ご 利 用 のし おり 基 本 編（一体型）

（2022年10月現在）
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ご利 用 の 前に
キャッシュカードとクレジットカードが1枚になった《JOYO CARD Plus》一体型
のご利用方法についてご案内いたします。カードご利用前に本しおりを必ずお
読みいただき、大切に保管してください。
常陽銀行・E-net・セブン銀行・ローソン銀行・提携金融機関の
「IC対応ATM」
でキャッシュカードをご利用になる場合、
および
クレジットカードをご利用になる場合は、
こちらから挿入してくだ
さい。

日本をはじめ、世界中でご利用いただ
ける国際ブランドです。

銀行番号・支店番号・口座番号
の順で記載されています。

カード有効期限を「月
（2ケタ）」/「 年
（2ケタ）
」
で表示しています。
「年」
は西暦の下2ケタとなります。

他の金融機関のＩＣ非対応のＡＴＭをご利用になる場合は、
こちらから挿入してください。

ICチップは構造が複雑で偽造されにくいことから、磁気ストライプより格段に安全性が
高くなります。
《JOYO CARD Plus》に搭載されたICチップには、磁気ストライプの数
百倍以上もの情報を記憶させることができ、
この中にお客さまの預金口座情報・クレ
ジット情報・生体認証情報を登録します。
※カードは、衝撃が加わったり水に濡れたりすると、ICチップが破損・故障し、
ご利用できなくなる場
合がございますので、
ご注意ください。
セキュリティコードです。通信販売やイ
ンターネットショッピングをご利用の際
に必要となる場合がございます。
クレジットカードの情報処理用の磁気
ストライプです。
※テレビ・携帯電話・ヘッドホンステレオ・
バッグや財布の口金など、
磁気を帯び
たものに近づけると、
カードの磁気が
低下して使用できなくなる場合がござ
います。カードを折り曲げたり磁気に
近づけないよう、
ご注意ください。
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国内のショッピングや、
さまざまなサー
ビスのご提供は、三菱ＵＦＪニコスがサ
ポートいたします。

年会費のご案内
《JOYO CARD Plus》一体型のご利用には、所定の年会費が必要になりま
す。年会費は、
ご請求月の10日
（休日の場合は翌営業日）
にクレジットカードご利
用代金のお支払口座より自動引落しとなります。

＜ゴールドカード＞
・本人会員：11,000円（税込）
・家族会員：1名さま無料 2名さまからは1名さまにつき
1,100円（税込）
＜一般カード＞
・本人会員：初年度年会費無料 次年度以降1,375円（税込）
・家族会員：初年度年会費無料 次年度以降1名さまにつき
440円（税込）
一般カード年会費優遇のご案内

下記のいずれかに該当された場合、翌年の年会費が家族カード
分も含めて無料となります。
・カード券面に記載の有効期限月の翌月10日から翌年の有効期限
月の10日ご請求分までに、
20万円以上ご利用になられた場合。
※年会費優遇の対象となるご利用金額累計は、
「ご利用代金明細書」
に表示いたします。
※カード年会費・手数料・金利・遅延損害金・収納代行によるお支払いは、
ご利用金額累計の
対象外となります。
※カード種類を変更した場合、
前カードのご利用実績は引き継がれません。

・当行が指定する携帯電話会社＊や電力会社＊の月々の使用料
を、
《JOYO CARD Plus》一体型でお支払いいただいた場合。
＊対象となる携帯電話・電力会社については当行ホームページにてご確認ください。

偽造カード被害にご注意ください
昨今、
カードの磁気データをコピーして作られる偽造カードによる被害が多発し
ております。
このような被害を未然に防ぐために、
カードの管理には十分ご注意
ください。
〈カードご利用時と保管時のご注意〉

・財布が身体から離れた状態でサービスを受けるようなお店では、十分ご注意ください。
・お店でカードを利用する際は、極力ご自分の目の前で売上処理をお願いしてください。
・財布やカードケースなどの貴重品は、長時間手元から離れることのないようにしてください。
特に車中での保管・放置は絶対にしないよう、
ご注意ください。
・空き巣や車上荒しの被害に遭った際は、
カードが盗まれていなくても、当行まですみやかにご連絡ください。

不正使用防止にご協力ください
カード裏面のご署名欄にご自身のサインを、サインペンかボールペ
ンでご記入ください。サインは日本文字・ローマ字いずれも世界中で
通用いたします。ご本人のサインのないカードはご利用いただけな
いばかりか、紛失・盗難などで第三者に不正使用された場合の損害
額が補償されません。思わぬトラブルから身を守るためにも、
カードの裏面には必ずサイ
ンをご記入ください。なお、
なぞりや訂正のあるご署名は加盟店などでご利用いただけ
ない場合がございますので、書き損じなどにご注意ください。

有効期限到来後、旧カードはご利用いただけません。有効期限が近づきましたら、
所定の審査を行ったうえで、
当行より新カードをお届けいたしますので、旧カードは
ICチップと磁気ストライプ部分をハサミで切断のうえ、破棄してください。
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お客さまに安心してカードをご利用いただくため、不正使用防止の観点から下
記の対応をとらせていただく場合がございますので、
ご理解とご協力をお願い
いたします。
・お客さまの平均的なカードご利用状況とは異なるお取引や不正使用の傾向が見られるお取引の場合、セ
キュリティチェックがかかることがございます。
この場合、加盟店よりカード会社へご連絡いただき、
ご本人さ
まのご利用であることを確認させていただきますので、
ご協力をお願いいたします。万一、海外でカードがご
利用いただけない場合には
「DCホットライン24」
までご連絡ください
（→P17）
。
・カードご利用内容が、
ご本人さまによる正規のご利用であったことを確認させていただくため、
ご自宅もしく
はお勤め先へお電話にてご連絡させていただくことがございます。
・他人に貸したカードが第三者に不正使用された場合、
そのお支払いはお客さまのご負担となります。たとえ
ご家族であってもカードの貸し借りはおやめください。

銀行やカード会社などを装った詐欺にご注意ください
最近、銀行やクレジットカード会社・警察官などを装い、電話やEメールなどでお
客さまの個人情報やカードの情報を聞き出す悪質な詐欺事件が発生しておりま
すので、十分ご注意ください。
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キ ャッシ ュ カ ード と し て の
ご 利 用 に あ たって
カードの挿入方向にご注意ください

生体認証について

《ＪＯＹＯ ＣＡＲＤＰｌ
ｕｓ》一体型にはキャッシュカード機能が付いています。
キャッシュカードとしてご利用いただく際は、
ご利用になるATMによってカードの
挿入方向が異なりますので、
ご注意ください。

■ 常陽銀行・E-net・セブン銀行・ローソン銀行等の「IC対応ATM」
でご利用いただく場合
当行ならびにE-net・セブン銀行・ローソン銀行・提携金融機関の「IC対応
ATM」
をご利用の場合、
キャッシュカードのお取引はICチップの情報を読み
取ります。下記の矢印の方向にカードを挿入してください。
例）
常陽銀行のIC対応ATMの場合
（2019年10月現在）

②ATMにカードを挿入してください。
矢印の方向へ挿入してください。

①取引選択画面でご希望のお取引
ボタンを選択してください。

《ＪＯＹＯＣＡＲＤＰ
ｌ
ｕｓ》一体型は
「キャッシュカード」
をより一層安心してご利用
いただけるよう
「生体認証」
で高度なセキュリティを実現しています。

■「生体認証」とは
●「生体認証」は、一人ひとり異なる生体情報を利用してご本人さまである
ことを確認することにより、高度なセキュリティを実現するサービスです。
●特に
「静脈情報」
は、生体情報の中でも体内にあるため偽造されにくく、生
涯不変のものとされています。
●《JOYO CARD Plus》一体型では、ATMや当行窓口でのお取引の際
に、
「 暗証番号」
に加えて、
あらかじめICチップに登録したお客さまの指静
脈パターンと、認証機で読み取ったお客さまの指静脈パターンとを照合し
てご本人さまであることを確認する
「指静脈認証」
をご用意しております。

■「生体認証」のご登録方法
生体情報のご登録をご希望の場合は、
《JOYO CARD Plus》一体型がお
手元に届きましたら、下記
（1）
～
（2）
をお持ちのうえ、
ご本人さまが、当行窓口
へお越しください。
「生体情報
（指静脈パターン）
」のご登録手続きをいたしま
す。

ご預金のお引出しは
「お引出し」ボタンを、お預入れの場合は
「お預入れ」ボタンを選択
してください。

■「IC対応以外のATM」でご利用いただく場合
当行ならびに他の金融機関等の「IC対応以外のATM」
でご利用いただく場
合は、下記の矢印の方向にカードを挿入してください。
※逆の方向に挿入すると
「クレジット取引」
となる場合がありますので、
ご注意ください。

（2）
本人確認資料
（原則、顔写真入り公的証明書）

例）
常陽銀行のIC対応以外のATMの場合
（2019年10月現在）

②ATMにカードを挿入してください。
矢印の方向へ挿入してください。

①取引選択画面でご希望のお取引
ボタンを選択してください。

※上記の画面はあくまで常陽銀行のATMの一例です。
※取引選択画面は、
ご利用になるATMにより異なりますので、
ご不明の場合は、ATM設置金融機関等に
お問合せください。
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ご持参いただくもの

（1）
《 JOYO CARD Plus》一体型
●運転免許証

●パスポートなど

※顔写真入り公的証明書をお持ちでない場合は、確認資料
（保険証・年金手帳等）
に加えて、
「預金
通帳」
をお持ちください。

■「生体認証」対象口座
《JOYO CARD Plus》一体型のご利用代金お支払口座が対象口座となり
ます。
ご注意事項
※クレジット取引には、
「生体認証」
はご利用いただけません。
※「生体認証」
は、
《JOYO CARD Plus》一体型に搭載しているICチップに登録するため、有効期
限到来による
「カード更新」や紛失による
「カード再発行」
などで、新カードになった場合は、
あらた
めて新カードに
「生体情報」の再登録を行う必要がございます。
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■「生体認証」のご利用方法

デビットカードとしてのご利用について

●「IC・生体対応ATM」
でご利用の場合

《ＪＯＹＯＣＡＲＤＰ
ｌ
ｕｓ》一体型は
「デビット
カード」としてもご 利 用 いただけます 。
デビットカードがご利用いただけるお店は、
右記のマークをお確かめいただくか、直接
お店におたずねください。
※商品によっては、
ご利用いただけない場合があります。

■ お支払いの仕組み
「《JOYO CARD Plus》一体型」+「生体認証」+「暗証番号」
でご利用いただけます。

《ATM画面操作手順（2019年１０月現在）》
（ご預金の引出しの場合）
①取引操作画面で「お引出し」のボ
タンを押してください。

③指認証画面でご登録された指を
認証機に置いてください。

お買物やご飲食の際に、
《ＪＯＹＯＣＡＲＤＰ
ｌ
ｕｓ》一体型を提示して、取扱
加盟店の端末にキャッシュカードの暗証番号を入力します。ご利用代金は、
即時にお客さまの口座から引き落とされ、お支払いが完了します。

■ ご利用にあたってのご注意
デビットカードでお支払いを希望される場合は、
クレジットカードでのお支払
いと区別するために、
「J-Debitで」
とお伝えください。

ご利用の際は、右記の矢印の方向にカードを
挿入してください。

②カード挿入画面でATMにカードを
挿入してください。

④本人確認画面でご本人さまである
ことが認証されました。

矢印の方向へ挿入してください。

⑤暗証番号入力画面で暗証番号を
入力してください。

矢印の方向へ挿入してください。

◆ カードの挿入方向にご注意ください。

代理人カードについて
《JOYO CARD Plus》一体型のキャッシュカード機能は、
ご家族の方にご利用い
ただくための代理人カード

ICエースカードを発行することができます。

■お申込資格
生計をともにするご親族さま
（1名さまに限ります。）
■手数料
ICエースカードでの代理人カードは、発行手数料が無料となります。
※お申込みは常陽銀行本支店の窓口にてお受けいたします。詳しくは当行本支店までお問合せくだ
さい。
※代理人カードには、
クレジットカード機能は付加されておりません。

以降は通常のお取引と同様です。
※「生体情報」
を登録いただいた場合でも、指静脈認証に対応していないATMでは
「生体認証」
をご利用
いただけません。
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ク レ ジ ット カ ード と し て の
ご 利 用 に あ たって
ショッピングでのご利用について

キャッシングでのご利用について

《JOYO CARD Plus》一体型は、右記マークのある加盟店な
ら、世界中どこでもご利用いただけます。数多くの加盟店でご
利用いただくため、
クレジットカード情報はICチップ・磁気ストラ
イプの両方に記憶しております。ご利用いただく加盟店によっ
てご利用方法が異なりますのでご注意ください。

または

※ショッピングのお支払い方法に
「リボ事前登録サービス」
（→P.12）
を設定されている場合を除き、
海外
でのご利用分については1回払いとなります。

■ IC対応端末が設置されていない加盟店でのご利用
カードを
ご提示ください。

加盟店で作成された
売上票の内容(金額等)を
ご確認のうえ、
ご署名ください。

売上票(お客様控)と
カードを
お受取りください。

■ IC対応端末が設置されている加盟店でのご利用
カードを提示し、
ICカードリーダーに
挿入してください。

矢印の方向に挿入してください。

ICカードリーダーに
表示されたご利用額を
ご確認のうえ、
ご登録のクレジットカードの
暗証番号を入力し
ENT
（確定）
キーを
押してください。

《JOYO CARD Plus》一体型のキャッシングは、
ご利用可能枠内で何度でも
ご利用いただけ、お支払方法には
「１回払い
（一括払い）
」
と
「リボ払い」
がありま
す。ご利用可能枠・利率は、
カードをお送りする際の台紙または
「ご利用代金明
細書」
にてご確認ください。
※暗証番号を当行所定の回数以上間違えて入力すると、
カードのご利用ができなくなります。
その際は再
発行が必要となりますので、当行本支店窓口までお申し出ください。

■ 国内キャッシング
当行ATMおよび三菱UFJニコスが指定する金融機関・コンビニのATM・CDでご
利用いただけます。
※ご利用日の翌日より利息が発生します。
※日本国内のＡＴＭ・ＣＤでのお借入れの都度、ATM利用手数料をご請求させていただきます。
※ご利用にはクレジットカードの暗証番号が必要です。
ご利用前にご確認ください。
※三菱UFJニコスをはじめ、
ノンバンクなど金融機関以外のATM・CDではご利用になれません。
※ご利用金額は、
キャッシング利用枠内で1万円以上、1万円単位となります。

ホームページからもご利用いただけます。
売上票(お客様控)と
カードを
お受取りください。

※売上票にご署名いただく必要はありません。
（暗証番号の入
力がご署名の代わりとなります。）
※IC対応端末であっても、端末の種類によっては暗証番号の
入力を要求しない場合がございます。
その場合は従来通り売
上票にサインをお願いいたします。
※暗証番号を当行所定の回数以上間違えて入力すると、
カー
ドがご利用いただけなくなります。
その際は再発行が必要とな
りますので、
《JOYO CARD Plus》一体型・お届出印、本人
確認資料をご持参のうえ、当行本支店までお申し出くださ
い。

ご注意事項
■サイン・暗証番号入力前に、
ご利用内容をご確認ください。
IC対応端末のある加盟店でご利用の場合は、ICカードリーダーに表示される合計金額
を、IC対応端末のない加盟店でのご利用は、売上票
（Sales Slip）
のご利用日・ご利用金
額を必ずご確認ください。特に海外でのご利用につきましては、一旦サイン・暗証番号を
入力をされますと、帰国後のご訂正・お取り消しはできません。
ご利用内容にご不明な点
がありましたら、必ずその場でご確認いただいた後に、
サイン・暗証番号のご入力をお願い
いたします。
・誤った内容の売上票が作成された場合には、加盟店で取消伝票
（Credit Voucher）
を作成して
もらい、必ずお客さまご自身で、売上票が廃棄されたことをご確認ください。
また、
お支払いをカード
から現金に変更された場合も、
同様のお手続きをお取りください。
・取消伝票のお控えがあれば、万一誤った内容で請求された場合でも、異議の申し立てが可能で
す。必ず保管いただき、後日お送りする
「ご利用代金明細書」
と照合してください。

秒速振込みサービス「借りスマくん」

お申込み後、
クレジットカードご利用代金お支払口座にお振込みいたします。
お申込み時間

お振込み予定時間

0:45～ 8:59 当日9:00以降
9:00～14:30

当日中（最速でお申込み数＋秒後）

14:31～23:45 翌金融機関営業日9:00以降

●お申込み
ＪＯＹＯ CARD Plus会員専用ホームページ

https://www2.cr.mufg.jp/newsplus/joyo
（サービス提供時間

0:45～23:45）

※JOYO CARD Plus会員専用ホームページにアクセスし、
「ＤＣ Webサービス」
にログインのうえ、
ご利用ください。
※ご利用にはDC WebサービスのIDが必要です
（登録無料）
。

■ 海外キャッシング（キャッシュアドバンス）
右記マークのあるATMで、キャッシングがご利用いただけま
す。ATMでのご利用時にはクレジットカードの暗証番号が必
要です。

または

※暗証番号をお忘れの際は、
ご出発前にご確認ください。
※キャッシングのお支払方法に「リボ事前登録サービス」
（→P.12）
を設定されている場合を除き、海外
キャッシングのお支払いは一括払いとなります。

■海外でのICカードご利用上の注意
海外においてICカードでお買い物をされる際、
暗証番号のご入力がないとクレジットカードが
ご利用いただけない場合があります。暗証番号をお忘れにならないよう、
ご注意ください。
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※お申込みの時間帯、
お振込みのタイ
ミングは左記の通りになります。
※金融機関休業日にお申込みの場合
は、
すべて翌営業日9:00以降のお振
込みとなります。
※事務処理の都合上、
お振込みのタイ
ミングが遅れる場合がございます。
※お支払方法は１回払い
（一括払い）
・
リボ
払いのどちらかをご選択いただけます。

8

CREDIT

お支払方法のご案内

ATM・CDでのキャッシングご利用について
矢印の方向へ挿入してください。

◆ カードの挿入方向にご注意ください。
ATM・CDでキャッシングをご利用いただく際
は、右記の矢印の方向にカードを挿入してく
ださい。
※逆の方向に挿入されますと
「キャッシュカード取引」
となりますので、
ご注意ください。

《当行ATMでのキャッシングご利用方法（2019年１０月現在）》
①取引選択画面で
「提携カード取引」
ボタンを選択のうえ、
カードを挿入
してください。

③カード挿入画面でATMにカードを挿
入して、
その後の暗証番号入力画
面で暗証番号を入力してください。

《JOYO CARD Plus》一体型のお支払方法は、
ショッピングでは下記の5種類
を、
キャッシングでは
「1回払い
（一括払い）
」
「リボ払い」
をご利用いただけます。
※ショッピングの場合、
リボ払い・分割払いとも初回締切日の翌日以降、
手数料が発生します。
キャッシングの場合は、1回払い
（一括払い）
・リボ払いともご利用日の翌日より利息が発生します。
※加盟店によってはご利用いただけないお支払方法もございます。詳しくは各加盟店にてご確認ください。

1回払い（一括払い）

キャッシング

ショッピング

毎月15日までのご利用分は、翌月10日にご指定口座から自動引落しとなります。
ご利用日からお支払日まで最長59日、最短でも23日のゆとりがあります。
※キャッシングの利率は、
カードをお送りする際の台紙および「ご利用代金明細書」
に記載されています。

２回払い

ショッピング

毎月15日までのご利用分は、翌月・翌々月10日の2回に均等に分けてのお支払
いとなります。

ボーナス一括払い

ショッピング

夏または冬のボーナス時期にまとめてのお支払いとなります。
※加盟店によっては、
取扱最低額や異なるご利用期間
を設けている場合もございます。

こちらを選択してください。

④お支払方法を選択してください。

②取引内容選択画面で「キャッシン
グ」
ボタンを選択してください。

お支払日

ご利用期間

8月10日

12月16日～6月15日

1月10日

7月16日～11月15日

分割払い

ショッピング

ご利用代金と手数料の合計を、
ご希望の回数に分割してお支払いいただく方
法です。カード提示の際、
ご希望の回数をご指定ください。
※分割払いの手数料率およびご利用可能回数は、
「会員規約」
に記載されています。
※加盟店によって、
ご利用可能な回数が異なります。店頭にてご確認ください。

リボ払い
キャッシング1回払い（一括払
い）
をご利用の方は
「キャッシン
グ」
ボタンを選択してください。

こちらを選択してください。

キャッシングリボをご 利 用 の 方 は
「カードローン・キャッシングリボ払い」
ボタンを選択してください。
※上記の画面はあくまで常陽銀行のATMであり、取引選択画面は、
ご利用になるATMにより異なります。
ご不明な点は、ATM設置金融機関等にお問合せください。
※海外でのご利用の場合、
お支払方法の選択はできません。
※キャッシング
（一括払い）
を選択された場合、
ATMによるご返済はできません。
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キャッシング

ショッピング

ご利用の回数や金額にかかわらず、
あらかじめ設定されたお支払コースに沿っ
て毎月ほぼ一定の金額をお支払いいただく方法です。
※お客さまのお支払方法・ご利用可能枠・手数料率・利率は、
カードをお送りする際の台紙および「ご利
用代金明細書」
に記載されています。
※お支払方法の詳細については、
「 会員規約」に記載されている
「リボルビング払いについて」の欄をご
覧ください。
※以下のご利用分は、
リボ払いの取扱対象外となりますのでご注意ください。
カード年会費、
ギフトカード・プリペイドカードご購入分、
および提携会社から収納代行事務を委託された
各種保険料など。
※ショッピングリボ払いのご利用残高の合計がリボルビング利用可能枠を超過した場合、
その超過額は
毎月のお支払金額とは別に一括でお支払いいただきます。
※ATM・CDでキャッシングリボをご利用の際は、
「リボルビング払い」
または
「ローン」
をご指定ください。提
携金融機関のATMによっては、
「リボルビング払い」
がご利用いただけない場合がございますので、
ご
了承ください
（→P.9のお支払い方法選択画面をご参照ください）
。
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「JOYO CARD Plus」のご利用可能枠について

「JOYO CARD Plus」の便利なお支払方法

「ＪＯＹＯＣＡＲＤＰ
ｌ
ｕｓ」
でご利用いただける可能枠については、
カードをお送り
する際の台紙および「ご利用代金明細書」
でご案内しております。

《ご利用可能枠例》

ショッピングとキャッシングのお支払いは、
ご利用の都度お支払方法をご指定い
ただく
「都度指定」のほかに、下記のような便利なお支払方法もございます。ご
希望の際は
「カードデスク」
までお申し出いただくか、会員専用ホームページより
お申込みください
（→P.13）
。

*100万円

①

*100万円

②

※お客さまのお支払コースは、
カードをお送りする際の台紙および「ご利用代金明細書」に記載されてお
ります。

内 割賦取引利用可能枠

*100万円

③

■ リボ事前登録サービス

内 リボルビング利用可能枠

*100万円

④

* 50万円

⑤

* 50万円

⑥

クレジットカードご利用可能枠
ショッピングご利用可能枠

キャッシングご利用可能枠
内 リボルビング利用可能枠

＊金額はお客さまによって異なります。
ご自身のクレジットカードご利用可能枠については、必ずカードをお
送りする際の台紙または
「ご利用代金明細書」
にてご確認ください。
＊会員規約第6条に定めるショッピング分割払い可能枠と割賦取引利用可能枠は同額となります。
＊リボルビング利用可能枠は、
割賦取引利用可能枠の内枠です。

①お客さまのショッピングとキャッシングを合わせてご利用可能な金額
②お客さまのショッピングとしてご利用可能な金額
※クレジットカード利用可能枠全枠をショッピングとしてご利用いただくことも可能です。

③ショッピング利用可能枠の範囲で、
リボ払い・分割払い・ボーナス一括払い・
2回払いとしてご利用可能な金額
④割賦取引利用可能枠の範囲で、
リボ払いとしてご利用可能な金額
⑤ショッピング利用可能枠の内、
キャッシングとしてご利用可能な金額
⑥キャッシング利用可能枠の範囲で、
リボ払いとしてご利用可能な金額
※キャッシング利用可能枠全枠をリボ払いとしてご利用いただくことも可能です。

キャッシングご利用残高を減算した金額までが、ショッピングでご利用
いただけます。
●クレジットカード利用可能枠100万円で、キャッシング40万円ご利用の場合

100万円

ー

キャッシングご利用残高

40万円

＝

ご注意事項
①サービスの登録には、当行所定の審査がございます。お客さまのご利用状況
などによっては、
「都度指定」
から
「リボ事前登録サービス」へコース変更ができ
ない場合がございますのでご了承ください。
②お申込みは本人会員さまからのみとなり、家族会員さまからはお申込みいただ
けません。
③カード番号の前13桁が変更された場合は、再度お申込みが必要です。
④ご登録日以降のご利用代金は、お支払方法のご指定の有無にかかわらず、
リボ払いとさせていただきます。なお、家族カードのご利用分も対象となります。
⑤ショッピングご利用分のみリボルビング利用可能枠を超過した場合、
その超過
額は月々のお支払額とは別に一括払いとなります。

《ご利用例》キャッシングのご利用残高がある場合、ショッピング利用可能枠より

クレジットカード利用可能枠

事前にご登録いただくことにより、国内・海外とも、すべてのショッピングと
キャッシングのご利用分を、
それぞれリボ払いでお支払いいただく方法です。
下記注意事項をよくお読みのうえ、お申込みください。

60万円

⑥キャッシングご利用分は、国内・海外ともATMなどで選択されたお支払方法に
かかわらず、
リボ払いとなります。
⑦以下の場合は、お切替えの対象外となります。
キャッシングリボご利用分、
ギフトカード・プリペイドカードご購入分、
カード年会
費、収納代行分
（各種保険料等）
など。

⇒当月のショッピングでご利用可能な金額は60万円となります。

キャッシング利用可能枠は、ショッピングのご利用残高がある場合、それを減算した
金額までご利用可能です。このため、キャッシングとしてご利用可能な金額は、⑤の
利用可能枠までご利用いただけない場合がございます。
●ショッピングで、一括払い15万円・分割払い30万円・リボ払い40万円をご利用の場合
クレジットカード利用可能枠

100万円

ー

ショッピングご利用残高

（15万円+30万円+40万円） ＝

15万円

⇒当月のキャッシングでご利用可能な金額は15万円となります。

ご利用代金は毎月10日にお支払い
ご利用代金は毎月15日に締切り、翌月10日
（休日の場合は翌営業日）
にカード
ご利用代金お支払口座よりお引落しとなります。なお、海外でのご利用分は日
本円に換算してのご請求となります。

ご利用可能枠を超えるカード利用を予定されている場合は、1週間前までに
「カードデスク」
（ →P.13）
までご相談ください
（所定の審査・手続きが必要となり
ます）。なお、
ご利用可能枠はカードをお送りする際の台紙および「ご利用代金
明細書」
でご確認ください。

※お支払金額やショッピングリボ払い・分割払い・キャッシングリボ払いのご利用残高は、
「ご利用代金明
細書」
または会員専用ホームページ
（→Ｐ.13）
からDC Webサービスの「ご利用代金明細照会
（速報・
確定）
」
で必ずご確認ください。
※一部の加盟店および海外でのご利用分は、売上票処理の都合でご利用代金の請求月が遅れる場合
がございます。
※円換算レートは、Visa Worldwideが適用するレートを使用いたします。必ずしもご利用日の換算レート
ではございません。
また、海外でのショッピングご利用分は、適用レートに諸事務処理などの費用として
当行所定の事務手数料を加算させていただきます。
※お支払いが遅れますと、
カードがご利用いただけなくなる場合がございます。
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ご利用可能枠を超えるカード利用をご希望の場合

CREDIT

分割払い・リボ払いは、まとめての返済も可能です
◆ 分割払いの場合

《当行ATMでのリボ払いご利用分臨時返済方法（2019年１０月現在）》
①取引選択画面で「提携カード取引」
ボタンを選択してください。

③カード挿入画面でATMにカードを
挿入してください。

②取引内容選択画面で「ご返済」ボタ
ンを選択してください。

④キャッシングリボのご返済は「カードロー
ン・キャッシングリボ払い」ボタンを、ショッ
ピングリボのご返済は「ショッピングリボ
払い」ボタンを選択してください。

お支払期間の途中で、分割払いのご利用残高を一括でご返済いただくこと
ができます。
ご希望の場合は、
「カードデスク」
までご連絡ください。
※お申し出の時期によっては、
翌月のご請求分と調整させていただく場合がございます。

◆ リボ払いの場合
繰上返済

●金融機関・コンビニのATMで
毎月のご返済のほかに、当行ATMや三菱UFJニコスが指定する金融機関・
コンビニのATMで、
リボルビング利用残高元金の一部をご返済いただけます。
※三菱UFJニコスをはじめノンバンクなど金融機関以外のATMではご利用いただけません。
※ご利用いただける時間帯は最大8：45～20：00となります。
※金融機関・コンビニのＡＴＭによっては、
クレジットカードの暗証番号が必要となります。
※ATMでのご返済は、千円以上千円単位
（一部、1万円単位の場合あり）
となります。
また、元金の一
部繰上返済のみ可能で、
残高全額を一括してご返済いただくことはできません。
※「家族カード」
ではご返済いただけません。
※お支払いの時期により、次回ご請求分の繰上返済ができないことがあり、
この場合は約定通り、次
回ご請求分をカードご利用代金お支払口座よりお引落しいたします。

●お振込みで
事前に当行へご連絡のうえ、当行指定口座へのお振込によりご返済いただく
ことができます。なお、振込手数料はお客さま負担となります。
ご希望の場合は
「カードデスク」
までご連絡ください。
月々のお支払金額やお支払コースの変更

毎月24日頃
（当行締切基準日の前々営業日）
までにご連絡いただければ、次
回のお支払金額やお支払コースを変更いたします。
「カードデスク」
までお申
し出いただくか、会員専用ホームページでお申込みください。
●残高の一括払い ●一時加算お支払い ●ボーナス月加算お支払い
●元金定額方式（５千円・１万円・２万円・３万円・４万円・５万円コース）
毎月お支払いいただく元金は一定で、
これに所定の手数料を加算してお支払いいただきます。

●残高スライド方式（５千円・１万円・２万円・３万円・４万円・５万円コース）
利息・手数料込みの一定額を毎月お支払いいただきます。毎月のお支払金額は、
ご利用残高１０万円
ごとにスライドします。

お支払方法・コースの変更は

カードデスク

029-233-3611

（9:00～17:00 土・日・祝・12/31～1/3・ゴールデンウィーク期間中を除く）
※ご本人さまであることを確認させていただきますので、
お手元に「JOYO CARD Plus」
をご用意く
ださい。

JOYO CARD Plus会員専用ホームページ

httpｓ://www2.cr.mufg.jp/newsplus/joyo
※上記ホームページにアクセスし、
「ＤＣ Webサービス」
にログインのうえ、
ご利用ください。
※ご利用にはDC WebサービスのIDが必要です
（登録無料）
。
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※上記の画面はあくまで常陽銀行のATMであり、取引選択画面は、
ご利用になるATMにより異なります。
ご不明な点は、ATM設置金融機関等にお問合せください。

家族カード
本人会員と生計をともにするご両親および18歳以上の配偶者・お子さま
（高校
生を除く）
は、
「JOYO CARD Plus」
を家族会員としてお持ちいただけます。
■年会費
＜ゴールドカード＞1名さま無料。2名さまより1名さまにつき1,100円
（税込）
＜一般カード＞初年度年会費無料。次年度以降1名さまにつき440円
（税込）
※一般カードの家族カード年会費は、
「JOYO CARD Plus」
のご利用額に応じて無料となりま
す。詳しくはP.２をご覧ください。

■ご利用可能枠とお支払方法
家族カードのご利用分は本人カードのご利用分と合算され、本人カードのご
利用可能枠内でご利用いただけます。
また、
お支払方法は本人カードに準じ
た設定となります。
※家族カードにキャッシュカード機能はございません。
ご家族の方がキャッシュカード機能をご利
用になる場合は、
別途代理人カードが必要となります。詳しくはP.６をご覧ください。

ＤＣ ETCカード
ＥＴＣマークのある有料道路の料金所をキャッシュレスでスムーズに通行いただ
けます。通行区間・通行時間帯によっては通行料金が割引されてお得です。
ご
希望の方は、
「カードデスク」
まで専用申込書をご請求ください。
■お申込資格「JOYO CARD Plus」
をお持ちの本人会員および家族会員
■新規発行手数料・年会費 無料

※ETCカードは
「JOYO CARD Plus」
をお持ちのお客さまに追加で発行するカードです。ETC
カード単独での発行はできません。
※ご利用にはETCカードのほかに車載器が必要となります。車載器はカーディーラー・カー用
品店などでお求めください。
※ETCカードはお食事やショッピング
（有料道路のサービスエリアやパーキングエリアの売店を
含みます）
・キャッシングなど、
一般のクレジッ
トカードとしてはご利用いただけません。
※ETCマイレージサービス等のカード番号登録型の各種割引制度をご利用になる場合は、
お
客さま自らが各有料道路事業者にお手続きをしていただく必要がございます。
※既に他のＥＴＣカードで各種割引制度の適用を受けている方が本ＥＴＣカードでの適用をご希
望の場合、
各有料道路事業者へあらかじめ変更のお手続きをしていただく必要がございます。
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ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

お問合せ先
暗証番号について

届出事項のご変更について

◆ キャッシュカードの暗証番号変更 … お近くの

窓口にお越しください。

お持ちいただくもの

《JOYO CARD Plus》一体型・お届出印・本人確認資料

◆ 住所変更 … 詳しくは、

窓口までお問合せください。

お取引内容によって、お電話・インターネットバンキング・メールオーダーご来
店といずれかの方法により変更可能です。お手続き方法および必要書類等
については、
窓口までお問合せください。

※キャッシュカードの暗証番号は、常陽銀行内に設置のATMでもご変更いただけます
（お届出印・本
人確認資料は不要です）
。

◆ 氏名変更 … お近くの
◆ クレジットカードの暗証番号のご確認 …「カードデスク」
（→P.18）
へ
お電話ください。

お電話の際は下記のものをご用意ください
（キャッシュカード、
通帳など）

《JOYO CARD Plus》一体型・お支払い口座番号

窓口にお越しください。

お持ちいただくもの

《JOYO CARD Plus》一体型・お届出印・通帳・戸籍記載事項証明書＊
（＊新氏名・旧氏名の記載がある住民票など）
※氏名変更にはカードの再発行が必要となります。
※印鑑の変更を伴う場合は、
新しくお届けになられる印鑑も必要となります。

※郵送で書面にて回答いたします。

◆ お取引店の変更 … カードの再発行が必要となります。
お近くの

◆ クレジットカードの暗証番号変更 … カードの再発行が必要となります。
お近くの

窓口にお越しください。

お持ちいただくもの

《JOYO CARD Plus》一体型・お届出印・本人確認資料
※お手元にカードが届くまで2週間程お時間がかかりますので、
ご了承ください。
※暗証番号変更によるカード再発行には、
1枚につき1,100円
（税込）
の手数料がかかる場合がござ
います
（ゴールド会員は無料です）
。

窓口にお越しください。

お持ちいただくもの

《JOYO CARD Plus》一体型・お届出印（変更前および変更後）
・通帳
※お取引内容により、
上記以外の書類が必要となる場合がございます。
詳しくはお取引店へお問合せください。
※お手元にカードが届くまで2週間程お時間がかかりますので、
ご了承ください。

暗証番号についてのご注意事項
●「生年月日の組合せ」
「ご自宅の電話番号」
「ご住所の番地」
「自動車のナ
ンバー」
など、第三者に推測されやすい暗証番号はご指定にならないよう
お願いいたします。
●カードの紛失・盗難などで暗証番号を第三者に知られたことにより生じた
損害は、
ご本人さまのご負担となることもございますので、
ご理解いただき
ますようお願いいたします。

万一、カードを紛失された場合に備えて、キャッシュカードとクレジットカー
ドの暗証番号は別の数字にすることをおすすめいたします。

15

16

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

カードの紛失・盗難、または海外でご利用できなかった場合
すぐに下記までご連絡ください。
クレジットカード機能の利用停止の手続きを行
います。また、最寄りの警察署（海外の場合は必ず現地の警察）
へも忘れずに
届け出をしてください。

■ 国内 お近くの

窓口または「カードデスク」へご連絡ください

カードデスク

029-233-3611

（9:00～17:00 土・日・祝・12/31～1/3・ゴールデンウィーク期間中を除く）
上記以外の時間は下記までご連絡ください。
三菱UFJニコス株式会社
DCカード盗難紛失受付センター

0120-664476

■ 海外 ＤＣホットライン２４へご連絡ください
海外でカードの紛失・盗難にあわれた場合、
またはカードがご利用いただけ
なかった場合はすぐにご連絡ください。
日本語音声によるガイダンスで、
オペ
レータにおつなぎします。
また、海外でカードをなくされた場合は、
「 緊急カー
ド」
を発行することもできます。
※緊急カードの受取場所には制限がございます。
また、地域によってはカードの入手までに時間がか
かる場合がございます。
※緊急カードの発行には、1枚につき11,000円
（税込）
の手数料がかかります。
（ゴールドカード会員
は無料です）
※家族カードの緊急カード発行は、
必ず本人会員さまの同意が必要となりますので、
ご了承ください。

■ DCホットライン24（料金着信人払い／24時間／日本語対応）
■ 南・北アメリカ／オセアニア
アメリカ本土

1-800-582-3369

オーストラリア 0011-800-37701818

カナダ・ハワイ

011-800-37701818 ニュージーランド 00-800-37701818

グアム

1-888-634-6853

サイパン

1-866-333-9106

ブラジル

カードの再発行について
紛失・盗難や、暗証番号変更などでカードが再発行となった場合、新カードお受
け取り後は下記の点にご注意ください。
〈ご注意事項〉
●旧カードは、磁気ストライプとICチップ部分をハサミで切断し破棄してください。
●カード再発行に伴いクレジットカードの会員番号が変更されますので、
プロバイダー
契約・通信販売・電話料金のお支払いなどにJOYO CARD Plusの会員番号をご
登録されている場合は、必ずお客さまご自身で各契約加盟店に会員番号の変更手
続きをお取りください。
※カードの再発行には、1枚につき1,100円
（税込）
の手数料がかかる場合がございます。

クレジットカード紛失・盗難時の補償について
紛失・盗難の際は、すぐにお近くの
窓口または
「カードデスク」
までご連絡く
ださい。紛失・盗難によりクレジットカードが不正使用された場合でも、お届けをい
ただいた日から遡って60日前以降に発生した損害については、当行の定めた規
定に沿って補償いたします。
※ただし、以下の場合は補償の適用外となりますのでご注意ください
（この他にも補償されない場合がござ
います）
。
・お客さまの故意、
または重大な過失に起因する場合
・カード裏面にご署名のない場合
・ご登録の暗証番号とカード利用時に使用された暗証番号が一致している場合

0800-891-7137

■ ヨーロッパ
イギリス・アイルランド・スウェーデン
ノルウェー・デンマーク・ドイツ
オランダ・フランス・スペイン
イタリア

800-8-72112

00-800-37701818
ベルギー

0800-1-8999

マレーシア

00-800-37701818

■ アジア
韓国・香港
シンガポール

001-800-37701818

台湾

00801-81-2222

タイ

001-800-81-1-9099

インドネシア

001-803-81-7111

フィリピン

10271-800-810-3135

記載のない地域、
またはつながらない場合 81-3-3770-1818
（最初の81は日本の国番号）
ご滞在国の国際電話のオペレータを呼び出し、必ずコレクトコールの旨をお申し出ください。

※コレクトコール以外の場合やお持ちの携帯電話の通信事業者によっては、電話がつながらない場合や
現地国内通話料金をお客さまにご負担いただく場合がございます。
※海外のホテルからおかけの場合、通話料とは別に、
ホテル施設使用料を別途請求される場合がござい
ます。
間違い電話にご注意いただき、
おかけの際は電話番号をもう一度ご確認ください。
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お問合せ・ご照会は

カードデスク

029-233-3611

（9:00～17:00 土・日・祝・12/31～1/3・ゴールデンウィーク期間中を除く）

〒310-0021

水戸市南町3-4-12 常陽海上ビル

※本冊子に掲載している内容は２０22年１０月現在の情報です。
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