商品概要説明書：ミライノ カード（JCB クレジットカード）
2022 年 4 月 1 日 現在
サービス名

ミライノ カード（JCB クレジットカード）

国際ブランド

JCB
・日本国内に居住されている個人のお客さま
・当社所定の審査により入会を承認されたかた
・以下グレード別の資格条件を満たされるかた
＜ミライノ カード＞

カード入会資格

・18 歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のあるかた
・18 歳以上で学生のかた（高校生を除く）
＜ミライノ カード GOLD/ミライノ カード PLATINUM＞
・20 歳以上で本人または配偶者に安定継続収入のあるかた
・学生不可

申込み方法
決済口座
締日請求日（約定日）

当社 WEB サイトからお申込みいただけます。
住信 SBI ネット銀行口座（代表口座からの引落）、その他 JCB 提携先金融機関のご指定の
口座からお引落し
毎月 15 日締めの翌月 10 日（銀行休業日の場合は翌営業日）に口座振替
・2018 年 11 月 15 日以前に発行された新規入会カード：5 年間

カード有効期限

・2018 年 11 月 16 日以降に発行された新規入会カードおよび更新カード：7 年間
※カード再発行時には有効期限は変更されません。
＜ミライノ カード＞
初年度無料/次年度 990 円（税込） 年間 10 万円以上のご利用で次年度無料

カード年会費

＜ミライノ カード GOLD＞
3,300 円（税込） 年間 100 万円以上のご利用で次年度無料
＜ミライノ カード PLATINUM＞
27,500 円（税込）

カード再発行手数料

1,100 円（税込）
（１） WEB
会員専用 WEB サービス「MyJCB（マイジェーシービー）」にて、毎月のご利用明細をご確認
いただけます。詳細はこちらをご確認ください。
（２） 郵送

利用明細手数料

＜ミライノ カード＞
1 通あたり 88 円（税込）
※郵送によるご利用明細の発行は有料です。詳細はこちらをご確認ください。
＜ミライノ カード GOLD/ミライノ カード PLATINUM＞
無料

ポイント

＜ミライノ カード/ミライノ カード GOLD＞
月間のご利用金額の合計に対して 1,000 円ごとにミライノ ポイントを 5 ポイント付与します。
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＜ミライノ カード PLATINUM＞
月間のご利用金額の合計に対して 1,000 円ごとにミライノ ポイントを 6 ポイント付与します。
＜スマプロポイントへ交換＞
ミライノ ポイントを当社のスマプロポイントへ交換できます。
交換レート：ミライノ ポイント 1 ポイント＝スマプロポイント 2 ポイント
※スマプロポイントへの交換には、当社ご本人さま名義の口座をミライノ カードのお引落
口座に設定し、当社のポイントサービス規定に同意する必要があります。
※一部の提携 NEOBANK サービスはスマートプログラム対象外です。スマートプログラム
対象支店の詳細はこちらをご確認ください。
＜支払総額から減算＞
ミライノ カードのお支払総額からミライノ ポイント分を差引くことができます。
交換レート：ミライノ ポイント 1 ポイント＝2 円
●スマートプログラムランクアップ
スマートプログラムランク 2 以上となるためにはスマート認証NEOのご登録が必要となりま
す。
※スマート認証 NEO のご登録がない場合、ミライノ カードの利用者特典条件を満たしても
スマプロランクはランク 1 となります。
※一部の提携 NEOBANK サービスはスマートプログラム対象外です。スマートプログラム
対象支店の詳細はこちらをご確認ください。
＜ミライノ カード＞
住信 SBI ネット銀行

スマート認証 NEO をご登録いただき、ミライノ カードのお引落口座を住信SBI ネット銀行に

利用者特典

設定のうえ、月間ショッピングお支払金額※1 万円以上で 1 商品、5 万円以上で 2 商品分にカ
ウントします。
※各種手数料は対象外です。
＜ミライノ カード GOLD/ミライノ カード PLATINUM＞
スマート認証NEO をご登録いただき、お引落口座を住信SBI ネット銀行に設定すると、スマ
ートプログラムのランクがランク 4 となります。
●ミスターカードローン 金利年 0.1％引下げ
ミライノ カードのお引落口座を住信 SBI ネット銀行に設定いただくと、当社のカードローン
の金利が基準金利より年 0.1％引下げとなります。
海外旅行傷害保険
国内旅行傷害保険

付帯保険

ショッピングガード保険
盗難紛失保険
通信機器端末修理費用保険（ミライノ カード GOLD・ミライノ カード PLATINUM のみ）

ショッピング
ご利用方法

国内・海外の JCB 加盟店で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。
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●ショッピング 1 回払い（手数料不要）
ご利用金額をお支払日に一括でお支払いできます。
●ショッピング 2 回払い（手数料不要）
ご利用金額を2回に分けてのお支払いとなります。お支払日は締切日（毎月15日）の翌月
10 日と翌々月 10 日の 2 回です。
●ボーナス 1 回払い（手数料不要）
お支払方法

ご利用金額を、夏または冬のボーナス月に一括でのお支払いとなります。
●ショッピングリボ払い
毎月一定の元金に手数料を加えてのお支払いとなります。
●ショッピング分割払い
3・5・6・10・12・15・18・20・24 回払いからお選びいただけます。
●ショッピングスキップ払い
ショッピング１回払いのお支払い月を、あとからご指定のお支払い月（最長６ヶ月先まで）
に変更できます。

リボショッピング
手数料率

実質年率 15.0％

キャッシング
国内
ご利用方法

MyJCB、お電話でのお申込み、または国内の銀行やコンビニの ATM での借入れが可能で
す。
●キャッシング 1 回払い

ご返済方法

お借入分をお支払日に一括でご返済できます。
●キャッシングリボ払い
毎月一定の元金に手数料を加えてのご返済となります。

ご融資利率

年 15.0％

海外
ご利用方法

JCB のロゴマークがある ATM で利用できます。米国では、Discover®もしくは PULSE のロ
ゴマークがある一部 ATM でもご利用できます。

ご返済方法

●海外 1 回払い

ご融資利率

年 15.0％
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ミライノ カード
社会人のかた
総枠

学生のかた

20万～100万円 10 万円

ミライノ カード

ミライノ カード

GOLD

PLATINUM

70万～300万円 70万～300万円

ショッピング枠
ショッピング 1
回払い

20万～100万円

10 万円 70万～300万円 70万～300万円

ショッピング残高枠
ショッピング 2
回払い
ボーナス 1 回
払い

ご利用可能枠

ショッピングリ
ボ払い
ショッピング
分割払い
スキップ払い

0 万～100 万円 0 万～10 万円

0 万～100 万円

0 万～100 万円

0 万～100 万円 0 万～10 万円

0 万～100 万円

0 万～100 万円

0 万～100 万円 0 万～10 万円

0 万～100 万円

0 万～100 万円

0 万～100 万円 0 万～10 万円

0 万～100 万円

0 万～100 万円

0 万～100 万円 0 万～10 万円

0 万～100 万円

0 万～100 万円

0 万～40 万円 0 万～10 万円

0 万～40 万円

0 万～40 万円

0 万～40 万円 0 万～10 万円

0 万～40 万円

0 万～40 万円

0 万～50 万円

0 万～50 万円

キャッシング総枠
キャッシング
1 回払い
海外キャッシ
ング 1 回払い
キャッシング
リボ払い

海外専用緊急再発行カ
ード

0 万～50 万円

利用できませ

JCB プラザコールセンターで受付（無料）

追加可能なカード
ETC カード
年会費

無料

発行手数料

無料

有効期限

お持ちのミライノ カードの有効期限と同一まで

再発行手数料

1,100 円（税込）

QUICPay(クイックペイ）TM（単体型）
年会費

無料

発行手数料

無料

有効期限

発行月より原則 7 年間

再発行手数料

無料

その他サービス

Apple Pay 対応
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ん

※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。
会員専用ページ

会員 WEB サービス「MyJCB（マイジェーシービー）」にてご確認いただけます。
第三者による不正利用などを速やかにご連絡できるよう、メールアドレスは常に最新のも

その他

のをご登録ください。

当社が契約している
指定紛争解決機関
業務代行会社・保証会
社

カードご利用代金明細照会、ポイントサービスの照会・申込み、お支払方法の変更などは

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
株式会社ジェーシービー
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