
株式会社 但馬銀行 

たんぎんバンクカードＶｉｓａ 
令和元年１０月１日現在 

１．商 品 名 たんぎんバンクカード  

Ｖｉｓａゴールド 

たんぎんバンクカード 

Ｖｉｓａレディース 

たんぎんバンクカード 

Ｖｉｓａ 

２．ご利用いただける方 ・次の条件を満たす個人のお客さま 

 

本会員 ・満２０歳以上で安定 

継続収入のある方 

・満２０歳以上の方 ・満２０歳以上の方 

家族会員 ・本会員と生計を共に

する満１８歳以上の

配偶者・子供・親 

・本会員と生計を共に

する満１８歳以上の

子供・親（女性限定） 

・本会員と生計を共に

する満１８歳以上の

配偶者・子供・親 

３．有効期間 ・５年 

４．年会費 ・初年度は無料となります。２年目以降は次のとおりです。 

 本会員 11,000円 1,375円 1,375円 

 家族会員 無料 440円 440円 

 ２年目以降の

取扱い（右記のお

取引で年会費が無

料または半額にな

ります） 

・「マイ・ペイすリボ」

のご利用※１…半額 

・年間利用額 100万円以

上…無料 

・「マイ・ペイすリボ」

のご利用※１…無料 

・年間利用額 10万円以

上…無料 

・携帯電話利用料の支

払指定※２…無料 

・「マイ・ペイすリボ」

のご利用※１…無料 

・年間利用額 10万円以

上…無料 

５．利用方法  

 ショッピング ・国内外のＶＩＳＡ加盟店でご利用いただけます。 

・お支払い方法は、１回払い、２回払い、ボーナス一括払い、分割払い、

リボルビング払い（以下「リボ払い」といいます。）からご選択いただけ

ます。 

 キャッシング ・当行ＡＴＭのほか、全国の提携金融機関のＡＴＭ、郵便局のＡＴＭでご

利用いただけます。一括返済の「キャッシング一括」と毎月一定額返済

の「キャッシングリボ」からお選びいただけます。 

６．利用可能枠 60～200万円 20～80万円 20～80万円 

 うちショッピング 60～200万円 20～80万円 20～80万円 

うちキャッシング 
（国内は１万円単位） 

0～ 50 万 円 0～30万円  0～30万円  

７．返済方法  

シ

ョ

ッ

ピ

ン

グ
※
３ 

１回払い ・ご利用代金は、毎月１５日に締め切り、翌月１０日※４にご利用口座から

自動引落しさせていただきます。 

２回払い ・ご利用代金は、毎月１５日に締め切り、翌月１０日※４に半額（端数があ

る場合は端数を含みます）を翌々月の１０日※４に残額をご利用口座から

自動引落しさせていただきます。 

ボーナス一括払い ・ご利用代金は、夏のボーナス払い（１２月１６日～６月１５日利用分）

は８月１０日※４、冬のボーナス払い（７月１６日～１１月１５日利用分）

は１月１０日※４にご利用口座から自動引落しさせていただきます。 

（加盟店によっては、お取扱期間が異なる場合もあります。） 

分割払い ・ご利用代金は、毎月１５日に締め切り、ショッピングご利用代金と分割

払手数料をご希望のお支払回数（加盟店により異なります）に分割して

翌月１０日※４よりご利用口座から自動引落しさせていただきます。 

リボ払い ・ご利用代金は、毎月１５日に締め切り、ご利用件数や金額にかかわらず、

ご指定いただいた毎月一定のお支払元金とリボ残高に応じた手数料を翌

月の１０日※４よりご利用口座から自動引落しさせていただきます。 
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キャッシング一括 ・元利一括返済（ご利用代金は、毎月１５日に締め切り、キャッシングご

利用代金と利息を翌月の１０日※４に一括してご利用口座から自動引落し

させていただきます。） 

キャッシングリボ ・毎月元利定額返済（ご利用代金は、毎月１５日に締め切り、毎月一定の

返済元利金を翌月の１０日※４よりご利用口座から自動引落しさせていた

だきます。）また、毎月の返済元利金は、１万円以上１万円単位で任意に

ご設定いただけます。（入会時は１万円に設定されています。）ご利用残

高の一部または全額を繰り上げて返済することも可能です。（ボーナス月

増額返済もご利用いただけます。） 

８．利率または手数料率  

 ショッピング
（リボ払い） 

年 15.00％ 年 15.00％ 年 15.00％ 

ショッピング
（分割払い） 

年 12.00～14.75％ 年 12.00～14.75％ 年 12.00～14.75％ 

キャッシングリボ 年 15.00％ 年 15.00％ 年 15.00％ 

キャッシング一括 年 15.00％ 年 15.00％ 年 15.00％ 

９．利息または手数料の計算方法   

 ショッピング

（分割払い） 

・ご指定いただいたお支払回数に応じて、次の手数料とします。 

お支払回数（支払期間） 3回（3ヵ月） 5回（5ヵ月） 

実質年率（％） 12.00 13.25 

ご利用代金 100 円当たりの分割払手数料の額（円）  2.01 3.35 

6回（6ヵ月） 10回（10ヵ月） 12回（12ヵ月） 15回（15ヵ月） 

13.75 14.25 14.50 14.75 

4.02 6.70 8.04 10.05 

18回（18ヵ月） 20回（20ヵ月） 24回（24ヵ月） 

14.75 14.75 14.75 

12.06 13.40 16.08 

 ショッピング

（リボ払い） 

・締切日（毎月１５日）の翌日から翌月の締切日までを１ヵ月間とし、日々

のリボ払い未決済残高について、付利単位 100円とした 1年を 365日と

する日割計算にて算出します。 

・なお、利用日から起算して最初に到来する締切日（「マイ・ペイすリボ」

はお支払日）までの期間は、手数料計算の対象としません。 

キャッシング一括 ・利用日の翌日からお支払日（毎月１０日※４）までのご利用金額について、

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。 

キャッシングリボ ・締切日（毎月１５日）までの日々のご利用残高について、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。 

１０．保 証 人 ・不要です。 

１１．担  保 ・不要です。 

１２．手数料  

 カード再発行

手数料 無料 1,100円 1,100円 

海外緊急カード

再発行手数料 無料 11,000円 11,000円 
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 海外預金引出

手数料 
1件あたり 110円 1件あたり 110円 1件あたり 110円 

ＥＴＣカード 

再発行手数料 
1,100円 1,100円 1,100円 

ｉＤ※５ 

再発行手数料 
無料 無料 無料 

PiTaPaカード 

再発行手数料 
1,100円 1,100円 1,100円 

カードＷＡＯＮ 

再発行手数料 
300円 300円 300円 

１３．付帯サービス  

 海外旅行傷害

保険※６ 
○ ○ ○※７ 

国内旅行傷害

保険※６ ○ ○ × 

お買い物安心

保険 
○ ○※８ ○※８ 

ＶＩＳＡ誌 無料 有料（3,364円／年間） 有料（3,364円／年間） 

空港ラウンジ

サービス 
○ × × 

１４．付加できる特

約事項 

・すべてのお支払いをリボ払いにする「マイ・ペイすリボ」がお申込みい

ただけます。 

・付帯サービスとして、有料道路のＥＴＣ対応料金所をキャッシュレスで

通行できる「たんぎんＥＴＣカード」（年会費無料）、ＮＴＴドコモ、ソ

フトバンク等の「おサイフケータイ」をかざすだけでショッピングがで

きる「たんぎんｉＤ」（年会費無料）、PiTaPa交通ご利用エリア、その他

の交通系ＩＣカードの全国相互利用サービス対象エリアで鉄道やバスに

乗車する際、PiTaPaショッピング加盟店でお支払の際に、ピタッとタッ

チするだけでご利用できる「たんぎん PiTaPaカード」（年会費無料※９）、

イオン、ジャスコなどのＷＡＯＮ加盟店で、ワンタッチでお買い物でき

る｢たんぎんカードＷＡＯＮ｣（年会費無料）もお申込みいただけます。 

１５．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  

１６．その他参考と

なる事項 

・お申込みにあたっては、当行所定の審査をさせていただきます。審査の

結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめ

ご了承ください。 

※１ 「マイ･ペイすリボ」は、ショッピングご利用前にあらかじめお申込みが必要となり

ます。 

※２ 携帯電話利用料のお支払いをたんぎんバンクカードＶｉｓａにご指定いただき、引

落しとなった場合が対象となります。 

※３ ２回払い、ボーナス一括払い、分割払い、リボ払いのご利用は国内加盟店に限りま

す。なお、海外加盟店での１回払いのご利用を分割払い（１件につき５万円以上の売

上が対象となります。）やリボ払いに変更することができます。 
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※４ １０日が銀行休業日の場合は、翌営業日となります。また、ショッピングについて

は、加盟店と当行の事務手続きの都合上、お客さまへの請求が遅れる場合があります。 

※５ ｉＤの再発行とはアクセスコードの再発行となります。 

※６ 詳しい補償内容は、カード送付時に同封の「保険サービスご利用の手引き」により

ご確認ください。 

※７ 旅行代金等をたんぎんバンクカードＶｉｓａでお支払いいただいている場合に限り

付保されます。 

※８ 国内でのご利用は、分割払い、リボ払いのみ対象とします。   

※９ １年間に一度も PiTaPa カードのご利用がない場合には、お一人様あたり PiTaPa 維

持管理料 1,100円が必要となります。 

※１０ 記載されている手数料、年会費はすべて消費税込みです。 


