
当金庫が発売した「がんばれ阪神タイガース定期預金」    

No.1                  

種類 発売期間 特長 預入実績 その他 

①｢強虎元年｣ 

 

 

 

 

1999(平成11)年1月18日 

～3月31日  （2.5ヵ月) 

・金利 

優  勝－3倍 

準優勝－２倍 

・預入期間 1年・2年・ 

      3年 

330億円 45,000件 

（金利インセンテ

ィブ初設定） 

残念企画／14年2月の「安芸キャ

ンプ見学ツアー」に300組600名

様をご招待 

1999～2001 第６位 

野村監督 

発案者は橋本会長（以降同じ） 

②｢勝星７７｣ 

 

 

 

2002(平成14)年3月18日 

～5月31日  （2.5ヵ月) 

・金利 

優   勝－7.7倍 

２･３位－ ２倍 

・預入期間  １年 

1,590億円 132,000件 

 

残念企画／タイガースグッズ(１万

円相当）を抽選で1,001名様に贈呈。 

第４位 

星野監督 

③｢パワーアップ

勝星７７｣ 

 

 

 

・新規のお取扱い 

2003(平成15)年1月10日

～4月30日    （４ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年３月18日～5月31日 

・金利 

優   勝－7.7倍 

２･３位－ ３倍 

・預入期間    １年 

2,280億円 190,000件 

 

(残念企画／１万円の商品券を抽選

で7,700名様に贈呈） 

 

9月15日セリーグ優勝 

星野監督 

④｢Let’s Go V２ 

HANSHIN Tigers ｣ 

 

・新規のお取扱い 

2004(平成16)年2月2日

～4月30日   （3ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年１月10日～5月31日 

・金利 

優勝・2位・3位で3倍 

優勝の場合はさらに抽選

でタイガースキャンプ見

学ツアーに500組1,000

様ご招待 

・預入期間  1年 

2,508億円 206,000件 

 

残念企画／タイガースグッズ8,000

円相当を抽選でプレゼント 

当選本数は8,000本 

抽選は16年11月8日実施 

第４位 

岡田監督 

 

⑤「虎ditional’70｣ ・新規のお取扱い 

2005(平成17)年2月1日

～4月28日     （3ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年１月10日～5月31日 

 

・金利 

優勝－5倍 

2位・3位－3倍 

優勝の場合はさらに抽選

で優勝記念パーティーに

350組700様ご招待 

・預入期間 1年 

2,575億円 210,000件 

 

残念企画／タイガースグッズ8,000

円相当を抽選でプレゼント 

当選本数は8,000本 

 

9月29日セリーグ優勝 

岡田監督 

 

⑥｢連覇願年｣ 

 

・新規のお取扱い 

2006(平成18)年2月1日

～4月28日     （3ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年１月10日～5月31日 

 

・金利 

優勝－5倍 

2位・3位－3倍 

優勝の場合はさらに抽選

で500名様に、優勝ロゴ

入り記念旅行券50,000

円プレゼント 

・預入期間 1年 

2,670億円 217,000件 

 

残念企画／タイガースグッズ8,000

円相当を抽選でプレゼント 

当選本数は8,000本 

 

第２位 

岡田監督 

 



 

No.2 

種類 発売期間 特長 預入実績 その他 

⑦｢虎の雄叫｣ 

 

・新規のお取扱い 

2007(平成19)年2月1日

～4月27日     （3ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年１月10日～5月31日 

優勝時、抽選で総額５億

円分のプレゼント 

優勝－商品券５万円分 

2位－ 〃 ３万円分 

3位－ 〃 ２万円分 

※当選本数 各１万本 

・預入期間 1年 

2,668億円 215,000件 

 

残念企画／タイガースグッズ8,000

円相当を抽選でプレゼント 

当選本数は10,000本 

 

第３位 

岡田監督 

 

⑧｢虎の雄叫Ⅱ｣ ・新規のお取扱い 

2008(平成20)年2月1日

～4月30日     （3ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年１月10日～5月31日 

優勝時、抽選で総額５億

円分のプレゼント 

優勝－商品券５万円分 

2位－ 〃 ３万円分 

3位－ 〃 ２万円分 

※当選本数 各１万本 

・預入期間 1年 

 

2,651億円 214,000件 

 

残念企画／タイガースグッズ8,000

円相当を抽選でプレゼント 

当選本数は10,000本 

 

第２位 

岡田監督 

 

⑨｢猛虎一本道｣ ・新規のお取扱い 

2009(平成21)年2月2日

～4月30日     （3ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年１月10日～5月31日 

優勝時、抽選で総額５億

円分のプレゼント 

優勝－商品券５万円分 

2位－ 〃 ３万円分 

3位－ 〃 ２万円分 

※当選本数 各１万本 

・預入期間 1年 

2,707億円 219，000件 

 

残念企画／タイガースグッズ8,000

円相当を抽選でプレゼント 

当選本数は10,000本 

 

第４位 

真弓監督 

 

⑩「猛虎無双｣ ・新規のお取扱い 

2010(平成22)年2月1日

～4月30日     （3ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年１月10日～5月31日 

優勝時、抽選で総額５億

円分のプレゼント 

優勝－商品券５万円分 

2位－ 〃 ３万円分 

3位－ 〃 ２万円分 

※当選本数 各１万本 

・預入期間 1年 

2,778億円  224,000件 

 

残念企画／タイガースグッズ8,000

円相当を抽選でプレゼント 

当選本数は10,000本 

 

第２位 

真弓監督 

⑪「猛虎猛進｣ ・新規のお取扱い 

2011(平成23)年2月1日

～4月28日     （3ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年１月10日～5月31日 

優勝時、抽選で総額５億

円分のプレゼント 

優勝－商品券５万円分 

2位－ 〃 ３万円分 

3位－ 〃 ２万円分 

※当選本数 各１万本 

・預入期間 1年 

2,767億円  224,000件 

 

残念企画／タイガースグッズ8,000

円相当を抽選でプレゼント 

当選本数は10,000本 

 

第４位 

真弓監督 



 

No.3 

種類 発売期間 特長 預入実績 その他 

⑫「獣王無敵｣ ・新規のお取扱い 

2012(平成24)年2月1日

～4月27日     （3ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年１月10日～5月31日 

優勝時、抽選で総額５億

円分のプレゼント 

優勝－商品券５万円分 

2位－ 〃 ３万円分 

3位－ 〃 ２万円分 

※当選本数 各１万本 

・預入期間 1年 

2,724億円  219,000件 

 

残念企画／タイガースグッズ8,000

円相当を抽選でプレゼント 

当選本数は10,000本 

 

第５位 

和田監督 

⑬「虎豪逆襲」 ・新規のお取扱い 

2013(平成25)年2月1日

～4月30日     （3ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年１月10日～5月31日 

優勝時、抽選で総額５億

円分のプレゼント 

優勝－商品券５万円分 

2位－ 〃 ３万円分 

3位－ 〃 ２万円分 

※当選本数 各１万本 

・預入期間 1年 

2,630億円  210,000件 残念企画／タイガースグッズ8,000

円相当を抽選でプレゼント 

当選本数は10,000本 

 

第２位 

和田監督 

⑭「勇虎猛進」 ・新規のお取扱い 

2014(平成26)年2月3日

～4月30日     （3ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年１月10日～5月31日 

優勝時、抽選で総額５億

円分のプレゼント 

優勝－商品券５万円分 

2位－ 〃 ３万円分 

3位－ 〃 ２万円分 

※当選本数 各１万本 

日本一となった場合 

Wチャンス特典（新設） 

抽選で総額３千万円分の

プレゼント 

商品券３万円分 

※当選本数 １千本 

・預入期間 1年 

2,706億円  210,000件 残念企画／タイガースグッズ8,000

円相当を抽選でプレゼント 

当選本数は10,000本 

 

セントラルリーグ公式戦 

第２位 

和田監督 

 

日本一 

福岡ソフトバンク 

 

 

⑮「虎軍奮闘」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規のお取扱い 

2015(平成27)年2月2日

～4月30日     （3ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年１月10日～5月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

優勝時、抽選で総額５億

円分のプレゼント 

優勝－商品券５万円分 

2位－ 〃 ３万円分 

3位－ 〃 ２万円分 

※当選本数 各１万本 

日本一となった場合 

Wチャンス特典 

抽選で総額３千万円分の

プレゼント 

商品券３万円分 

※当選本数 １千本 

・預入期間 1年 

2,726億円  210,000件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残念企画／タイガースグッズ8,000

円相当を抽選でプレゼント 

当選本数は10,000本 

 

セントラルリーグ公式戦 

第3位 

和田監督 

 

日本一 

福岡ソフトバンク 

 

 

 

                 



 

No.4 

種類 発売期間 特長 預入実績 その他 

⑯「虎願成就｣ ・新規のお取扱い 

2016(平成28)年2月1日

～4月28日     （3ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年１月10日～5月31日 

優勝時、抽選で総額５億

円分のプレゼント 

優勝－商品券５万円分 

2位－ 〃 ３万円分 

3位－ 〃 ２万円分 

※当選本数 各１万本 

日本一となった場合 

Wチャンス特典 

抽選で総額３千万円分の

プレゼント 

商品券３万円分 

※当選本数 １千本 

・預入期間 1年 

2,746億円  210,000件 

 

残念企画／タイガースグッズ8,000

円相当を抽選でプレゼント 

当選本数は10,000本 

 

第4位 

金本監督 

 

日本一 

北海道日本ハム 

⑰「猛虎大願」 ・新規のお取扱い 

2017(平成29)年2月1日

～4月28日     （3ヵ月） 

・自動継続のお取扱い 

同年１月10日～5月31日 

優勝時、抽選で総額５億

円分のプレゼント 

優勝－商品券５万円分 

2位－ 〃 ３万円分 

3位－ 〃 ２万円分 

※当選本数 各１万本 

日本一となった場合 

Wチャンス特典 

抽選で総額３千万円分の

プレゼント 

商品券３万円分 

※当選本数 １千本 

・預入期間 1年 

2,725億円  207,700件 

 

残念企画／タイガースグッズ8,000

円相当を抽選でプレゼント 

当選本数は10,000本 

 

第2位 

金本監督 

 

日本一 

福岡ソフトバンク 

 

 平成30年1月 尼崎信用金庫広報グループ作成 


