カードについて
1枚で
2 つの
機 能

JCBカードのお支払いについて

キャッシュカード機能

愛媛銀行のキャッシュカードとしてご利用いただけます。

（デビットカード加盟店ではデビットカードとしてもご利用いただけます。
ただし、
ディズニー・デザインは対象外となります。）

クレジットカード機能

JCBカードとしてご利用いただけます。

■スマリボ

利用時に「1回払い」
と指定したものが自動的にショッピングリボ払い
になるお支払い方法です。
リボ払いのお支払い方法は「残高スライドコース」になります。詳
細は申込書をご覧ください。
登録を希望される方は、
申込書の
『スマリボの登録』欄にて、
ご希
望のコースに✓
□印を付けてください。

※法令の定めや与信判断等により、
ショッピングリボ払いの利用可能枠が0円、
または利用残高を下回る枠へ変更となった場合、
お客
様にてスマリボの解除をお願いします。
※解除のお申し出があるまでサービスが継続されます。

カード種類

■ショッピング1回払い

手数料不要
締切日
（毎月15日）
の翌月10日にお支払いとなります。

選 べ る一 般カード

■JCBショッピング2回払い

手数料不要
締切日
（毎月15日）
の翌月10日と翌々月10日の2回に分けてのお支払いとなります。
（国内のみ）

■JCBボーナス1回払い

手数料不要

夏または冬のボーナス月に一括でのお支払いとなります。
（国内のみ）
※取扱期間は、
加盟店により異なります。

夏
冬

お支払い日
8/10
1/10

ご利用期間
12/16〜6/15
7/16〜11/15

■JCBショッピングリボ払い
ディズニー・デザイン

Disney

ブラック

利用金額や件数にかかわらず、
毎月10日に一定の元金に手数料を加えてのお支払いとなります。
詳しくはJCBカードサイトをご覧ください。https://www.jcb.co.jp/service/payment/revolving/

ピンク

初年度は年会費が無料!!

2年目以降も条件により無料が継続！
学生の方および25歳以下の方は年会費が無料!
※無料条件については裏面に詳細を記載しております。

ゴ ールドカード

■JCBショッピング分割払い

利用金額と手数料の合計を毎月10日にご希望の回数に分けてのお支払いとなります。
お支払い回数：3、
5、
6、
10、
12、
15、
18、
20、
24回

※お支払い回数の指定は加盟店により異なります。

■JCBショッピングスキップ払い

利用金額と手数料の合計を、
指定月10日にお支払となります。

※ショッピング1回払い利用後にお支払い月を変更するサービスです。
お支払い月を最長6ヶ月先まで変更することができます。

カードご利用代金のお支払いは、
指定の口座からの自動振替です。

＊お支払いの利用条件について詳しくは、
入会申込書をご覧ください。

カードご利用枠のご案内（2016年6月改定）

50万〜300万円

JCB 一般カード
社会人の方
学生の方
10万〜100万円 10万または30万円

50万〜300万円

10万〜100万円 10万または30万円

JCBゴールド
ディズニー・デザイン

通常デザイン

Disney

当行ATM時間外手数料が無料！
！
コンビニATM利用手数料は月間4回まで無料！※詳細は当行ホームページをご参照ください。
※年会費は有料です。裏面に詳細を記載しております。
asita一般
（ディズニー・デザイン）

Disney

紛失・盗難の場合も安心です
紛失・盗難にあわれてもJCBへ届け出された日から60日前にさかのぼり、
それ以降に不正
使用された金額を補償します※。紛失・盗難のご連絡は国内・海外ともに24時間・年中無休
で承ります。
※会員の方に故意または過失がある場合、
補償の対象となりません。

ご利用代金明細をインターネットやアプリでチェック！

会員専用WEBサービス
「MyJCB」
【登録無料】

初

年

度

25歳以下の方

年会費

カードご利用代金明細の確認をはじめ、
便利な
サービスが利用できます。MyJCBご利用のた サービス内容
●カードご利用代金明細照会
めのID・パスワードは別途ハガキで通知します。
●ポイントサービスの照会・申込
●キャンペーンの登録・参加状況の照会
●お支払い方法の変更・照会
●お客様情報の照会・変更
など
お申し込み▶MyJCBの登録をご希望の方は申込書でカードの入会と同時にお申し込みできます。
詳しくは、JCBカードサイトをご覧ください。
MyJCB・MyJCBアプリについて詳しくは
［JCBカードサイト］https://www.jcb.co.jp/
※お持ちのカードによって、登録できない場合や一部利用できないサービスがあります。

総枠
ショッピング枠
ショッピング1回払い
ショッピング残高枠
ショッピング2回払い
ボーナス1回払い
ショッピングリボ払い
ショッピング分割払い/スキップ払い
キャッシング総枠
キャッシング1回払い
海外キャッシング1回払い
キャッシングリボ払い

https://www.himegin.co.jp/

0〜100万円
0〜100万円
0〜100万円
0〜100万円

0〜30万円
0〜30万円
0〜30万円
0〜30万円

0〜40万円
0〜40万円
0〜50万円

0〜40万円
0〜40万円
0〜50万円

0〜10万円
0〜10万円

お問い合わせは、お近くの愛媛銀行窓口または、株式会社愛媛ジェーシービーまで
お問い合わせ

愛媛銀行フリーダイヤル

月〜金（祝日除く）9：00AM〜5：00PM

JCBのサービスについて
［JCBカードサイト］
〈2021年2月15日現在〉

0120-22-0576

株式会社愛媛ジェーシービー

月〜金（祝日除く）9：00AM〜5：00PM

愛媛銀行

利用できません

□一部の方をのぞき、
ご本人に収入のない場合には原則キャッシング総枠は付与されません。
□新規入会時のご利用可能枠は上の表の範囲で当社が決定した額までとします。
□すでにJCBカードをお持ちの場合、
上の表の範囲にあてはまらない場合があります。
□JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれご利用可能枠の設定がありますが、
同一
発行会社のカードにおいて利用できる金額の合計は、
各カードのご利用可能枠のうちで最も高い金
額の範囲内となります
（一部対象とならないカードがあります）。
□主婦（夫）
・学生の方でも、
パート
・アルバイト収入がある方はキャッシングサービスの審査の対象となり
ます。
□学生の方は、
カードご利用可能枠を10万円または30万円から選択できます。

お問い合わせ

ホームページ

0〜100万円
0〜100万円
0〜100万円
0〜100万円

0120-920-029

https://www.jcb.co.jp/

※電話番号は、
お間違いのないようおかけください。

一 般 カ ード

ゴ ー ル ド カ ード

多 彩 な 機 能と
サービスを兼 ね 備えた
便 利 でおトクなカードです 。

“ゴールド”の名にふさわしい、ハイクオリティーな
サービスを備えた、価 値あるカードです。
お申し込み対象

■本会員…11，
000円
（税込）
20歳以上で、
ご本人に安定継続収入のある方。 ■家族会員…1名様無料
ディズニー・デザイン

Disney

ブラック

※学生の場合は申し込みができません。
※ゴールドカード独自の審査基準により発行
させていただきます。

ピンク

QUICPay

タッチで、
ラクラク！クイックペイ

TM

■「QUICPay」のマークがあるお店で、
かざすだけでお支払
い完了！
■カード型のQUICPayの他、
Apple PayやGoogle PayTM等
のスマホ決済にも対応しています。
■ご利用代金のお支払いは、
お申込みのJCBカードのご利用代金とあわせてのお支払い
となります。

18歳以上で、
ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。
または高校生を除く18歳以上で学生の方。
※在籍の学校により、
申し込みができない場合があります。

■家族会員
生計を同一にする配偶者・親・子供（高校生を除く18歳以上）
の方。

年会費（通常：本会員1,375円（税込）
・家族会員440円
（税込））
■初年度無料

※本会員ならびに本会員と同時にお申し込みの家族会員の方が対象です。
※無料となる年会費はカード発行会社が負担いたします。

■学生の方は、
在学中無料
■25歳以下の方は、
無料

本会員が25歳以下の方は、
2年目以降も25歳まで無料となります。

■2年目以降も条件を満たすとおトクに！
！
下記条件①、
②のいずれかを満たすと2年目以降も年会費無料!!
〈無料条件〉
①１年間の[asita]でのクレジットショッピングの利用金額が１０万円
（税込）以上
②携帯電話（au・NTTドコモ・ソフトバンク・Y!mobile・UQ mobile・楽天モバイル）
の料金
を毎月[asita]のクレジット振替でお支払い
■1年間のご利用金額とは、有効期限月の翌月10日から翌年の有効期限月の10日お支払い分の合計
となります。
■年間のご利用金額の合計が10万円
（税込）未満の場合は、次年度の年会費を有効期限月の3ヵ月
後の10日にお振り替えいたします。
■有効期限月はカード表面に記載されています。
※年会費、
ショッピングリボ払い・分割払い手数料、
キャッシング1回払い、
キャッシングリボ払いなどは利用
合計金額の対象となりません。

年会費が無料です！ETCスルーカード
（ETC専用ICカード）
■有料道路の料金所をキャッシュレスで通過できます。
■ご利用代金は、JCBカードのご利用代金と合わせてのお
支払いとなります。

※ETCスルーカードはJCBカードと別送になる場合があります。
※ETCスルーカード年会費は、
カード発行会社が負担します。
※ご家族の方が申し込みを希望する場合、JCB入会ご案内専用ダイ
ヤル
（0120-015-870、
スマートフォン・携帯電話の方は0570-015-870
／有料9：00AM〜5：00PM 日・祝・年末年始休）
までご連絡ください。

ディズニー・デザイン

ゴールドならではのクオリティー

※1回あたりの利用可能上限金額は、
QUICPayカードの場合は2万円、
Google Payは3万円です。Apple
Payの場合はお申し込みのJCBカードのご利用可能枠に準じます。
ただし、
ご利用可能な金額の範囲内
であっても、一定の条件下でご利用可能枠を確認できないなどの理由により、利用できない場合がありま
す。
※Apple Payは、
WalletアプリにJCBカードを追加することでご利用になれます。
※Google Payは、
Google PayアプリにJCBカードを追加することでご利用になれます。詳しくはJCBカードサ
イトにてご確認ください。
※Apple Payは、
米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google ＰａｙはGoogle LLCの商標です。
※一部ポイントの対象とならない場合があります。
※ご家族の方が申し込みを希望する場合、
JCB入会ご案内専用ダイヤル
（0120-015-870、
スマートフォン・携
帯電話の方は0570-015-870／有料9：00AM〜5：00PM 日・祝・年末年始休）
までご連絡ください。

※本会員が学生の場合は申し込みができません。

生計を同一にする配偶者・親・子供
（高校生を除く18歳以上）
の方。

ゴー ル ド な ら で は の 安 心

■本会員

（2人目より1名様につき1，
100円
（税込））

■家族会員
ク イ ッ ク ペ イ

お申し込み対象

年会費

■本会員

Disney 通常デザイン

あなたの旅に、
大きな“安心”が自動的に付きます

旅行傷害保険（海外／国内）

旅行中の事故による死亡・後遺障害などを海外最高1億円＊、
国内最高5,000万円ま
で補償します。
※日本出国前に、
「搭乗する公共交通乗用具」
または「参加する募集型企画旅行」の料金をJCBゴールドでお支払
いの場合、
最高補償額は1億円、
カードのお支払いがない場合、
5,000万円となります。
※海外旅行傷害保険には、
ゴールド本会員と生計を共にするご家族で、19歳未満のお子様も補償対象となる家族
特約が付きます。国内旅行傷害保険に家族特約は付きません。家族特約は海外旅行傷害保険のみとなります。

高額商品も安心して購入できます

ショッピングガード保険（国内／海外）

JCBゴールドで購入した物品の破損・盗難などの損害を、
国内外を問わず、
購入日
から90日間、
年間最高500万円まで補償します。
（自己負担額：1事故につき3,000円）
※一部、
補償の対象とならない物品があります。

当日飛行機に搭乗される会員のためのくつろぎのスペース

空港ラウンジサービス

国内の主要空港、
およびハワイ ホノルルの国際空港内にあるラウンジを無料で利
用できます。
ドリンクサービスや新聞・雑誌の閲覧などでおくつろぎください。
ゴールド会員の皆様のさまざまなご要望にお応えします

ゴールドデスク

ゴールド会員専用のデスクです。
ゴールドカードに関する全般的なお問い合わせに
ついてご案内しています。
会員の皆様限定の特別な情報が盛りだくさん！

会員情報誌「JCB THE PREMIUM」

本物を知る大人にふさわしい、
旅・食・趣味・地域情報などを掲載した冊子を毎月お
届けします。

※本会員の方の次年度年会費が無料の場合、
家族会員の方の年会費も無料となります。

例.有効期限月が8月のカードの場合

Oki Dokiポイントプログラム

翌年

月

月

月

9 10 11 12
月

8

月

7

月

年間のご利用金額合計期間

6

月

5

月

4

月

3

月

2

月

月

月

月

月

有効期限月

9 10 11 12 1
月

8

月

7

月

月

6

年会費お支払い月

※1.ゴールドカードは対象となりません。 ※2.カード有効期限月の翌月10日より適用となります。

たまったポイントをすてきな商品に交換！

JCBカードの毎月のご利用合計金額1，
000円
（税込）
で1ポイントたまり、
バラ
エティー豊かな商品などに交換できる楽しい特典です。
※一部、
プログラム内容が異なる場合があります。

■

キャッシングサービスに関する

返済等の相談・苦情窓口 ■

0570-051-051

受付時間 9：00AM〜5：00PM 土・日・祝・年末年始休
※電話番号は、
お間違いのないようおかけください。

★貸付条件を確認し、借りすぎに注意しましょう

