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常陽銀行だからこそ、おトクで便利に使える！
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応じて
常陽銀行だからこそ、おトクで便利に使える！

の取引項目が加算

アクセスジエイ契約、通帳アプリ利用、バン
キングアプリ利用いずれかのお取引

のほか、特定のお取引が２項目以上

当行・足利銀行ATM時間外手数料は何回でも無料！

※

提携コンビニATM取扱手数料は「月２回」まで無料！

※カウント対象となるお取引は
「お引出し」
と
「時間外のお預入」
となります。
※70才以上のお客さま
（個人事業主の方を除く）
は、
月３回まで無料となります。

アクセスジエイ契約、通帳アプリ利用、バ
ンキングアプリ利用いずれかのお取引

（注）70才以上のお客さま
（個人事業主の方を除く）
は、月３回まで無料
となります。
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通帳アプリおよびバンキングアプリは、過去3ヶ月以内にアプリの利用があることが条件とな
ります。

クレジットカードのご利用金額に応じて、
ポイントがたまります。
たまったポイントで、
お好きな商品と交換したり、提携先の
サービスにポイントを移行したり、
楽しみ方はいろいろです。

ポイントの有効期間は最長3年度です。

※当年度獲得ポイントが２００ポイントに到達した場合、最長３年度
（２００ポイントへの到達年度
含め）
有効ですが、
２００ポイント未満の場合、当年度内
（３月末）
で失効します。
※キャッシングご利用分および手数料、
リボ払い・分割払い手数料、電子マネーチャージなど、当
行が定める特定のお取引は、
ポイント付与の対象外です。
※当年度のご利用金額に応じた
「ポイント優遇サービス」
がございます。
（→P．
５）

さらに、
「リボ払い」
「分割払い
（３回払い以上）
」
ご利用分はポイントが２倍
付与

WEBで確認：JOYO CARD Plus DC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、
ご確認ください。
電 話で確 認：DCハッピープレゼントデスクまでお電話ください。
※ポイント数の確認には、
クレジットカードの暗証番号が必要となります。

ポイントがよりお得 にたまるネットショッピング
のポータル
（玄関口）
サイトです。ネットショッピング
時にPOINT名人.comを経由するだけで、基本ポイ
ントのほかにPOINT名人．
comの加算ポイントが付
き、DCハッピープレゼントのポイントがお得にたまり
ます。

「ご利用代金明細書」のポイント明細欄でご確認いただけます。

へ交換
WEBで応募：JOYO CARD Plus DC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、
ご応募ください。
電 話で応 募：DCハッピープレゼントデスクまでお電話ください。
郵便で応 募：「ご利用代金明細書」
または
「商品パンフレット」に付いてい
る応募用紙に必要事項をご記入のうえ、
ご郵送ください。
※「電話」
または
「応募用紙」
でのご応募には、商品番号
（３桁）
が必要です。商品番号はパンフ
レット、
またはWEB商品カタログ
（http://cr.mufg.jp/p/happy）
でご確認ください。
※提携先サービスへのポイント移行は、応募用紙ではご応募いただけません。

にアクセスし、

※ご利用には、DC WebサービスのIDが必要です
（登録無料）
。

（自動音声応答）

サービスコード：
２６／２４時間
（４月１５日～翌年３月末日まで）
【商品交換受付】
サービスコード：
２５／９
：
００～２０
：
００
（年中無休）
【 ポ イント 照 会 】
サービスコード：
２０／２４時間
（４月１５日～翌年３月末日まで）
【パンフレット請求】
（土・日・祝日・年末年始は休み）
５０／９：００～１７：００
【上記以外のお問合せ】サービスコード：
※お手元にJOYO CARD Plus DCをご用意ください。
※商品交換受付期間は、年度によって変更となる場合がございます。

■「DCハッピープレゼント」の詳細は商品パンフレットにてご確認ください。
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レンタカーを優待料金でご利用いただけます。

レンタカーサービス

会員の皆さまが安心して立寄ることができる海外アシスタンスサービスの
窓口「ハローデスク」
を世界各地にご用意しております。海外の現地情報
のご提供やレストランのご予約など、現地スタッフが日本語で皆さまのお
問合せにお応えいたします。

■海外のハローデスクの所在地・電話番号など、詳しくは三菱UFJニコスWEB
サイトでご案内しております。

▲

※ご利用の際は、JOYO CARD Plus DCをお手元にご用意ください。
※ハローデスク東京では、
お問合せ内容の聞き間違いなどによりお客さまにご迷惑をおかけすることを
防止するため、
お電話の内容を録音させていただいておりますのでご了承ください。

httpｓ://www.cr.mufg.jp

TOPページの「サービス・手続きを調べる」
を押す
「DCカード」
を選択 「メリット・サービス」「トラベル」「レンタカーサービス」
▲

（10：00～18：00 日・祝日・年末年始は休み）

三菱UFJニコスWEBサイト
▲

日本でのお問合せ

ご照会は

▲

※実費・手数料を要するものにつきましては、
ご本人負担とさせていただきます。
※出発日や内容によって、
お受けできない場合がございます。詳しくはハローデスクまでお問合せくださ
い。海外ご出発前は
「ハローデスク東京」
までお問合せください。

国内・海外のレンタカーを優待料金でご利用いただけます。
お支払いは、JOYO CARD Plus DCをご利用ください。

※アクセス方法を変更する場合がございます。

■レンタカーサービスをご利用の際は、
「クレジットカード優待割引」のご利用および
「DC会員」である旨をお申し出ください。お申し出がない場合、サービス特典の対
象となりませんのでご注意ください。

全国約1,000ヵ所の提携ゴルフコースをご紹介

◎業務提携先:株式会社JTBグローバルアシスタンス

全国約1,000ヵ所のゴルフ場予約を、手数料無料で代行いたします。
ゴル
フコンペなど用途・目的にあわせて、
お気軽にご利用ください。

パッケージツアーのお申込みはこちらへどうぞ

お申込み・お問合せ
ゴルフデスク

ツアーデスクにお申込みいただくと、大手旅行会社の海外・国内各種パッ
ケージツアーの基本旅行代金が最大5％割引となりお得です。ご来店は
不要、各旅行会社のパンフレットなどをご用意のうえ、三菱UFJニコス
WEBサイトからお申込みいただくか、
ツアーデスクまでお電話ください。

httpｓ://www.cr.mufg.jp
▲

▲

▲

▲

TOPページの「サービス・手続きを調べる」
を押す
「DCカード」
を選択 「メリット・サービス」「トラベル」「ツアーデスク」

人気のチケットを三菱UFJニコスWEBサイトからお申込みいただけます。

コンサート、
ミュージカルなど、各種チケットをいつでも簡単
にお申込みいただけます。
さらに、優待割引公演や特典付公
演など会員さまだけのおトクなチケット情報も満載です。

三菱UFJニコスWEBサイト

httpｓ://www.cr.mufg.jp

※アクセス方法を変更する場合がございます。

▲

▲

▲

TOPページの「サービス・手続きを調べる」
を押す
「DCカード」
を選択 「メリット・サービス」 「各種サービス」 「チケットサービス」
「お取扱公演・お申込み」

▲▲

※ご利用の際は、JOYO CARD Plus DCをお手元にご用意ください。
※ツアーデスクでは、
お申込内容の聞き間違いなどによりお客さまにご迷惑をおかけすることを防止する
ため、
お電話の内容を録音させていただいておりますのでご了承ください。

03-3813-2975

（10：00～17：00 土・日・祝日・年末年始は休み）

・MEMO・

ゴールドカード 限定
ビジネスカード

JOYO CARD Plus DCゴールド・ビジネスカードには、海外旅行
傷害保険・国内旅行傷害保険が付帯されております。本人会員・
家族会員の方に、傷害死亡・後遺傷害などを補償いたします。
※国内旅行傷害保険は旅行代金を事前にJOYO CARD Plus DCゴールド・ビジネスカードでお支払
いいただくことや、
出発前にお申込みいただくことを適用条件とします。

その日を含めて

ご搭乗前のひとときをゆったりとおくつろぎいただけます。

ゴールドカード 限定
ビジネスカード

国内主要空港とダニエル・K・イノウエ国際空港（ホノルル）に無料で
ご利用いただけるラウンジをご用意しました。ソフトドリンクや
新聞・雑誌閲覧などのサービスもございます。
※本人会員さま、家族会員さまのいずれもご利用いただけます。
※ご利用の際は、受付で必ずJOYO CARD Plus DCゴールド・ビジネスカードと当日の搭乗券
（または
航空券）
をご提示ください。
カードのお忘れなどによりご提示いただけない場合はご利用いただけませ
んのでご了承ください。
※各航空会社のチェックイン不要の搭乗サービス
（ICチェックインサービス・スキップサービスなど）
をご利
用の場合は搭乗券のかわりにご搭乗の便名と行き先をお申し出ください
（一部のラウンジでは、携帯
電話やパソコンに表示される内容確認画面など、当日のご搭乗が確認できるものをご提示いただく場
合がございます）
。
※貸切や満室時には、
ご利用いただけない場合がございます。
※ご同伴者は有料でご利用いただけます。
※ご同伴者も搭乗券
（または航空券）
のご提示が必要です。

httpｓ://www.cr.mufg.jp
▲

▲

▲

▲

TOPページの「サービス・手続きを調べる」
を押す
「DCカード」
を選択 「メリット・サービス」「トラベル」「空港ラウンジサービス」

ゴールドカード限定

三菱 UFJ ニコスが発行する会員情報誌「partner」です。
「旅」
「食」
「物」をテーマに「本物」の魅力を改めて伝えるとともに、
皆さまの生活を彩る上質な情報をご紹介します。ゴールドカード
会員の皆さまには、無料にてお届けします。
いたします。

