「三菱ＵＦＪ-JCBデビット」
（2020年9月2日現在）

商品名
お申し込み
いただける方
カード種類
決済口座
お申込方法

ご利用方法

お支払方法

ご利用可能金額

ご利用限度額

ご利用時間

三菱 UFJ-JCB デビット
・個人、個人事業主
・15 歳以上（中学生は除きます）
・日本国内に居住されているお客さま
・JCB デビット単体型カード（本人カードのみ）
・1 口座につき 1 枚まで（別口座での保有は可能）
・デザインは、赤・白（ディズニー・デザイン）・黒からお選びいただけます。
お申し込み時に指定された普通預金口座
※屋号つき口座等、一部の普通預金口座はお申し込みいただけません。
※決済口座の変更はできません。変更する場合は、新たにお申し込みいただく必要があります。
・Web （当行ホームページ）
・当行本支店窓口 ・口座開設アプリ、口座開設 WEB
①国内・海外の JCB 加盟店でショッピングにご利用いただけます（インターネット上のオンラインショップでも利用
可能です）。
※高速道路料金や機内販売、ガソリンスタンドなど一部ご利用いただけない加盟店があります。
②海外の「JCB」マークのある ATM で現地通貨のお引き出しができます。
※2020年3月以前に発行した一部のカードは、「Cirrus」マークのあるATMでもご利用いただけます。
※利用可能な海外の ATM はカード裏面に記載のマークを確認ください。
ご利用の都度、決済口座の普通預金から原則即時で引き落とし（一括払い）
※一部加盟店・サービス側の売上処理の都合等により、即時引き落としにならない場合があります。
※取消・返品の場合、お客さまの決済口座から一旦ご利用代金が引き落とされた後に当行所定の方法によりお客さま
に返金されることがあります。返金には 2 ヵ月程度かかる場合があります。
決済口座の普通預金残高（*）、かつ JCB デビットご利用限度額の範囲内
（*）ショッピングでは、総合口座貸越限度額を含みます。
※一部加盟店・サービスでは、ご利用限度額を超えてショッピング取引が成立する場合があります。その場合、一旦
当行が立て替えて支払いをした後、お客さまより代金をいただきます。
＜初期設定＞
1回
1日
1 ヵ月
国内ショッピング

50 万円

50 万円

1,000 万円

海外ショッピング

50 万円

50 万円

1,000 万円

海外 ATM 現地通貨引出
＜変更可能なご利用限度額＞

10 万円

10 万円

300 万円

1回

1日

1 ヵ月

国内ショッピング

0～200 万円

0～200 万円

0～1,000 万円

海外ショッピング

0～200 万円

0～200 万円

0～1,000 万円

海外 ATM 現地通貨引出
0～10 万円
0～10 万円
0～300 万円
※変更をご希望の場合は、会員専用 WEB サービス「MyJCB」または専用コールセンター（「三菱 UFJ 銀行
デビットデスク」）にてお手続きいただけます。
原則 24 時間 365 日
※当行のシステムが停止する時間帯（毎月第 2 土曜日 21 時～翌朝 7 時）も利用可能です。
ただし、この時間帯は総合口座貸越を利用した取引はできません。

手数料等
年会費
新規発行手数料
再発行手数料
海外利用時の
手数料
有効期限

無料
無料
無料
※盗難・紛失の場合は、1,100 円（消費税込）
・海外でのショッピング・ATM ご利用の際は JCB が定める基準レートに JCB が指定した料率（1.6％）と当行所定の
海外事務手数料（消費税込 3.05％）を上乗せしたレートで円貨換算します。
・海外 ATM 利用手数料：110 円（消費税込）/1 回
※別途 ATM 設置機関所定の自動機手数料が必要な場合があります
5 年間
※有効期限到来時には、新しいカードを当行届出住所宛に郵送します。
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キャッシュバック

毎月１日～末日のショッピングご利用金額の0.2%を、翌月25日（銀行休業日の場合は翌営業日）に決済口座にご入金い
たします。
※算出式：対象取引の合計額×0.2%（１円未満は切り捨て）
※即時お引き落しとならないお取引について、残高不足等により引落日当日にお引き落しができなかった場合、
後日お支払いいただいても、当該取引についてはキャッシュバックの対象になりません。

付帯保険
※ご利用にあたっては、カードをお届けする際に同封の「付帯保険のご案内」をご確認ください。
・海外旅行に関する所定の料金のお支払いにJCBデビットをご利用いただいた場合、適用されます
傷害による死亡・後遺障害
最大 3,000 万円
傷害による治療費用

海外旅行傷害
保険

国内旅行傷害
保険
ショッピング保険
（海外）

不正利用時の補償
お知らせメール

最大 100 万円

疫病による治療費用

最大 100 万円

賠償責任

最大 2,000 万円

携行品の損害

1 旅行最大 20 万円、年間 100 万円（自己負担額 3,000 円/1 事故あたり）

救援者費用等

最大 100 万円

・国内旅行に関する所定の料金のお支払いに事前にJCBデビットをご利用いただいた場合、適用されます。
・補償内容：死亡・後遺障害 最大3,000万円
JCBデビットを利用して海外で購入した物品でご購入日（配送などによる場合には物品の到着日）から90日以内に偶発
な事故（国内・海外問わず）によって損害を被った場合に補償します。
補償金額：会員1名につき毎年4月1日から1年間の総補償金額は最大100万円（1事故あたり10,000円はお客さまの自己
負担になります）。
偽造・盗難カード等が第三者によって不正利用された場合、当行が連絡を受けた日から 60 日前まで遡り、その日以降
に発生した損害について補償します。
補償金額：最大 500 万円/1 事故あたり
※お客さまの故意または過失に起因する被害等、補償できない場合があります。
ショッピングまたは海外 ATM をご利用いただいた際等に、会員専用WEB サービス「MyJCB」にご登録の E メールアドレ
スにご利用確認メールをお送りします。

2/3

「三菱ＵＦＪ-JCBデビット」
会員専用WEBサービス「MyJCB」
※ご利用方法については、カードをお届けする際に同封する「ご利用ガイド」をご確認ください。

ご利用明細

JCB デビットのご利用明細についてご確認いただけます。
※ご利用明細の郵送は行いません。「MyJCB」でのみご確認いただけます。

ご利用限度額
1 回・1 日・1 ヵ月のご利用限度額をお客さまご自身で設定いただけます。
変更
キャッシュバック
キャッシュバックの明細をご確認いただけます。
実績照会
オンラインショッピ 「MyJCB」に登録すると自動的に登録され、無料でご利用いただけます。
ング認証サービス （*）「J/Secure」に参加しているオンラインショッピングの店舗で JCB デビットを利用される場合、お客さまが任意で設定し
た「MyJCB パスワード」もしくは「J/Secure ワンタイムパスワード」を入力することで、第三者による不正利用を防止し
(J/Secure)（*）の
ます。
登録
スマートフォン決済
（非接触決済）（*）

｢MUFG Wallet｣｢Apple Pay｣｢Google Pay™｣に対応しており、スマートフォンに登録することで、QUICPay（クイックペイ）
として使うことができます。
※ディズニー・デザインは、決済アプリ上でのカード表示は通常デザインとなります。
※Apple、Apple のロゴ、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。
（*）

解約

その他ご留意事項

当社が契約している
指定紛争解決機関

専用端末に非接触対応のカードや端末をかざすことでお支払いができる便利な決済サービスです。
・本サービスを解約される場合は、当行所定の書面もしくは専用コールセンター（「三菱 UFJ 銀行デビットデスク」
への届出が必要になります。
・決済口座の普通預金を解約された場合、「三菱 UFJ-JCB デビット」も自動的に解約となります。
・氏名・住所等当行に届出されている事項に変更があった場合は、速やかに当行へお届けください。
・本サービスは、「三菱 UFJ-JCB デビット会員規約・関連規定」、「個人情報の取り扱いに関する同意書」により
お取扱いいたします。本サービスをご利用の際には、必ずご確認ください。
・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。必ずお申し込み前に住所変更手続きをお済ませください。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。
・特典等サービス内容は、予告なく変更する場合があります。
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
受付時間/月～金曜日 9:00～17:00（祝日・12/31～1/3 等を除く）
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