持
ちの場合、自動で表示されます。

〈カードローン増額申込〉

〈カードローン照会〉

〈積立定期預金一部引出し〉
積立定期預金から、指定の金額
を自動振替口座へ振り替えます。
（限度額：30万円/日）

引き落とし予定照会
照会時点で予定されている引
き落とし明細が確認できます。

メイン口座から公営競技（競馬・
ボートレース）の投票、スポーツ
くじの購入ができます。

運用資産照会

投資信託残高およびファンドの
詳細、外貨預金残高（普通預金・
定期預金）が確認できます。
※前営業日の残高が表示されます。
　（休日の場合、投資信託は2営業日前）

※お客さまの積立状況により、一部
　引出しできない場合があります。

ローン残高照会

各種個人ローンや住宅ローン
の残高および返済予定（6か月
分）が確認できます。

対象のお客さま
において、カード
ローンの増額申
込が可能です。

振替 公営競技
スポーツくじ

ひめぎんアプリに登録の口座間
での振替ができます。カード
ローンのお借入・ご返済もこちら
から。（限度額：30万円/日）

《銀行代理業の概要》
所属銀行：住信SBIネット銀行株式会社／銀
行代理業者：株式会社愛媛銀行　取扱業
務：円普通預金の受入れを内容とする契約
締結の媒介（勧誘及び受付）並びに為替取
引を内容とする契約締結の媒介（勧誘）

※「ひめぎんNEOBANKサービス」の
　お申込みおよび各種サービスごと
　の利用登録が必要です。

〈入出金通知設定〉
普通預金、貯蓄預金、カード
ローン口座に指定金額以上の
入出金取引があった場合、
プッシュ通知でお知らせします。

〈ATM出金ロック設定〉
口座ごとにキャッシュカード
のATM取引（出金）を制限する
ことができます。

ポイント倶楽部の
ステージおよびポ
イント数が確認で
きます。

メイン口座と同じ
名義の他店口座
を追加できます。

各種優遇の対象口座の場合、
コンビニATM手数料無料
回数が確認できます。

直近5年分までの明
細が確認できます。

通帳表示・メモ入力
もできます。

カードローンのご利用
可能額や返済予定を
確認できます。

住宅ローン
一部繰上返済申込

対象の住宅ローンについて一部
繰上返済申込ができます。
※一部繰上返済申込額は100万円以上
　（1万円単位）となります。また、一部
　繰上返済日は毎月の約定返済日と
　なります。
※一部繰上返済申込の予約は、次回
　ご返済日の10日前まで申込可能です。

NEW
NEW

NEW

NEW

引き落とし予定を確認して残高が
不足する場合はアプリに登録して
いる他口座から振替が可能です。



●即PAT（JRA/中央競馬）
●テレボート（ボートレース）
●SPAT4（地方競馬）

●BIG　　●toto

2021年9月6月
日～2021年10月31日日まで

公営競技・スポーツくじ
 新規登録キャンペーン

条件1 ひめぎんNEOBANK口座開設

条件2  公営競技の会員登録（ひめぎんNEOBANKを引落口座に設定）
もしくはスポーツくじの利用登録いずれか1つ以上

利用可能な公営競技

購入可能なスポーツくじ

※投票可能年齢20歳以上

※購入可能年齢19歳以上

次の2つの条件両方を満たした方に、
もれなく200円プレゼント！！

（当行振替口座へ2021年12月末頃に入金いたします）

〈2021年9月6日現在〉

キャンペーン期間

■注意事項
＜公営競技およびスポーツくじについて＞
・以下の年齢に満たないお客さまや法人のお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。
 公営競技（テレボート・JRA・SPAT4）：満20歳以上
 スポーツくじ：満19歳以上
＜公営競技について＞
・会員登録可能時間および投票受付時間は、各サービスにより異なります。各サイトにてご確認ください。
＜スポーツくじについて＞
・会員登録可能時間は365日24時間です（臨時システムメンテナンス除く）。
・くじ購入は、毎日23:55～0:05までシステムメンテナンスのためご利用いただけません。
・当せん金は、売上金額や当選口数によって変動します。
＜本キャンペーンについて＞
・対象はひめぎんアプリ登録済みの個人のお客さまとし、各サービスへの登録口座は、ひめぎんアプリに登録しているメイ
ン口座に限ります。
・本キャンペーンは、期間中であっても予告なく内容を変更または中止する場合があります。
・特典を受ける権利を第三者へ譲渡、換金等することはできません。
・特典は、課税の対象となる場合がありますので所轄税務署にご確認ください。
・特典提供の時点で、愛媛銀行の口座、住信SBIネット銀行の口座、並びに口座振替契約・利用登録いただいた全ての契約
をご解約の場合、口座凍結、愛媛銀行および住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合はキャンペーンの
対象外となります。
・景品表示法の規制により同時期に実施するその他のキャンペーンにおいて特典付与できない場合や満額をお支払いで
きない場合がございます。
・ひめぎんNEOBANK以外での各会員登録は、本キャンペーン対象外となります。
・不正行為があると判断した場合は、各種権利を無効とすることがあります。

■銀行代理業の概要
所属銀行：住信SBIネット銀行株式会社／銀行代理業者：株式会社愛媛銀行
取扱業務：円普通預金の受入れを内容とする契約締結の媒介（勧誘及び受付）並びに為替取引を内容とする契約締結の媒

介（勧誘）

\ 　　　　　　　　で楽しもう！/



〈ひめぎんアプリ内アイコン〉

●ひめぎんアプリに
　登録している
　メイン口座の情報を
　入力してください。

●サービス内容をご確認のうえ
　「サービス申込」ボタンを
　押してお進みください。

●ご利用を希望するサービスの登録ボタンを押して、それぞれの画面に
　そってお進みください。

公営競技・スポーツくじの利用登録方法条件2

▶公営競技 ▶スポーツくじ

ひめぎんNEOBANK口座開設方法条件1

〈2021年9月6日現在〉

月～金（祝日除く） 9：00～17：00　https://www.himegin.co.jp/
詳しくは、お近くの愛媛銀行窓口またはフリーダイヤルへ。

●各種利用規定をご確認・同意
●SMS認証
●お客さま情報の入力

●ご登録いただいたメール
　アドレスに口座開設完了の
　メールが届きます。

●お客さま情報をご確認のうえ
　お申込みください。

※NEOBANK口座を開
設される前は、上記いず
れの選択をされた場合
でも次の画面へ進みま
す。


