「北國Ｖｉｓａデビットカード(単体型)」商品説明書
（平成 30 年 4 月 2 日現在）
１

商品名

北國 Visa デビットカード(単体型)

２

お申込みいただ

下記のお申し込み条件を満たす方

ける方
本カード(単体)

当行本支店に普通預金口座を保有する満 15 歳以上の個人のお客さま
（新規に口座を開設される方、個人事業主の方も対象です。
）

家族カード

満 15 歳以上で本カード会員と生計をともにするご家族の方
(5 名さままで発行可能)
※本カードの Visa デビット機能を、上記ご家族がご利用される場合にお申
込みいただくカードです。

ETC カード

満 18 歳以上で本カード会員または家族カード会員の方
※ETC システムに対応した有料道路での通行料金のお支払いにのみご利用い
ただけるカードです。

３

カードランク
３

以下の２種類よりお選びいただけます。
・クラシックカード
・ゴールドカード

４

決済口座

お申込み時に指定された普通預金口座
※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込みいただく必
要があります。

５

お申込方法

・当行本支店窓口（店頭にて受付いたします。
）
・当行ホームページ

６

ご利用方法

■Visa デビットカード
・国内・海外の Visa 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、飛行機機内販売はご利用いただけません。
高速道路料金お支払いにご利用の場合は ETC カードをお申し込みくださ
い。
・
「VISA」あるいは「PLUS」マークの付いた海外 ATM から、現地通貨で預金が
引出せます。
※暗証番号を一定回数以上誤って入力されますとロックがかかり、Visa デ
ビットカードがご利用できなくなります。ロックがかかった場合はカー
ド再発行となります。
※引出し金額は即時決済されますので、残高が不足するとご利用いただけ
なくなります。
※海外における預金のお引出しの目的は、外国為替および外国貿易法、お
よび関連法律上の許可または届出を要しない範囲の滞在費等に限定され
ます。
※国や機種によって ATM の操作方法・画面表示が異なります。また、お引
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出しの上限は、初期設定金額またはお客さまが設定された金額の範囲内
(ATM お引出し手数料を除く)となっておりますが、ATM・CD の機種により、
一度にお引出しいただける上限が異なります。
■ETC カード
・ＥＴＣマークのある国内の有料道路でご利用いただける、通行料金のお支
払い専用カードです。
・Visa デビットカードをお持ちの方は、ＥＴＣカードを年会費無料でお申込
みいただけます。
・ＥＴＣをご利用になるためには、別途ＥＴＣ用の車載器が必要です。車載
器はカーディーラー、カー用品店等でご購入のうえ、所定の取付・セットア
ップ作業（車両情報の登録）を受けてからご利用ください。
７

お支払方法

■Visa デビットカード
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）
※このカードには、店舗のレジに設置された専用リーダーにかざすだけでお
支払いができる「Visa payWave」が搭載されています。
※一部加盟店・サービス側の売上処理の都合等により、即時で引き落としが
かか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。
■ETC カード
決済口座からの引き落とし
※ETC ご利用日から約３～４週間後に引落となります。
（即時決済ではありま
せん）
。

８

ご利用可能金額

■Visa デビットカード
決済口座の普通預金残高（※）
、かつ Visa 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（マルチワンプラスサービス
含む）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。
■ETC カード
決済口座の普通預金残高にかかわらずご利用が可能です。
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。
ご利用金額の上限はありません。

９

ご利用限度額

Visa デビットでは、お客さまに安心してご利用いただくため、利用限度額を
定めています。預金残高の範囲内かつ利用限度額の範囲内でご利用いただけ
ます。
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（初期設定値）
1回

1日

1 週間

1 ヶ月

ショッピング

50 万円

50 万円

50 万円

上限無し

海外 ATM 引出

50 万円

50 万円

50 万円

上限無し

※会員専用 Web 画面よりご利用限度額の変更が可能です
10

ご利用時間

24 時間 365 日
※当行の ATM が停止する時間帯についても利用可能です。

11

手数料等

年会費

クラシック：無料
ゴールド：初年度無料 次年度以降 5,400 円（税込）

新規発行手数料

無料

家族カード

無料

再発行手数料

無料

海外緊急カード

10,800 円（税込）

発行手数料

（ゴールドの場合は無料です。
）

海外利用時の

・海外でのショッピングご利用の際は、Visa の定める

手数料

為替レートに当行所定の海外事務手数料（3.0％）
（税込）を上乗せしたレートで円貨換算します。

12

有効期限

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。

13

ポイントサービ ・ショッピングご利用金額に応じて、毎月自動で北國 Visa デビットカードポ
ス

イントが貯まります。
・ポイント加算率はクラシック：0.50％（端数切捨て）
、
ゴールド：1.00％（端数切捨て）です。
・ポイントはご利用日の翌日に上記加算率に応じて付与いたします。
※ただし、23 時～24 時にご利用いただいた場合は 2 日後に付与いたします。
※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
についてはポイント加算の対象になりません。

14

不正利用時の補

カードまたはカード情報が他人によって不正利用された場合、当行が連絡を

償

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。
※お客さまの故意または重過失に起因する被害等、補償できない場合もあり
ますので、くわしくは「北國 Visa デビットカード会員規約」をご確認くだ
さい。

15

お知らせメール

ショッピング等をご利用いただいた際等に、ご利用確認メールをお送りしま
す。
※Visa デビット会員用 Web にご登録の E メールアドレスに送信します。
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※Visa デビットカードお申込の際にメールアドレスのお届出が必要となり
ます。
16

Visa デビット会
員用 Web

※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」
にてご確認ください。
ご利用明細照会

Visa デビットのご利用明細をご確認いただけます。
※ご利用明細の郵送は行いません。Visa デビット会
員用 Web でのみご確認いただけます。

オ ンラ イン ショ ッ

オンラインショッピング認証サービス（Visa 認証サ

ピ ング 認証 サー ビ

ービス）で使用するパスワードの登録・変更ができ

ス（Visa 認証サー

ます。

ビス）
（*）の登録・ （*）Visa 認証サービスに参加しているオンラインシ
変更

ョッピングの店舗で Visa デビットを利用される場
合、お客さまが任意で設定した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ます。

17

解約

・本サービスを解約される場合は、当行所定の書面で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る場合は、
「北國 Visa デビットカード」も
自動的に解約となります。

18

その他ご留意事
項

・氏名・住所等当行に届出されている事項に変更がある場合は、速やかに当
行へお届けください。
・本サービスは、「北國 Visa デビットカード会員規約」、
「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。
・当行本支店窓口でお申込みされた場合、その場でカードをお受け取りいた
だくこともできます。当行ホームページからお申込みされた場合、カード
は後日郵送でお届けいたします。
・郵送の場合は、当行お届出住所宛にＶｉｓａデビットカードは本人限定受
取郵便（転送不要扱）
、ＥＴＣカードは簡易書留郵便（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。
・ポイントサービス等の内容は、予告なく変更する場合があります。

19

当行が契約して

一般社団法人全国銀行協会

いる指定紛争解

連絡先 全国銀行協会相談室

決機関

電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772
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