平成 28 年 10 月 3 日現在
清水銀行
商品概要説明書
＜SHIMIZU With Card＞
項目

内容

１．カード種類

一般

２．商品名
３．販売対象

ゴールド
SHIMIZU With Card（しみずウィズカード）

・

本会員：18 歳以上で、本人または配偶者に安

・

定継続収入のある個人（学生も可。但し高校
生は除く）
・

本会員：20 歳以上で、本人に安定継続収入の
ある個人（学生は不可）

・

家族会員：生計を同一にする配偶者・親・子

家族会員：生計を同一にする配偶者・親・子
供（18 歳以上。但し高校生は除く）

供（18 歳以上。但し高校生は除く）
４．基本機能

キャッシュカード機能、クレジットカード機能、ローンカード機能、Ponta カード機能を搭載

（１）キャッシュカード

IC キャッシュカードとしてご利用いただけます。

（２）クレジットカード

清水リース＆カード株式会社が提供します。
ショッピング（一括払い、リボルビング払い、分割払い）、キャッシング（一回払い、リボルビング払
い）
、海外キャッシング（1 回払い）がご利用いただけます。

（３）ローンカード

ご希望の方は、SHIMIZU With Card 決済口座にカードローン（自動融資型）を付帯することができます。
※所定の審査がございます。ご希望に添えない場合もございますのであらかじめご承知おきください。
※SHIMIZU With Card の決済口座が、既に別のカードローンのご返済口座となっている場合は、お申込
みできません。
※SHIMIZU With Card 以外のカードに付帯することはできません。
※商品内容詳細は「SHIMIZU With Card 付帯型カードローン商品概要説明書」参照

（４）Ponta カード

株式会社ロイヤリティ マーケティングが提供します。
①JCB 加盟店でクレジットカードを利用した場合、②Ponta 提携店舗で、現金で買物をした場合、③Ponta
提携店舗でクレジットカードを利用した場合に、以下の通り Ponta ポイントが貯まります。
①：クレジット決済額 200 円につき 1 ポイントが貯まる
②：Ponta 提携店舗の条件に応じたポイントが貯まる
③：クレジット決済額 200 円につき 1 ポイントが貯まる＋Ponta 提携店舗の条件に応じたポイントが貯
まる
※ポイントの加算内容は提携店舗によって異なります。
※Ponta 提携店舗は、ホームページ（http://www.ponta.jp）でご確認いただけます。

５．契約期間
６．年会費（税別）

5 年（期限到来時に所定の審査基準を満たしている場合は自動更新）
・

初年度年会費無料、次年度以降 1,250 円

・

10,000 円

・

家族会員は 1 枚につき 400 円

・

家族会員は 1 枚目無料、2 枚目以降は 1 枚につ

【次年度以降の年会費優遇】
以下のいずれかの条件を満たした場合に、年会費
が無料となります。
①

対象カードで年間 10 万円以上のショッピング
利用（有効期限月締分までの 1 年間）

き 1,000 円

②

携帯電話料金のクレジットカード決済（有効
期限月（10 日）に引き落としがある場合）

③

公共料金（電気／電話／ガス／水道／NHK）の
クレジットカード決済（有効期限月（10 日）
に引落としがある場合）

７．発行手数料（税別）

①

発行手数料は無料です。

②

紛失等による再発行の場合は、再発行手数料

発行手数料、再発行手数料ともに無料です。

1,000 円がかかります。
８．解約

当行所定の書面により、解約手続をしていただきます。尚、キャッシュカード機能のみを解約すること、
もしくは、クレジットカード機能のみを解約することはできません。

９．重要事項について

・

諸条件によりご要望に添えない場合がございますので、あらかじめご承知おきください。

・

カード発行手続に際し、ご自宅またはお勤め先等に連絡させていただく場合がございます。

・

未成年の方がお申込みになる場合は、法定代理人（親権者等）の方にも同様に連絡させていただく
場合がございます。

１０．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：０５７０－０１７－１０９または０３－５２５２－３７７２

お問合せ先

〈しみず〉コールセンター 0120-0-43289 受付時間/銀行営業日 9：00～17：00

商品概要説明書
SHIMIZU With Card 付帯型カードローン
株式会社 清水銀行
（平成 28 年 10 月 3 日）
１．商品名

SHIMIZU With Card 付帯型カードローン

２．ご利用いただける方

次の条件を満たす個人の方
① 安定継続した収入で、前年度税込収入がある方
② お申込時の年齢が満 20 歳以上 64 歳以下の方
③ 保証会社の保証が受けられる方
④ SHIMIZU With Card をご利用可能な方
※勤続年数は問いません。
※パート、アルバイト、年金受給者の方もご利用いただけます。
※主婦・学生の方はご利用いただけません。
※外国人の方は永住者または特別永住者の方に限ります。

３．お使いみち

自由
※ただし、事業性資金、借換資金は除きます

４．ご利用形態

当座貸越

５．ご利用限度額

30 万円コース・50 万円コース・100 万円コース

６．ご融資利率

固定金利 年１２．５％（保証料を含む）
※金利情勢に伴い利率が変更となる場合がございます。

７．遅延損害金率

年１４．６％

８．ご契約期間

1 年です。ただし、満 65 歳に達した場合は契約更新いたしません。※契約更
新しない場合は新規貸出を行いません。

９．ご返済日

毎月 10 日（返済日が銀行休業日の場合は翌営業日）

１０．毎月のご返済額

毎月 10 日（休日の場合翌営業日）にご指定の当行普通預金口座から自動引き

（約定返済額）について

落としによりご返済いただきます。
ご返済額は、下表の通り前月末のお借入残高に応じて変わります（残高スラ
イド方式）のでご注意ください。
前月末の貸越残高

約定返済額

2 千円未満

前月末の貸越残高

2 千円以上 10 万円以下の場合

2 千円

10 万円超 30 万円以下の場合

5 千円

30 万円超 50 万円以下の場合

1 万円

50 万円超 100 万円以の場合

2 万円

・また、カードローン通帳により ATM 等で随時ご返済いただくことも可能で
す。
１１．必要書類

運転免許証
※お申込内容によって別途書類が必要となる場合がございます。

１２．利息の計算方法

前月 1 日から月末までの毎日の最終当座貸越残高について、付利単位を 100
円とした 1 年を 365 日とする日割計算にて算出します。利息は、ご返済日に
当座貸越元金に自動的に組入れます。

１３．保証人

不要です。株式会社ジェーシービーの保証をご利用いただきます。※保証料
はご融資利率に含まれています。

１４．担保

不要です。

１５．その他

・ 印紙代等の諸費用は別途ご負担いただきます。
・ お申込内容によってはご希望に添えない場合がございます。あらかじめご
了承ください。

１６．当行が契約している指定 ・ 一般社団法人全国銀行協会
紛争解決機関

① 連絡先 全国銀行協会相談室
② 電話番号 ０５７０－０１７－１０９
または０３－５２５２－３７７２

