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デビット付キャッシュカード 商品概要説明書 

ご利用いただける 

お客さま 

⚫ 日本国内に居住されている 15 歳以上の個人または個人事業

主のお客さま 

⚫ 日本国内の日本法に基づいて設立された法人のお客さま 

発行形態 

⚫ 円普通預金口座開設時に発行されるキャッシュカードにデビ

ットカード機能が搭載されています。 

⚫ 1 口座 1 枚の発行となります。 

※個人のお客さまで、別の国際ブランドのカード発行（2 枚

目）を希望される場合は、インターネットバンキングより口

座開設のお手続きをしてください。2 口座目は、本人確認書

類不要で開設いただけます。 

※法人のお客さまで追加でカード発行を希望される場合は追

加口座を作成のうえ、追加口座にて発行手続きを行ってくだ

さい。追加口座は 19 口座まで開設いただけます。追加できる

カードの枚数は追加口座 1 口座に対して 1 枚となります。 

決済口座 当社の円普通預金口座 

キャッシュカード 

機能 

国内の提携 ATM において、入出金および残高照会がご利用いた

だけます。 

⚫ 利用時間は、提携する金融機関によって異なります。 

⚫ ATM での 1 日あたりの払戻限度額初期設定は 50 万円で

す。当社インターネットバンキングで 0 円～200 万円の範

囲で変更いただけます。 

デビットカード機能 

1. 利用方法  

⚫ 国内、国外の Visa もしくは Mastercard 加盟店で利用いた

だけます。 

⚫ 「Visa」および「PLUS」もしくは「Mastercard」および

「Maestro」「Cirrus」のマークがついた海外 ATM で現地通

貨をお引き出しいただけます。 

※ 高速道路料金、航空機の機内販売など、ご利用いただ

けない加盟店もあります。 

※ 海外でのご利用には当社所定の手数料が発生いたし

ます。 

2. 支払方法 

⚫ ご利用代金は当社の決済口座から原則即時に引き落としと

なります。 



2022年 10月 17日現在 

 

 
 

2 

 

※ 一部、後日引き落としとなる加盟店がございます。 

※ デビットご利用代金はカードのご利用時および加盟

店から売上確定通知が到着した際に処理されます。ご

利用時の金額と加盟店から売上確定通知が到着した

際の金額が異なる場合や、海外でのご利用の場合は為

替レートの変動等により、加盟店から売上確定通知が

到着したタイミングで追加の引き落としまたは返金

となる場合がございます。 

※ ご利用のキャンセルまたは返品をされた場合、お客さ

まの決済口座からいったんご利用代金が引落された

後に、当社所定の方法によりお客さまの決済口座へ返

金します。この場合、返金まで１カ月以上かかる場合

があります。 

※ なお、海外でのご利用をキャンセルされた場合、為替

レートの変動等により、返金額がご利用金額に満たな

い場合があります。 

3. 利用時間 

⚫ 24 時間 365 日ご利用いただけます。 

4. 利用限度額 

決済口座の残高の範囲内かつデビットの利用限度額の範囲内

でご利用いただけます。 

    初期設

定額 

変更可能 

範囲 

ショッピング 

（国内・海外） 

1 日 

あた

り 

Visa 

個人の 

お客さ

ま 

50 万円 
1 千円～ 

500 万円 

個人事

業主・

法人の

お客さ

ま 

100 万

円 

１千円～５

00 万円 

Mastercard 

個人の

お客さ

ま 

100 万

円 

1 千円～ 

1,000 万円 

個人事 100 万 １千円～
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業主・

法人の

お客さ

ま 

円 1,000 万円 

海外 ATM から 

現地通貨の 

お引き出し 

1 日 

あた

り 

Visa 

すべて

のお客

さま 
30 万円 

1 千円～ 

100 万円 

Mastercard 

すべて

のお客

さま 

⚫ ショッピングの利用限度額は、国内・海外の利用限度額の

合算となります。 

⚫ 利用限度額の変更は当社インターネットバンキングからお

手続きできます。 

 

手数料 

1. 年会費：以下のとおりです。 

  年会費 

Visa 

個人のお客さま 

無料 
個人事業主・ 

法人のお客さま 

Mastercard 

個人のお客さま 3,300 円（税込） 

個人事業主・ 

法人のお客さま 
無料 

※ 一度お支払いいただいた年会費は、いかなる理由において

も返金いたしません。なお、デビット機能が何らかの理由

により利用できない期間が生じた場合でも年会費の適用期

間の延長等はいたしません。 

※ 年会費は新規発行、追加発行の場合、カード発行日の翌月

末に、切替の場合、申込直後に、お客さまの決済口座から

引落します。2 年目以降の年会費は、カード発行月の末日

にお客さまの決済用口座から引き落とします。年会費 

の支払いが確認できない場合、デビットサービスの利用を
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お断りできるものとします。 

2.  新規発行手数料：無料 

3.  追加発行手数料：1 枚につき 1,100 円（税込） 

※ 法人のお客さまのみ 

※ 振込料金とくとく会員をご契約の場合、 

追加口座の追加発行手数料は無料 

4.  再発行手数料：1,100 円（税込） 

※ お客さまの責による破損・汚損・紛失・盗難・ 

その他の場合 

※ キャッシュカードの IC/磁気不良・名義変更・カード

番号の盗用による不正利用被害の場合を除く 

5.  海外利用時の手数料： 

 ショッピング：3.08％ 

 海外 ATM：3.08％ 

6.  海外緊急再発行手数料：33,000 円（税込） 

 ※ Visa のみ 

特典 

当社の実施するキャンペーンまたはプログラムにより、ご利用金

額に応じてキャッシュバックを実施することがあります。 

キャッシュバック率・適用期間等については、キャンペーンやプ

ログラムの内容により異なりますので、詳細は当社 Web サイトを

ご確認ください。 

有効期限 

有効期限は 5 年間です。 

⚫ カードを更新されるお客さまには、新しいカードを当社に

ご登録いただいている住所宛てに転送不要扱いの書留郵便

にて送付します。 

利用の停止 

デビットサービスの利用停止を希望する場合は、当社インターネ

ットバンキングで利用停止の設定、および利用停止の解除を行う

ことができます。（利用停止の設定をしてもキャッシュカード機能

はご利用いただけます。） 

その他サービス 1. デビット不正利用補償 

紛失・盗難または偽造などにより、デビットサービスを第三者

に不正利用された場合、当社に通知が行われた日の 30 日前の

日以降に発生した損害について、以下のとおり補償します。 

  補償額 

Visa 個人のお客さま 100 万円 
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個人事業主・ 

法人のお客さま 
1,000 万円 

Mastercard 

個人のお客さま 500 万円 

個人事業主・ 

法人のお客さま 
1,000 万円 

※ 当社への通知が紛失・盗難または偽造などが行われた日か

ら 60 日を経過する日以後に行われた場合やお客さまの故

意または重過失に起因する被害など、補償できない場合が

ございます。詳しくはデビット規定をご確認ください。 

2. デビット取引通知サービス 

デビットサービスをご利用の都度、ご登録のメールアドレス

にご利用いただいた旨のご案内をメールでお知らせします。 

3. デビット利用明細 

デビットサービスの利用明細は、当社インターネットバンキ

ングで、確認することができます。 

4. 本人認証サービス本人認証サービスに参加しているオンライ

ンショッピングの店舗でデビットサービスを利用される場

合、当社ご登録のメールアドレスに送られるワンタイムパス

ワードによる認証を追加することで、第三者による不正利用

を防止します。 

その他注意事項 1. デビット付キャッシュカードはご本人（法人のお客さまにお

いては、権限を付与された役職員の方）以外はご利用になれま

せん。また、カードを他人に貸与、譲渡、質入することはでき

ません。 

2. 海外でご利用の際、外為法やその他の関係法令等によりご利

用が制限される場合があります。詳細は当社 Web サイトをご

確認ください。 

3. 氏名・住所・メールアドレスなどの当社にご登録いただいてい

る登録情報に変更がある場合、速やかにお手続きください。 

4. 決済口座を解約する場合、デビット付キャッシュカードも解

約となります。 

5. サービス内容は、予告なく変更または終了する場合がありま

す。 

6. 暗証番号は、絶対他人に知られないようにご注意ください。ま
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た、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避け

るとともに、一定期間ごとに変更していただくことをお勧め

します。 

当社が契約している

指定紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

連絡先 全国銀行協会相談室 

電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 

 


