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スーパーＩＣカード 
「三菱ＵＦＪ-ＶＩＳＡ ゴールド」 
＜コンビタイプ＞ 
 

(2023年5月14日現在) 

商品名 スーパーＩＣカード「三菱ＵＦＪ-ＶＩＳＡ ゴールド」 <コンビタイプ> 

基本機能 ●ご本人カードに加え、下記の「家族カード」、「代理人カード」もお申し込みいただけます。 

カード種類/基本機能 キャッシュカード機能 クレジットカード機能 

本人カード ○ ○ 

家族カード × ○ 

代理人カード ○ × 

●ご希望の方には、「ＥＴＣカード」・「エクスプレス予約サービス」もご用意しております。 

お
申
し
込
み
い
た
だ
け
る
方 

本人カード ●満20歳以上で安定した収入のあるお客さま。 

●日本国内にお住まい*で、当行にスーパー普通預金または普通預金をお持ちのお客さま。 

＊当行へお届けの住所が日本国内のお客さまに限ります。 

※ご入会にあたっては、所定の審査があります。審査の結果によりご希望にそえない場合は、キャッシュ             

カード機能のみを搭載したICキャッシュカードを発行させていただきます。 

※本カードは、お一人さま1枚とさせていただきます。また、すでにＩＣクレジットカードまたはスーパーＩＣ               

カードをお持ちのお客さまは、別のスーパー普通預金または普通預金であっても新たに本カードをお申し

込みいただくことはできません。 

家族カード ●本人会員と生計をともにする配偶者、ご両親、高校生を除く満18歳以上のお子さま。 

※ご入会にあたっては所定の審査があります。 

代理人カード ●本人会員と生計をともにするご親族さま（1名さまに限ります）。 

※本人カードのキャッシュカード機能を上記ご親族さまが利用される場合にお申し込みいただくカードです。 

※「磁気ストライプ」の代理人カードが発行されている口座を決済口座とし、引き続き代理人カードの利用を希望 

する場合、代理人カードはＩＣキャッシュカードへの切り替えが必要となります。 

※キャッシュカードのタイプは、本人カードと同一のタイプとなります。 

ETCカード ●本人会員さま、家族会員さま 

※ご入会にあたっては所定の審査があります。 

エクスプレス 

予約サービス 
●本人会員さま、家族会員さま。 

※ご入会にあたっては所定の審査があります。 

有効期限 ●以下のカードには有効期限があり、有効期限到来時に新しいカードへ更新します。 

「本人カード：5年 家族カード：本人カードに同じ 代理人カード：なし（※ただし2012年7月14日以前に発行 

したカードは5年） ＥＴＣカード：5年 プラスＥＸカード：なし 」 

※カードの更新には、所定の審査があります。 

※有効期限到来後の旧カードは、キャッシュカード機能・クレジットカード機能のいずれもご利用いただけ 

ませんので、ご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
             
          

本カードは新規受け付けをしておりません 

※すでにお持ちのお客さまの家族カード等は引き続きお申し込みいただけます 

本カードは新規

受け付けをして

おりません 
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スーパーＩＣカード「三菱ＵＦＪ-ＶＩＳＡ ゴールド」 ＜コンビタイプ＞ 

 
 
 

年
会
費 

本人カード ●11,000円（消費税込） 

●クレジットカード機能のショッピングご利用金額累計が年間100万円以上で、翌年の年会費が家族カード分も    

含めて無料となります。 

※キャッシングご利用分・手数料・遅延損害金等のお支払いはショッピングご利用金額累計の対象外です。 

※リボルビング払い・分割払い（3回以上）を指定された場合、ご利用金額は初回お支払月に一括してショッ 

ピングご利用金額累計に集計します。 

※ショッピングご利用金額累計の計算対象期間は年会費のお支払月から翌年の年会費お支払月前月まで

となり、「クレジットカードご利用明細」にて表示されます。 

※ご利用加盟店からの売上票到着のタイミング等により、ご利用代金の引落月が変動し、ショッピングご利用

金額累計の計算対象期間に含まれないことがあります。 

家族カード ●1名さまは無料、2名さまからは1名さまにつき1,650円（消費税込） 

代理人カード ●無料 

ETCカード ●無料 

エクスプレス

予約サービス 

●1名さまにつき1,100円（消費税込） 

※東海旅客鉄道（株）へお支払いいただく年会費です。クレジットカードのご利用代金とあわせて 

クレジットカード決済口座より引き落としさせていただきます。なお、上記金額はプラスEXカード1枚 

当たりの金額です。 

再発行手数料 ●本人カード：1,100円（消費税込）*1  家族カード：無料  代理人カード：1,100円（消費税込）*1 

ＥＴＣカード：無料  プラスＥＸカード：1,100円（消費税込）＊2   

＊1 紛失・盗難によるカードの再発行の場合のみ、上記手数料をお支払いいただきます。 

＊2 東海旅客鉄道（株）へお支払いいただく手数料です。クレジットカードのご利用代金とあわせてクレジット

カード決済口座より引き落としさせていただきます。 

店頭ＩＣカード認証 ●来店時にお届出印がなくても本人カードの持参により各種取引が可能となります。 

●可能なお取引は預金者ご本人さまによる、同一取引店、共通印鑑届のあるご本人さま名義口座間の 

振替、各種申込等です。 

●店頭ＩＣカード認証について、くわしくは当行ホームページにてご確認ください。 

キャッシュカード  

機能 

 

カードタイプ <コンビタイプ> 

ご利用可能ＡＴＭ＊ 当行ＡＴＭ・コンビニＡＴＭ・提携金融機関ＡＴＭ等 

＊ご利用いただく時間帯によっては所定のＡＴＭご利用手数料(例：当行ＡＴＭ利用手数料110円/回 

［消費税込］)がかかる場合があります。 

 1日あたりのＡＴＭ 

ご利用限度額に

ついて 

●1日あたりのＡＴＭご利用限度額は、お客さまご希望の限度額に変更(個別設定)していただけます。 

 お取引種類 お取引内容 初期設定額 個別設定の上限額 

① 
ＩＣチップ 

によるお取引 

お引き出し 50万円 200万円 

お振り込み 
100万円 200万円 

お振り替え 

② 
磁気ストライプ 

によるお取引 

お引き出し 50万円 200万円 

お振り込み 
100万円 200万円 

お振り替え 

 ※「カード全体の1日あたりのご利用限度額」の上限は、「ＩＣチップによるお取引と「磁気ストライプによる 

お取引」のどちらか大きい限度額となります。各限度額の合計額とはなりませんのでご留意ください。 

※キャッシュカードご利用限度額の個別設定には別途お手続きが必要です。くわしくは窓口にお問い合わせ
ください。 

※コンビニＡＴＭや金融機関によって、キャッシュカードのご利用限度額が異なります。くわしくは、 

お取引のコンビニ・金融機関にお問い合わせください。 

※クレジットカード機能のキャッシング取引は、上記のご利用限度額の対象ではありません。 

※磁気ストライプによるお取引のご利用限度額には、デビットカードサービスのご利用も含まれます。 

ご利用いただける

ＡＴＭについて 

●キャッシュカードのお取引は、ご利用になるＡＴＭによりＩＣチップまたは磁気ストライプのいずれかを使用した

お取引となります。ＩＣチップでのお取引は、当行、コンビニＡＴＭ、提携金融機関の「ＩＣキャッシュカード対応ＡＴ

Ｍ」でご利用いただけます。 

●上記以外のコンビニＡＴＭ・提携金融機関ＡＴＭ等では磁気ストライプを使用したお取引となり、キャッシュカ

ードご利用限度額は上記②になります。 

●「ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭ」をご利用になる場合（ＩＣチップでのお取引）は、カードの上側に表示された  

矢印に沿って挿入してください。「ＩＣキャッシュカード対応ＡＴＭ」以外をご利用になる場合（磁気ストライプ 

でのお取引）は、カード下側に表示された矢印に沿って挿入し、画面の誘導に従って操作してください。 
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ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
機
能 

ご利用可能枠 ●ＭＵＦＧカードロゴ、ＤＣロゴ、ＵＦＪカードロゴ、ＮＩＣＯＳロゴ、ＶＩＳＡマークのある世界中の加盟店でショッ  

ピングが可能です。 

●キャッシングは、国内では当行ＡＴＭ・ＣＤ、セブン銀行ＡＴＭ、ローソン銀行ＡＴＭ、Ｅ-ｎｅｔＡＴＭ、ゆうちょ 

ＡＴＭおよび三菱ＵＦＪニコス㈱が指定する金融機関のＡＴＭ・ＣＤでご利用いただけます。 海外ではＰｌｕｓ 

マーク、またはＶＩＳＡマークのあるＡＴＭにてご利用いただけます。 

※キャッシング等、ＡＴＭで本カードをクレジットカードとして使用する場合は、磁気ストライプでの   

お取引になります（当行ＡＴＭ以外でもご利用いただけます）。ただし、一部を除くノンバンク系ＣＤ・ 

ＡＴＭではご利用いただけません。 
 

クレジットカードのご利用可能枠   50万円～300万円 

 ショッピング利用可能枠   50万円～300万円 

  内 分割払い利用可能枠   50万円～300万円 

  内 リボルビング利用可能枠 50万円～300万円 

キャッシング利用可能枠     0～100万円 

 内 リボルビング利用可能枠     0～100万円 
 
※ご利用可能枠内であれば何度でもご利用いただけます。 

※家族カードのご利用可能枠は、本人カードのご利用可能枠の範囲内となります。 

※割賦販売法に基づき、「分割払い利用可能枠」「リボルビング利用可能枠」とは別に、ショッピング利用

可能枠の内枠として、割賦取引（2回払い・ボーナス一括払い・分割払い・ボーナス併用分割払い・リボル   

ビング払いのお取引）のご利用可能枠（割賦取引利用可能枠）が設定される場合があります。 

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ご
利
用
代
金 

分割払い 

手数料率 

●実質年率9.0％  2020年2月7日現在 

 手数料率 

変動ルール 

●金融情勢等に応じ変動します。 

手数料の  

計算方法 

●元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この

場合、第1回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算（年365日

とします）、第2回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものと

します。なお、付利単位は1円とし、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないもの

とします。 

リボルビング 

払い手数料率 

●実質年率9.0％  2020年2月7日現在 

 手数料率 

変動ルール 

●金融情勢等に応じ変動します。 

 手数料の 

計算方法 

●毎月締切日の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算

（年365日とします）した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に

到来する支払期日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、付利単位は100円と

します。 

キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
ご
利
用
代
金 

一括払い利率 ●実質年率9.0％  2020年2月7日現在 

 ご利用金額 ●最低1万円以上1万円単位 

利率変動 

ルール 

●金融情勢等に応じ変動します。 

利息の 

計算方法 

●利用日の翌日から支払日までのキャッシング利用残高に対して、当行所定の割合で日割計算（年365日とし

ます）した金額とします。なお、付利単位は100円とします。 

リボルビング 

払い手数料率 

●実質年率9.0％  2020年2月7日現在 

 ご利用金額 ●最低1万円以上1万円単位 

手数料率 

変動ルール 

●金融情勢等に応じ変動します。 

手数料の 

計算方法 

●毎月締切日（初回は利用日）の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の

割合で日割計算（年365日とします）した金額を、翌々月の支払期日にお支払いいただきます。なお、付利

単位は100円とします。 

2023年4月1日以降に

新たにショッピングを

利用する場合、ボー

ナス併用分割払いを

支払い区分とするこ

とはできません。 
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ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
機
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クレジットカード 

決済口座 

●クレジットカード決済口座は、お申込時に指定されたスーパー普通預金または普通預金となります。 

●クレジットカードのご利用代金は毎月15日に締め切り、翌月10日（休日の場合は翌平日窓口営業日）に

本カードお申し込みの預金口座よりお引き落としとなります。なお、海外でのご利用分は日本円に換算

してのお支払いとなります。 

 ※家族カードのご利用分は本人カード分と合わせて本人会員さまのクレジットカード決済口座より   

お引き落としとなります。 

 ※ご利用加盟店からの売上票到着のタイミング等により、ご利用代金の引落月が変動する場合があります。 

※日本円換算レートは、VISAインターナショナルにて売上データが処理された日に同社が適用した 

為替相場に海外利用に伴う諸事務処理手数料などとして2.20%（消費税込）を加算したレートを 

使用いたします。当行外国為替公表相場ではございませんのでご注意ください。 

お支払コース 

お支払方法 

●お支払コースは「都度指定」コース・「事前登録（リボ）」コースのいずれかをお選びいただけます。 

●「都度指定」コース：ご利用のつど次のお支払方法をご指定いただけます。 
 

ショッピング 
1回払い ボーナス一括払い 2回払い 

分割払い＊ リボルビング払い 

キャッシング 一括払い リボルビング払い 
 

＊ボーナス併用分割払い（分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い）もご利用いただけます。 

●「事前登録（リボ）」コース＊：お支払いのたびにお支払方法をご指定いただかなくても、ショッピング・    

キャッシングとも自動的にリボルビング払いとなります。 

＊「事前登録（リボ）」コースをお選びいただいた場合でも、ギフトカード・プリペイドカードご購入分等は、   

リボルビング払いの対象外です。 

※「事前登録（リボ）」コース、「都度指定」コースは、ショッピングとキャッシングのそれぞれでご指定いただ

けます。ただし、本カードお申込時は同一のコースとさせていただきます。 

※「事前登録（リボ）」コースをお選びいただいた場合でも、ショッピング時にお店で「2回払い」「分割払い」  

「ボーナス一括払い」を指定された場合は、そのご指定方法が適用されます。その他のご指定は、   

ご指定のお支払方法が適用されず、すべてリボルビング払いとなります。 

※それぞれのコースのご変更は、専用ダイヤル(三菱ＵＦＪ-ＶＩＳＡゴールドデスク)へのご連絡または三

菱ＵＦＪ-ＶＩＳＡ会員専用Ｗｅｂサービス（三菱ＵＦＪダイレクト）にて承ります。くわしくは、当行ホームペ

ージをご覧ください。 

※ショッピングの「分割払い」「リボルビング払い」やキャッシングでのご利用には所定の手数料・利息が   

かかります。 

 

リボルビング 
払いの 
お支払い方法 

●リボルビング払いでは、「元利定額方式」「元金定額方式」「残高スライド方式」の3つのお支払方式から

お選びいただけます。 

元利定額方式：ご利用残高に関わらず、手数料・利息額込みの一定金額を毎月お支払いいただきます。 

元金定額方式：ご指定の元金お支払額に手数料・利息額を加算した金額を毎月お支払いいただきます。 

残高スライド方式：手数料・利息込みの一定金額を毎月お支払いいただきます。ただし、月々のお支払

額がご利用残高10万円ごとに変動します。 

※ご入会時は「元利定額方式」となります。 

※ショッピング・キャッシングで別々のお支払方式をお選びいただくことはできません。 

※「元利定額方式」では、手数料・利息額がショッピング・キャッシングの各ご指定額と同額、またはそれを  

上回る場合、千円単位でそれぞれのお支払額に上乗せさせていただきます。 

●「元利定額方式」と「元金定額方式」では、ショッピングとキャッシングのリボルビング払いのご請求を 

ひとつにまとめさせていただきます（おまとめ支払い）。 

※毎月の「おまとめ支払額」を2千円～999千円の範囲でご指定いただきます（千円単位）。  

※毎月の「ショッピングお支払額」は千円単位でご自由にご指定いただけます。毎月の「キャッシング  

お支払額」は、ご指定いただいた「おまとめ支払額」から「ショッピングお支払額」を差し引いた金額と 

なります。 

※ご入会時は「毎月おまとめ支払額：5千円（ショッピングお支払額：2千円・キャッシングお支払額3千円）」

に設定されています。 

※ショッピング・キャッシングの一方のお支払いご指定額がリボルビング残高を超える場合は、自動的に

他方のお支払いへ充当されます。 

※「元金定額方式」の場合は、元金に上乗せされる「手数料・利息額」部分がお支払月により変動します。 

●リボルビング払いの登録内容（お支払方式、毎月おまとめ支払額等）のご変更は、専用ダイヤル（三菱 

ＵＦＪ-ＶＩＳＡゴールドデスク）へのご連絡または三菱ＵＦＪ-ＶＩＳＡ会員専用Ｗｅｂサービス（三菱ＵＦＪダイレ

クト）にてお支払日3平日窓口営業日前（正午）まで承ります。くわしくは、当行のホームページをご覧くださ

い。 

●分割払い・リボルビング払いの具体的なお支払例やお取引条件等につきましてはP.11～13をご覧ください。 

2023年4月1日以降に

新たにショッピングを

利用する場合、ボー

ナス併用分割払いを

支払い区分とするこ

とはできません。 
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ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
機
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クレジットカード  

機能の補償 

●クレジットカード機能で、偽造・盗難カード等により生じた被害は、通知日から遡って60日以内の被害  

について当行が負担します。 

※お客さまの故意または過失に起因する被害等、当行が負担できない場合もありますので、くわしくは 

三菱ＵＦＪ-ＶＩＳＡ会員規約をご覧ください。 

ショッピングセイバー 

海外旅行保険 

国内旅行傷害保険 

●三菱ＵＦＪニコス㈱を契約者とした東京海上日動火災保険㈱の｢ショッピングセイバー｣および｢海外  

旅行保険｣・｢国内旅行傷害保険｣を付帯しています。 

※ご利用にあたってはカードをお届けする際に同封する｢保険ご利用のしおり（ゴールドカード）｣で適用 

条件等をご確認ください。 

 ショッピング 

セイバー 

●国内・海外のご利用を問わず、クレジットカード機能を利用して購入された商品がご購入日から90日以内

に破損したり、盗難、火災等の損害を被った場合に補償いたします。 

海外旅行  

保険 

●本人会員・家族会員はもちろん、カードをお持ちでないご家族の方についても補償される家族特約＊が  

適用されます。 

＊家族特約の対象者：家族カードをお持ちでない以下に該当する方 

①本人会員の配偶者 ②本人会員と生計をともにする同居のご家族(配偶者のご両親を含む) 

③本人会員と生計をともにする未婚のお子さま 

※②・③は、ご両親・お子さまとも収入のない方を対象とします。 

国内旅行  

傷害保険 

●利用代金を事前に本カードで決済された場合に補償が付帯されるプランと、事前に三菱ＵＦＪニコス

（株）に申し込みをされた場合に補償が付帯されるプランの2種類があります。 

保証人・担保 ●不要（三菱ＵＦＪニコス㈱が保証します。） 

即時振込サービス ●三菱ＵＦＪ-ＶＩＳＡ会員専用Ｗｅｂサービス（三菱ＵＦＪダイレクト）で、お手軽に、スピーディにキャッシングを行

うサービスです。キャッシング利用可能枠内でご希望の金額を、本カードお申し込みの普通預金口座へ最

短数十秒でお振り込みいたします。 

 お振込時間 ●お申し込みの時間により、お振り込みの時間が以下のようになりますので、ご確認のうえ、お申し込み

ください。 

お申込時間 お振込時間 

0：45～8：59 当日9:00以降 

9：00～14：30 お申込後最短数十秒後 

14：31～23：45 翌平日窓口営業日9:00以降 
 

※お申込日または、お振込予定日が土・日・祝日等の場合、お振り込みは翌平日窓口営業日となります   

ので、ご了承ください。 

その他 ●本サービスはキャッシング利用可能枠があるお客さまのみご利用可能枠の空枠内でご利用いただけます。 

●本サービスのご利用には、あらかじめ三菱ＵＦＪダイレクトのご契約が必要となります。 

●家族カードでは、本サービスをご利用いただけません。 
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三菱ＵＦＪポイント ●お買い物代金等をクレジットカード機能でお支払いいただくと付与されます。たまったポイントは、ポイント

数に応じて素敵な商品との交換や、提携先ポイントへの移行ができるほか、キャッシュバックもお選びいた

だけます。 

  ポイントの獲得 ●1ヵ月間のショッピングご利用合計金額1,000円ごとに1ポイントがたまります 

（リボルビング払いまたは分割払い〔3回以上〕をご利用いただいた場合、ポイントは2倍になります）。 

ポイントの付与 ●三菱ＵＦＪポイントは、クレジットカードのショッピングご利用代金お支払月に本人会員さまに付与します。 

※リボルビング払いまたは分割払い（3回以上）の場合は、初回お支払月に一括して本人会員さまに付与します。 

三菱ＵＦＪ 

ポイントＰＬＵＳ 

●三菱ＵＦＪポイントＰＬＵＳは、年度のショッピングご利用累計額＊に応じて、翌年度の三菱ＵＦＪポイントの

付与率を優遇するサービスです。 

＊4月10日から翌年3月10日までの引落請求分を年度の累計額とします（キャッシング等、累計額に 

含まれない請求分もあります）。 

●当年度のショッピングご利用累計額が50万円以上の場合、翌年度の基本ポイントが20％アップします。 

※1ポイント未満は切り捨てとなります。 

※リボルビング払い・分割払い（3回以上）でのショッピングご利用分は優遇対象外です。 

※ご利用加盟店からの売上票到着のタイミング等により、ご利用代金の引落請求月が変動し、ご利用

代金の一部または全部が当年度のショッピングご利用累計額に反映されないことがあります。 

※申し込みのタイミングや引落口座変更等により、優遇されない場合があります。 

※解約された場合は優遇対象外となります。 

ポイント獲得期間 ●毎年4月～翌年3月引落分 

ポイント有効期限 ●毎年4月～翌年3月までの年度制を採用しています。 

●年度中の獲得ポイントが200ポイント未満の場合は同年度末、200ポイント以上の場合は翌々年度末が有効

期限となります。 

●入会初年度中に獲得したポイントに限り、年度中の獲得ポイントが200ポイント未満の場合でも、翌々年度末

まで有効です（年度別獲得ポイント内訳は、「クレジットカードご利用明細」にてご確認いただけます）。 

●本カードを解約された場合は、解約日を含む年度の年度末が有効期限となります。 

●三菱ＵＦＪ-ＶＩＳＡ会員規約や三菱ＵＦＪポイント利用規程を遵守されない場合等は、お持ちのポイントの

有効期限や残高にかかわらずポイントの交換はできません。 

ポイント交換 

応募受付期間 

●ポイント交換期間：毎年4月15日から翌年3月31日 

※年度により変更となる場合がありますので、ご了承ください。 

※くわしくは当行ホームページまたは「三菱ＵＦＪポイント」パンフレットをご覧ください。 

ポイント交換 

応募方法 

●ポイント交換は下記いずれかの方法となります。くわしくは当行ホームページをご覧ください。 

Ａ：インターネット 三菱ＵＦＪ-ＶＩＳＡ会員専用Ｗｅｂサービス（三菱ＵＦＪダイレクト）でのご応募 

(https://www.bk.mufg.jp/tsukau/credit/) 

※あらかじめ、「三菱ＵＦＪダイレクト」のご契約が必要となります。 

Ｂ：ポイントデスク（0120-353-767）へのお電話 

・音声応答 ： 24時間受付  

・オペレーター受付 ： 9:00～17:00 土・日・祝日および12/30～1/3は休業 

Ｃ：応募用紙にご記入のうえ郵送 

※「三菱ＵＦＪポイント」パンフレットをご請求いただき、同封の応募用紙に必要事項をご記入 

のうえ、ご郵送ください。 

※パンフレットのご請求は、ポイントデスク（0120-353-767〔音声応答：24時間受付4/15～3/31〕） 

にて受け付けしています。 

※封書タイプのクレジットカードご利用明細書には、応募用紙を添付しています。 

キャッシュバック ●たまったポイントを1ポイント5円に換算し、クレジットカード決済口座に入金します。 

※交換は200ポイント（1,000円分）を1口として、口数単位となります。 

※受付から約3～4週間で決済口座にお振り込みいたします（応募用紙による郵送でのお申し込みの場合

は、4～6週間程度かかります）。 

※入金は通帳等でご確認ください。｢ポイントオウボ｣と印字されます。 
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三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
ポ
イ
ン
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商品送付時期 ●商品は応募受付後、約1ヵ月でお届けいたしますが、商品応募時に記入漏れがある場合や応募集中時

には、商品のお届けに日数を要する場合があります。 

その他 ●加算されたポイントで商品と交換する場合、ご応募できるお客さまは、ご本人さま（家族会員を含む）に

限ります。 

●一部のご利用分（手数料・遅延損害金・キャッシング・楽天Ｅｄｙ・モバイルＳｕｉｃａ・ＳＭＡＲＴ ＩＣＯＣＡ・エクス

プレス予約サービス・nanacoクレジットチャージ・au WALLETプリペイドカード・ウェブマネー等）は対象外 

です。 

●くわしくは当行ホームページまたは「三菱ＵＦＪポイント」パンフレットをご覧ください。 

「三菱ＵＦＪポイント」パンフレットのご請求は、ポイントデスク（0120-353-767〔音声応答：24時間受付4/15

～3/31〕）にて受け付けしています。 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド 

●ご希望のお客さまは、ＥＴＣカードを年会費無料でお申し込みいただけます。家族会員さま用もお申し込み可能です。ＥＴＣ   

カードのご利用代金は毎月のスーパーＩＣカード（クレジットカード機能）のご利用分とあわせて請求させていただきます。 

利用可能枠 ●お持ちのスーパーＩＣカードのご利用可能枠の範囲内 

その他 ●ご利用にはＥＴＣカードの他に車載器が必要となります。車載器はカーディーラー、カー用品店等で   

ご購入いただけます。 

●ＥＴＣカードはスーパーICカードをお持ちのお客さまがお申し込みいただけるカードです。ＥＴＣカード

単独でのお申し込みはできません。なお、お申し込みは「三菱ＵＦＪ-ＶＩＳＡ」会員専用Ｗｅｂサービス（三

菱ＵＦＪダイレクト）にて承ります。 

※あらかじめ三菱UFJダイレクトのご契約が必要です。 

エ
ク
ス
プ
レ
ス
予
約
サ
ー
ビ
ス(

プ
ラ
ス
Ｅ
Ｘ
会
員) 

●ご希望のお客さまは、三菱ＵＦＪ-ＶＩＳＡ会員専用Ｗｅｂサービスにてエクスプレス予約サービス(プラスEX会員)をお申し込みいた

だけます。 

エクスプレス予約サービス(プラスEX会員)のご利用代金は毎月のスーパーＩＣカード（クレジットカード機能）のご利用分とあわせ

て請求させていただきます。 

利用可能枠 ●お持ちのスーパーＩＣカードのご利用可能枠の範囲内 

その他 ●ご利用にはＪＲ東海エクスプレス予約ホームページでの会員登録（利用開始手続）が必要となり 

ます。 

●東海道･山陽・九州新幹線のご利用時には、東海旅客鉄道（株）よりお送りするプラスＥＸカードが

必要となります。ご利用の際は、お忘れなくお持ちください。 

●エクスプレス予約サービス(プラスEX会員)のご利用分には、三菱ＵＦＪポイントが付与されません。 

●エクスプレス予約サービス（プラスＥＸ会員）はスーパーＩＣカードをお持ちのお客さまがお申し込みいた

だけます。エクスプレス予約サービス（プラスＥＸ会員）単独でのお申し込みはできません。なお、お申し

込みは三菱ＵＦＪ-ＶＩＳＡ会員専用Ｗｅｂサービス（三菱ＵＦＪダイレクト）にて承ります。 

※あらかじめ三菱ＵＦＪダイレクトのご契約が必要です。 

デビットカードサービス
（Ｊ-Ｄｅｂｉｔ） 

●別途お申し込みいただくことにより、国内の＜Ｊ－Ｄｅｂｉｔ＞加盟店でのお買物や旅行代金のお支払いに、

デビットカードサービス（Ｊ-Ｄｅｂｉｔ）をご利用いただけます。 

当行が契約している
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 

0570-017109、03-5252-3772 

受付時間/月～金曜日 9:00～17:00（祝日・12/31～1/3等を除く） 

その他 ●最新の借入利率は、窓口またはコールセンターでご確認ください。 

●お申し込みいただいたカードは、当行お届出住所宛に簡易書留郵便（転送不要扱）でお送りしますので、

日本郵便株式会社に『転居届』を出されても転送されません。なお、郵送でお受け取りいただけなかった

場合は、カードを廃棄処理させていただく場合があります。この場合、あらためてカード発行のお申し

込みが必要となりますのでご注意ください。 

●三菱ＵＦＪニコス㈱のサービス等その他、多彩なサービスをご用意しております。くわしくは、当行のホーム

ページをご覧ください。 

●本説明書は2020年2月7日現在の消費税（10％）に基づき手数料等を掲載しております。消費税法の

変更に伴い、手数料等も変更となる場合があります。 
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≪ショッピングの分割払いについて≫ 

 

●分割払い(含むボーナス併用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率（実質年率） 

支払回数 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回 

支払期間 3ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 10ヵ月 12ヵ月 15ヵ月 18ヵ月 20ヵ月 24ヵ月 

手数料率(実質年率) 9.0％ 

※1 分割払い・ボーナス併用分割払いの支払回数は、原則として上表に記載の通りとします。ただし、当行が承認した

場合には上記支払回数以外の利用ができるものとし、この場合の分割払いの手数料も、上表の当行所定の実質

年率にて計算するものとします。 

※2 ※1に関わらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払回数・分割払いの手数料率が異なる場合があります。 

※3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月(冬期)と7月(夏期)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払い

いただきます。なお、会員の利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いの取り扱いができない場合が

あります。 

 

●分割払いのお支払例：10月1日に6万円(消費税込)の商品を6回払い(実質年率9.0％)で購入された場合 

支払回数 3回払い 5回払い 6回払い 10回払い 12回払い 15回払い 18回払い 20回払い 24回払い 

（実質年率） （9.0％） 

分割支払金

の利用代金

に対する割合 

0.33834578 0.20452241 0.17106890 0.10417122 0.08745147 0.07073639 0.05959766 0.05403063 0.04568474 

 

①分割支払金（月々の支払額） 

60,000円×0.17106890＝10,264円(1円未満切り捨て。以下同じ。) 

②支払総額(分割支払金合計) 

61,513円(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整しております。) 

 

■第1回目お支払い(11月10日） 

・分割支払金    10,264円  

内 手数料     60,000円×9.0％×26日÷365日＝384円(初回日割計算) 

内 元金       10,264円－384円＝9,880円 

・支払後残元金  60,000円－9,880円＝50,120円 

 

■第2回目お支払い(12月10日） 

・分割支払金    10,264円 

内 手数料     50,120円×9.0％÷12ヵ月＝375円(2回目以降月利計算) 

内 元金       10,264円－375円＝9,889円 

・支払後残元金  50,120円－9,889円＝40,231円 

 

■以下、第3回目以降の分割支払金の内訳は次表の通りとなります。                       （単位：円） 

支払回数 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 合計 

分割支払金 10,264 10,264 10,264 10,264 10,264 10,193 61,513 

 
内 手数料 384 375 301 227 151 75 1,513 

内 元金 9,880 9,889 9,963 10,037 10,113 10,118 60,000 

支払後残元金 50,120 40,231 30,268 20,231 10,118 0 － 

 

 

 

 

2023年4月1日以降に新たにショッピング

を利用する場合、ボーナス併用分割払い

を支払い区分とすることはできません。 
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≪ショッピングリボルビング払いについて≫ 

 

●リボルビング払いの手数料率 

実質年率9.0％(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算) 

※当行所定の基準により金利を優遇した場合は、上記金利とは異なる場合があります。 

 

●リボルビングお支払コース（「毎月のお支払額」算定表） 

 

          締切日のご利用残高 

方式       

お支払コース 

10万円以下 

10万円超 

20万円 

以下 

20万円超 

30万円 

以下 

30万円超 

40万円 

以下 

40万円超 

50万円 

以下 

50万円超 

60万円 

以下 

60万円超 

10万円増す

ごとに 

元金定額方式 ①千円単位で設定 元金（千円～999千円単位）＋手数料（ご利用残高に対する日割計算） 

元利定額方式 ②千円単位で設定 毎月のお支払額（手数料を含む（ご利用残高に対する日割計算）） 

③5千円コース 5千円 1万円 1万5千円 2万円 2万5千円 3万円 

④1万円コース 1万円 2万円 3万円 4万円 5万円 6万円 

⑤2万円コース 2万円 3万円 4万円 5万円 6万円 

⑥3万円コース 3万円 4万円 5万円 6万円 

⑦4万円コース 4万円 5万円 6万円 

残高スライド 

方式 

⑧5万円コース 5万円 6万円 

1万円ずつ

加算 

※ボーナス月加算お支払い：会員の方があらかじめ選択した月（年2回）に、ボーナス加算額を通常のお支払額に加 

えてお支払いいただきます。 
  

 

●元金定額方式の場合 

リボルビングご利用残高（元金）が指定されたコースのお支払額に満たない場合は、リボルビングご利用残高（元金 

[リボルビング払い手数料がある場合は、元金との合計額]）をお支払いいただきます。 

 

●元利定額方式・残高スライド方式の場合 

リボルビングご利用残高（元金）と手数料の合計額が各コースの最低お支払額に満たないときは、その合計額を 

お支払いいただきます。 

 

※元金定額方式、または元利定額方式を選択した場合 

別途ご指定いただいたおまとめ支払額(ショッピングのリボルビング払いとキャッシングのリボルビング払いの毎月 

支払金額を合算したお支払額)を優先してお支払いいただきますので、あらかじめご指定いただいたショッピング 

お支払額と、実際のショッピングご請求額が異なる場合があります。 
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●リボルビング払いのお支払例 

10月1日に3万円（消費税込）のご利用をされた場合（実質年率9.0％で計算） 

 

＜元金定額方式で「5千円コース」の場合＞ 

■第1回目お支払い（11月10日） 弁済金5,000円 

内 手数料  0円 

内 元金    5,000円  

※ご利用日から最初のお支払日までは手数料はかかりません。 

■第2回目お支払い（12月10日） 弁済金5,030円 

内 手数料  30円＝25,000円×9.0％×5日÷365日 

内 元金    5,000円 

■第3回目お支払い（1月10日） 弁済金5,178円 

内 手数料  178円＝25,000円×9.0％×25日÷365日＋{(30,000円－5,000円－5,000円)×9.0％×5日÷365日} 

内 元金    5,000円 

■以下弁済金は2月10日5,146円（内手数料146円）、3月10日5,108円（同108円）、4月10日5,062円（同62円）、 

5月10日32円（同32円）で完済となります。 

 

＜残高スライド方式および元利定額方式で「5千円コース」の場合＞ 

■第1回目お支払い（11月10日） 弁済金5,000円 

内 手数料  0円 

内 元金    5,000円 

■第2回目お支払い（12月10日） 弁済金5,000円 

内 手数料  30円＝25,000円×9.0％×5日÷365日 

内 元金    4,970円＝5,000円－30円 

■第3回目お支払い（1月10日）   弁済金5,000円 

内 手数料  178円＝25,000円×9.0％×25日÷365日＋(20,000円＊×9.0％×5日÷365日) 

内 元金    4,822円＝5,000円－178円 

＊30,000円－5,000円－4,970円＝20,030円→100円未満切捨て 

■以下弁済金は2月10日5,000円（内手数料146円）、3月10日5,000円（同109円）、4月10日5,000円（同64円）、 

5月10日561円（同34円）、6月10日3円（同3円）で完済となります。 

 

≪キャッシングについて≫ 

 

●キャッシングサービス利率 

 

実質年率9.0％  

※1 当行所定の基準により金利を優遇した場合は、上記金利とは異なる場合があります。 

※2 一括払いの場合、上記手数料率とし、ご利用日の翌日からお支払日までの日割計算。リボルビング払い

の場合も、上記手数料率とし、ご利用後1回目のお支払いはご利用日の翌日から締切日までの日割

計算。2回目以降のお支払いは締切日翌日から翌月締切日までの日割計算。 

 

※上記ショッピング分割払い・リボルビング払いの手数料率（実質年率）およびキャッシングサービス利率は、 

  2020年2月7日現在のものです。上記手数料率・利率は金融情勢の変化等により見直しとなる場合があります。 

   最新の手数料率・利率は窓口またはコールセンターでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本カードは新規受け付けをしておりません。 

・身体認証サービスは、2022年8月1日以降新規申込受付終了、2023年5月14日をもって、サービス終了しています。 


