＜商品概要説明書＞
株式会社 百五銀行
１０５ＢＥＳＴＩＯ・１０５ＢＥＳＴＩＯ ＫＩＰＳ
項

（２０１８年１０月１日現在）
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カード種類

ゴールドカード

商品名

１０５ＢＥＳＴＩＯまたは１０５ＢＥＳＴＩＯ ＫＩＰＳ（※ＫＩＰＳ ＰｉＴａＰａカードをご希望の方）

お申込いただける方

次の条件を満たし、保証会社の保証を受けられる方
●お申込時の年齢が満 20 歳以上で収入のある方
（※ ただし、専業主婦、学生（20 歳以上）の方はお申込いただけます。
）
●決済口座として当行普通預金口座をご指定いただける方
●当行営業エリア内（三重県・愛知県全域、岐阜県・和歌山県の一部）にお住まいの日本国籍の方、または永住許可などを
受けている外国人の方
●ご契約時の年齢が 18 歳以上であり、本人会員と生計を同一にする配偶者・親・子供の方（高校生を除く）

本人会員

家族会員
カードブランド

DC VISA
● 一体型（クレジットカード機能とキャッシュカード機能を搭載）

基本機能

● 単体型（クレジットカード機能のみ搭載）

クレジットカード機能
（一体型・単体型）
キャッシュカード機能
（一体型）
オプション機能
ETC カード
KIPS PiTaPa カード

・ショッピング機能 … １回払い・２回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いがご利用いただけます。
※ リボ事前登録サービス（一律リボ払いとなるサービス）もご利用いただけます。
・キャッシング機能 … リボルビング払い（キャッシングリボ）がご利用いただけます。
※ キャッシング一括のお取扱いはありません。
・ ＩＣキャッシュカード（生体認証機能・振込カード機能・デビットカード機能付）としてもご利用いただけます。
下記カードは、105BESTIO または 105BESTIO KIPS に付帯する別カードでの発行となります。
有料道路をスムーズ＆キャッシュレスで自動的に通行料金をお支払いただけるカードです。
後払い式交通乗車券としてご利用いただける他、後払い式電子マネーとして PiTaPa 加盟店でのショッピング・飲食などに
もご利用いただけます。

年会費（本人会員）※1

無料

家族会員

無料

10,000 円（消費税別）※2
1 名さまは無料、2 名さま目からは 1 名さまにつき 1,000 円（消
費税別）を申し受けます。

ETC カード年会費 ※1
KIPS PiTaPa カード年会費 ※1
ショッピング利用可能枠

無料
無料（※ただし、維持管理料として年に 1 度もご利用がない場合は 1,000 円（消費税別）を申し受けます。
）
10 万円〜50 万円(うちキャッシングリボ 0 万円〜30 万円)

50 万円〜200 万円(うちキャッシングリボ 0 万円〜100 万円)

●本人会員 月額 40 万円（交通 15 万円・ショッピング 5 万円＋ＩＣ定期券購入 20 万円）ご利用いただけます。
●家族カード保有の場合は、本人・家族分を合わせて 40 万円ご利用いただけます。
KIPS PiTaPa カード利用可能枠

交通利用
１ヶ月
ショッピング利用 １ヶ月
ＩＣ定期券購入
１ヶ月

15 万円
5 万円 ※1 日 3 万円
20 万円

年 9.0%

キャッシングリボ利率 ※3
手数料・利息
の計算方法

ショッピング分割

※「105BESTIO」のご利用可能枠の範囲内とします。

年 12.0%

ショッピングリボ･分割手数料※3
ショッピングリボ

※PiTaPa のご利用分は、リボ払いはご利用いただけません。

年 8.0%

初回締日（毎月 15 日）の翌日より付利単位を 100 円とした 1 年を 365 日とする日割計算にて算出します。
毎月元利均等払いにより、初回締日（毎月 15 日）の翌日より付利単位を 1 円とした月割計算にて算出します。ただし、初回
支払については 1 年を 365 日とする日割計算とします。

キャッシングリボ

ご利用日の翌日より付利単位を 100 円とした 1 年を 365 日とする日割計算にて算出します。

ショッピング

国内外の三菱 UFJ ニコスまたは VISA の加盟店でのご利用いただけます。
●国内 … 当行および三菱 UFJ ニコスの提携金融機関の ATM でご利用いただけます。

利用方法

キャッシング

返済方法

※ノンバンクなど金融機関以外の ATM ではご利用いただけません。
●海外 … VISA Worldwide の提携する ATM でご利用いただけます。
●web … キャッシング秒速振込サービス「借りスマくん」をご利用いただけます。
（決済口座へのお振込みとなります。
）
毎月 10 日（休日の場合は翌営業日）に、クレジットカード決済口座から自動引落としによりご返済いただきます。また、当
行および一部の提携金融機関の ATM にて、ショッピングリボ・キャッシングリボの一部についてご返済いただけます。
返済方式
元金定額方式

支払コース〔最低返済額〕
5 千円、
1 万円〜5 万円（1 万円単位）

残高スライド方式

5 千円

当月の返済金額
左記元金＋手数料または利息
締日の利用残高が 10 万円を超える時は、超過額 10 万円毎に

リボ払いの返済金額

5 千円ずつ加算されます
1 万円〜5 万円
（1 万円単位）

締日の利用残高が左記最低金額の 10 倍を超える時は、超過額
10 万円毎に 1 万円ずつ加算されます

※ご入会時は元金定額方式（ショッピングは５千円コース、キャッシングは１万円コース）となります
ショッピングについて一括払いからリボ払いへの変更・ショッピング、キャッシングリボとも毎月のリボ返済額変更（増額、
返済方法の変更

減額）
、一時加算、ボーナス加算への変更が可能です。またショッピングご利用後に１回払い・２回払い、ボーナス払いをリ

担保・保証人

ボ払いへ変更する「ゆとリボ」をご利用いただけます。
※カードセンターでの電話受付またはインターネット（DC Web サービス）にて受付させていただきます。
株式会社 百五カードの保証をご利用いただきます。
（保証料は不要です。
）

その他の事項

三菱ＵＦＪニコス株式会社が提供する各種付帯サービスを受けられます。

当行が契約している

●一般社団法人 全国銀行協会

指定紛争解決機関

連絡先

全国銀行協会相談室

電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772

※1 紛失・暗証番号失念により再発行する場合は再発行手数料として 1,000 円（消費税別）を申し受けます。
（ゴールドカード会員は再発行手数料が無料です。
ただし、KIPS PiTaPa カードの再発行に際しては、1,000 円（消費税別）が必要です）
※2 ゴールドカードの本人会員および家族会員の次年度の年会費は、ショッピング・キャッシングで年間 100 万円以上ご利用いただいた方については無料となり
ます。
※3 金融情勢によって利率・手数料率が変更になる場合がございます。
●上記手数料については、手数料にかかる消費税相当額を別途お支払いいただきます。

