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２０２０年３月１２日 

株式会社  山梨中央銀行 

 

ぼく、わたしの名前を募集します！ 

「『My Debit
マ イ デ ビ ッ ト

』公認キャラクター『カシカク』兄＆妹ネーミング募集」の実施について 

 

 株式会社山梨中央銀行（頭取 関 光良）は、2020 年 6 月に導入するブランドデビットカード「My Debit

（山梨中銀 Visa デビット）」（以下、「My Debit」といいます）の公認キャラクター「カシカク」の兄＆妹

の名前を、下記のとおり募集します。 

記 

 

１．募集期間 

2020 年 3 月 18 日（水）～2020 年 4 月 20 日（月） 
 

２．概要 

募集内容 

「My Debit」公認キャラクター「カシカク」の兄＆妹の名前を募集します。 

【兄】  & 【妹】  

「カシカク」とは 
カシカクは、「My Debit」の利用により、これまで以上にお金を賢く、管理（可

視化）できる仕事をしています。顔が四角いのも特徴です。 

対  象 
どなたでもご応募いただけます（グループでの応募も可）。 

※ 未成年の方は保護者の方にご確認ください。 

受賞特典 
（１）最優秀賞  1 名 三菱 UFJ ニコスギフトカード  20,000 円分 

（２）優 秀 賞 10 名 三菱 UFJ ニコスギフトカード   1,000 円分 

応募方法 

以下のいずれかの方法でご応募いただけます。 

（１）応募用紙（別紙）に必要事項をご記入いただき、山梨中央銀行（本支

店）の窓口へご提出ください。 

（２）山梨中央銀行ホームページの専用応募フォームからご応募ください。 

 https://yamanashibank.secure.force.com/campaign/YCB_MyDebitForm 

選考方法 応募締切後、選考委員会により選考します。 

発  表 
当行ホームページ（2020 年 5 月中旬）、「My Debit」の取扱開始時（2020 年

6 月初旬）に発表します。 

「MyDebit」の特徴 

・ATM に行かなくても口座の現金が使えるので、便利で安心です。 

・「現金」のように使えて現金よりお得になります。（0.2%ポイント還元） 

・15 歳以上ならどなたでもご利用いただけます（中学生以下は不可）。 

・「デビット」＝即時決済。引き落とし口座の残高に応じて使用でき、利用額

が通帳に表示されるため、管理しやすくなります。 

・全世界の「VISA」加盟店でご利用いただけます。 

その他 

・ネーミングは、他の名称や商標などに類似していないもの、自作かつ未発 

表のものに限ります。 

・応募にかかる個人情報は、ネーミング募集以外には使用しません。 

カシカク 
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くわしい内容およびご留意事項は応募用紙（別紙）をご確認ください。 

 

＜お客さまからのお問い合わせ先＞ 

  山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター 

  【電  話】０１２０－
ふ   れ   あ   い   ハ   ロ   ー   に

２０１８６２ （照会コード：9） 

  【受付時間】月曜日～金曜日 9：00～17：00 

          （ただし、祝日・12／31～1／3 は除きます。） 

 

  当行では、今後とも、お客さまにより一層ご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいります。 

 

以  上 



 

  

山梨中銀 Visa デビット 

【募集期間】 

3/18(水) ▶4/20(月) 2020 年 

2020年 6月に新登場する、 

デビットカード「My Debit（山梨中銀 Visa デビット）」 

の公式キャラクター「カシカク」の兄＆妹の名前を 

募集します！ 

カシカク 

【兄】 

【妹】 

三菱 UFJ ニコスギフトカード 

20,000 1,000 

応募方法については裏面をご覧ください 

デビットカード 

「カシカク」 

の仕事 

 

カシカクは、「My Debit」でこれまで 

以上にお金を賢く、管理（可視化）する 

仕事をしています 

のポイント 

●ＡＴＭに行かなくても口座の現金が使えます 

●「現金」のように使えて現金よりお得です 

（0.2％ポイント還元） 

●15 歳以上ならどなたでも使えます（中学生以下は不可） 

●現金を持ち歩かないので安心です 

●「デビット」＝即時決済ですので、「クレジット」と 

違い、引き落とし口座の残高に応じて使用できます。 

利用額は通帳で確認できますので「どこで、どのく 

らい」利用したのかが管理できます 

 

円分を 

贈呈 

最優秀賞 １名 優秀賞 １０名 

―マイデビット― 

 

 

円分を 

贈呈 

ぼくたちの 

名前を 

考えてネ！ 

どなたでも 

応募 OK 

www.yamanashibank.co.jp 

0120-201862 くわしくは山梨中央銀行の窓口 

またはフリーダイヤルへどうぞ 

＜受付時間＞ 
月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 
（ただし、祝日・１２/３１～１/３は除きます） 

照会コード 

９ 

ホームページからも応募できます 

「Visa デビットとは？」 

100 秒でわかる 

 
YouTube 

にて解説 

三菱 UFJ ニコスギフトカード 

ふれあいハロ－に 



 

 

 

 

 

 

 

ネーミング 【兄】の名前 

 

 

ネーミングについてのお願い 

・デビットカードらしいもの 

・親しみやすく覚えやすいもの 

・他の名称や商標などに類似していないもの 

・自作かつ未発表のもの 

・どなたでも応募できます 

※未成年の方が応募される場合は、保護者の方に

も確認してください 

・応募１件につき、１作品としてください 

・兄＆妹それぞれの名前を入力してください 

・おひとりさま何点でも応募できます 

 【妹】の名前 

 

 

ネーミング 

の理由・説明 

 

応募者情報 

※グループでの

応募の場合は代

表者の方 

  

（ふりがな） 

氏名 

（ふりがな） 

TEL （   ） 
 

住所 
〒   － 

 

職業・学校名  年齢 才 

メールアドレス  

●募集内容  「My Debit」のキャラクター「カシカク」の【兄・妹】の名前を募集します。 

●応募方法  必要事項（①カシカク「兄」および「妹」の名前、②ネーミングの理由・説明、③応募者の氏名、  

④電話番号、⑤郵便番号・住所、⑥職業・学校名、⑦年齢、⑧メールアドレス）を記入し、下記の

いずれかの方法でご応募ください。 

＜応募先＞ １．山梨中央銀行本支店窓口 

＜応募先＞ ２．当行ホームページ（専用フォーム） https://ｗｗｗ.yamanashibank.co.jp 

●応募期間  2020 年 3 月 18 日（水）～4 月 20 日（月） 

●応募対象  どなたでもご応募いただけます。 

●選考方法  応募締切後、選考委員会により決定します。 

●発   表  当行ホームページ（2020年 5月中旬）、本商品の取扱開始時（2020年 6月初旬）に発表します。 

●賞について 1点を最優秀賞、次点として 10点を優秀賞とします。副賞として最優秀賞は 2万円分、優秀賞は

1 千円分の三菱 UFJニコスギフトカードを贈呈します(最優秀賞をネーミングとして採用します)。 

●その他  ・決定したネーミング、および入賞作品の著作権（著作権法第 27条及び第 28条に規定する権利を

含む）、その他一切の権利は山梨中央銀行に帰属します。 ・著作権等の知的財産権に関係す

る争議が発生した場合、山梨中央銀行は一切の責任を負いませんので、著作権等に抵触する

恐れのあるネーミングはご応募しないでください。 ・応募するネーミングは自作未発表のものに

限ります。自作でないと認められた場合は取り消す場合もあります。 ・最優秀賞の愛称を補作・

修正する場合があります。 ・応募にかかる費用は応募者の負担となります。 ・応募にかかる個

人情報は、ネーミング募集以外には使用いたしません。 ・最優秀賞、優秀賞は受賞者の氏名、

住所（市町村名）、職業、学校名を公表させていただくことがあります。 ・応募状況や審査状況

の確認等のお問い合わせにはお答えできません。 ・応募用紙等は返却いたしません。 

●お問い合わせ 株式会社山梨中央銀行 〒400-8601 甲府市丸の内 1-20－8 

フリーダイヤル ０１２０-２０１-８６２（照会コード 9） 

（受付時間 平日 9:00－17:00） 

    

   

 

公認キャラクター「カシカク」ネーミング応募用紙 

山梨中銀Visa デビット 

www.yamanashibank.co.jp ホームページからも応募できます⇒ 
（2020年 3月 18 日現在） 


