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東 邦 銀 行 

【説明書】 

「東邦Ａｌｗａｙｓカード＜ＶＩＳＡ＞」 

（2022年 4月 1日現在） 
１．商品名 東邦Ａｌｗａｙｓカード＜ＶＩＳＡ＞ 

２．ご利用 
いただける方 

●本会員 ：満 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の方 
  高校生を除く満 18歳以上で学生の方 

●家族会員：本会員と生計を同一にする配偶者・ご両親・お子さま（満 18歳以上） 
※本会員・家族会員ともに株式会社 東邦クレジットサービスの保証が受け 
られる方 

※当行の本支店所在地域に居住または勤務先（学校）がある方 
 

３．カード契約期限 ●5年（期限到来時に再審査のうえ原則として自動更新します。） 
４．カードご利用 

代金決済口座 
●当行本支店の普通預金口座 
（当行以外の普通預金口座はご指定いただけません） 

５．お使いみち 自由（ただし、事業資金にはご利用いただけません） 

６．カード形態 
●一体型（ＩＣキャッシュカード機能＋クレジットカード機能） 
●単体型（クレジットカード機能のみ） 

７．カード種類 
●一般カード   
●ゴールドカード 

８．付帯カード 

●家族カード 
●ＥＴＣカード 
●ｉＤ（カード・モバイル）（注）  
（注）加盟店のｉＤ端末に、モバイル（携帯電話）や専用カードをかざすだけ

で支払いができる後払い型のクレジット決済サービス。 

９．年会費 
（消費税込） 

 

一般カード
（※） 

本会員 初年度無料、2年目以降 1,375円（※） 
家族会員 初年度無料、2年目以降 440円（※） 

ゴールド 
カード 

本会員 11,000円 

家族会員 
1 名さまは無料、2 人目からは 1 名さまに  
つき 1,100円 

共通 ＥＴＣカード 
無料 

ｉＤ 
 
※一般カードは、下記①・②のいずれかの条件を満たした場合、年会費が無料
となります。 
①前年 1年間のショッピング利用額が 15万円以上  
②携帯電話・ＰＨＳ利用料金のＡｌｗａｙｓカード＜ＶＩＳＡ＞による決済 
携帯電話会社がＮＴＴドコモ・ａｕ・ソフトバンク・ワイモバイルの場合。

なお、携帯電話のクレジット決済は、NTTファイナンスの「おまとめ請求」
も含みます。 

１０．利用枠 (総枠・ご利用可能枠は、利用状況に応じ見直しがございます) 

カード利用総枠 

●一般カード  ：10～100万円 
（ショッピング枠とショッピング残高枠の合算額の範囲内） 
●ゴールドカード：50～200万円 
（ショッピング枠とショッピング残高枠の合算額の範囲内） 
カードのご利用可能枠は、カード送付台紙または会員専用ＷＥＢサービス 
「Ｖｐａｓｓ」にてご確認ください。 

（１）カード利用枠（リボ払い・分割払い・２回払い・ボーナス払い） 
 

ご利用可能枠 

●カード利用総枠の範囲内かつ 
①一般カード  ：0～100万円 
②ゴールドカード：0～200万円 
（カード送付台紙・ご利用代金明細書でご確認ください）リボ払い利用枠を
超えたご利用分については、1回払いでのお支払いとなります。 

 お使いみち ●物品購入・各種サービスのご利用にお使いいただけます。 
 ご利用方法 ●国内・海外の Visa・Mastercard加盟店でご利用いただけます。 
 お支払方法 約定お支払日：毎月 10日 
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 お支払日 お支払金額（手数料は不要です。） 
１回払い 締切日（毎月 15日）の翌月 10日 ショッピングご利用代金 

２回払い 
締切日（毎月 15日）の翌月 10日 ショッピングご利用代金の半額

（１円単位、端数が生じた場合は
初回返済日に算入します） 

締切日（毎月 15日）の翌々月 10日 

ボーナス
一括払い
（※） 

8月の約定お支払日 
前年 12月 16日から当年 6月 15日
までのショッピングご利用代金 

1月の約定お支払日 
前年 7月 16日から前年 11月 15日
までのショッピングご利用代金 

（※）加盟店によるボーナス一括払いの取扱期間が異なる場合がございます。 
（※）海外では取扱不可となります。 

 
手数料率 

●ショッピングリボ払い：実質年率 15.0％ 
●ショッピング分割払い：実質年率 12.0％から 14.75％（月利 0.67％） 

 

ご返済方法 

●ショッピングリボ払い 
 ショッピングご利用金額にかかわらず、毎月一定の金額を支払う方法です。 

・毎月 10日に指定した元金(定額)＋所定手数料を返済する元金定額返済 
方式です。 

 ○利用時指定方式（「お店でリボ」） 
「元金定額コース」のみ取扱。 
一般カード  ：5千円又は 1万円以上 1万円単位 
ゴールドカード：1万円以上 1万円単位 

  ※ご指定がない場合は、元金定額コース（月額 5 千円（一般）・月額 1 万円
（ゴールド））にて設定いたします。 

 ○事前登録方式（「マイ・ペイすリボ」） 
  「1回払い」を自動的に「リボ払い」に変更いただけます。 

「ショッピング」利用分は全てリボ払扱いとし、最低支払額以上の任意
の額をお支払する方法です。 

  <最低支払金額> 一般カード：5千円、ゴールドカード：1万円 
 ○事後登録方式（「あとからリボ」） 
  返済方法について、当初 1回払い等を、あとからリボ払いに変更いただ

けます。   
  ・対象 ：1回払い、2回払い、ボーナス払い 
  ・対象外：分割払い、キャッシングリボ、年会費等元金定額返済（手数料別） 
●ショッピング分割払い 

利用代金を下記回数に分けて分割手数料と併せて支払う方法です。 
  ・支払回数： 3・5・6・10・12・15・18・20・24回（9種類）  

  ※加盟店により、ご利用できる回数が異なる場合がございます。 
  ※24回を超える支払回数は銀行が適当と認めた場合のみご指定でき

ます。 
  ・毎月 10日に元利均等払い 
 ○利用時指定方式（VISA「分割払い」） 
  ショッピング利用時に支払回数を指定いただきます。 
 ○事後変更方式（VISA「あとから分割」） 
  返済方法について当初 1回払い等を分割払いに変更することができます。 
  ・対 象：1回払い、2回払い、ボーナス払い 

（1件の利用金額 5万円以上） 
  ・対象外：リボ払い、キャッシングリボ、年会費 その他 

 

手数料計算方法 

●ショッピングリボ払い 
毎月の手数料額は毎月 15日までの日々の未決済残高に対し、前項の手数

料率により年 365 日（閏年は年 366 日）で日割計算した金額を１ヵ月分と
し、翌月 10日に後払いするものとします。 

ご利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は手数料計算の
対象外です。 

●ショッピング分割払い 
 カードご利用代金にお支払い例の分割払手数料率を乗じた金額とします。 

 
 
 
付利単位 ●100円（小数点以下は切り捨て） 
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お支払い例 

●リボルビング払い 
＜リボルビング払いのお支払い例＞ 
＜お支払い例：元金定額コース 1万円 実質年率15.0％の場合＞ 
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合 
◆ 初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000 円） 
① お支払い元金   … 10,000円 
② 手数料     … ありません。 
③ 弁済金     … 10,000 円（①） 
④ お支払い後残高  …50,000 円－10,000円＝40,000 円 
◆ 第２回（11月10日）お支払い（ご利用残高40,000円） 
① 手数料（9月16日から10月15日までの分。お支払い期日をまたぐので元本

が途中で変わります。） 
50,000 円×15.0% ×15日÷365日＋50,000 円×15.0% ×
10日÷365日＋40,000 円×15.0% ×5日÷365日＝595円 

② お支払い元金･ ･･10,000円 
③ 弁済金  ･･･  10,595円（ ①595円＋②10,000円） 
④ お支払い後残高･ 30,000円（40,000円－10,000円） 
 
●ショッピング分割払い 
分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料に基づいた額をお支払いい

ただきます。 
＜ショッピング（分割払い、お支払い回数：最長36回）＞ 
Ａ．手数料率 
支払回数 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36 

支払期間 
（ヵ月） 

3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36 

実質年率（％） 12 13.25 13.75 14.25 14.5 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.5 

分割払手数料額
（円） 

2.01 3.35 4.02 6.7 8.04 10.05 12.06 13.4 16.08 20.1 24.12 

※分割払手数料額はショッピングご利用代金100円あたりの分割払手数料の額 
※加盟店により、ご利用できる回数が異なる場合がございます。 
※24回を超える支払回数は銀行が適当と認めた場合のみ指定できます。 
Ｂ．手数料の計算方法：カードご利用代金に前項の分割払手数料率を乗じた

金額とします。 
Ｃ．ご返済方法 
＜お支払い例（利用金額50,000円、10回払いで分割払いを利用された場合）＞ 
① 分割払手数料  50,000円×（6.70円／100円）＝3,350円 
② 分割支払金合計 50,000円＋3,350円＝53,350円 
③ 分割支払額   53,350円÷10回＝5,335円 

１１．キャッシング総枠 (総枠・ご利用可能枠は、利用状況に応じ見直しがございます) 

 

総枠 

●カード利用総枠の範囲内かつ 
①一般カード  ：0～50万円 
②ゴールドカード：0～50万円 

満20歳未満の方はご利用いただけません。 

（１）キャッシングリボ払い 

 
ご利用可能枠 

●キャッシング総枠の範囲内かつ 
①一般カード  ：0～50万円  
②ゴールドカード：0～50万円  

 ご融資利率 ●年利 15.0％、遅延損害金年利 20.0％ 
 お使いみち ●自由。ただし、事業性資金は除きます。 
 ご利用方法 ●当行ＡＴＭおよびVisa提携の金融機関のＡＴＭでご利用いただけます。 
 

ご返済方法 

●【約定返済】 
毎月10日（休日の場合は翌営業日）に元金と利息をお支払い口座から自動
振替します。 

・ご入会時の初期設定は、「毎月元利定額払い」「元利額1万円」といたします。 
・お申出により、以下の返済方法への変更が可能です。 
 Ａ．毎月元利定額払い 

10,000円以上10,000円単位 
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 Ｂ．ボーナス併用払い 
毎月のご返済に加算してお引き落としいたします。 
返済月は、①1月と7月、②1月と8月、③7月と12月、④8月と12月の4パタ
ーン。 

●【随時返済】 
当行ＡＴＭ、Visa提携の金融機関等のＡＴＭをご利用いただけます。 

 

利息の計算方法 

●ご利用日の翌日～ご返済日は日割り計算いたします。 
初回利息は、利用日の翌日～初回締切日〔年 365 日（うるう年は 366 日）
で日割計算します〕 

 次回以降利息は、締切日の翌日～翌月締切日〔年365日（うるう年は366日）
で日割計算します〕 

 付利単位 ●100円（小数点以下は切り捨て） 
（２）海外キャッシングサービス 
 
ご利用可能枠 

●キャッシング総枠の範囲内かつ 
①一般カード  ：0～20万円  
②ゴールドカード：0～30万円 

 ご融資利率 ●年利 15.0％、遅延損害金 年利 14.6％ 
 お使いみち ●自由。ただし、事業性資金は除きます。 
 ご利用方法 ●Visa提携の金融機関のＡＴＭ等でご利用いただけます。 
 

ご返済方法 

●【約定返済】 
毎月10日（休日の場合は翌営業日）に、カードご利用代金お支払い口座か
ら元利金を一括して自動振替します。 

●【随時返済】 
当行のＡＴＭ・窓口・お振込にてお手続きいただけます。 

 
利息の計算方法 

●毎月の利息額は、毎月１５日までの日々の残高に対し年365日（うるう年は
366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の10日にお支払いいただ
くものとします。 

 付利単位 ●100円（小数点以下は切り捨て） 
 

１２．担保・保証人 株式会社 東邦クレジットサービスの保証付ですので、必要ございません。 
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 
 電話番号：0570-017109または 03-5252-3772 

 


