イオン銀行 CASH＋DEBIT 商品概要説明書
2017 年 10 月 1 日
1.商品名
2.ご利用いただける方

イオン銀行 CASH＋DEBIT
・お申込み時の年齢が満 15 歳以上(中学生は除く)の個人のお客さま
・日本国内に居住のお客さま

3.カード種類

・JCB デビット・イオン銀行キャッシュカード・ＷＡＯＮ一体型カード

4.申込方法

・当行所定の手続きにてお申込みいただけます。

5.サービス機能

・本カードのサービス・機能は以下のとおりとなります。

JCB デビット機能

・ブランドは、JCB に限定されます。
・利用代金の決済口座は当行口座に限定されます。
・総合口座と同様のサービスが受けられます。

キャッシュカード機能

・イオン銀行ダイレクトについては、確認番号表を記載した「イオン銀行ダイレクトご利用カード」を発行します。
またイオン銀行ダイレクトご利用カードは、イオン銀行 CASH＋DEBIT カード発送時に同封されます。

WAON 機能

・現金チャージ、銀行チャージ、オートチャージ（銀行口座）
、ポイントチャージが利用できます。

代理人カード

・代理人カードを１枚までお申込できます。代理人カードは、JCB デビット機能および WAON 機能は付きません。

家族カード

・家族カードは、発行していません。

6.JCB デビットサービス内容 ・JCB デビットのサービス内容は以下のとおりとなります。
・国内外の JCB 加盟店、ならびにイオンカード加盟店のショッピングに利用できます。
ご利用範囲

※一部、ご利用を制限している加盟店がございます。
・海外の JCB または Cirrus マークのあるＡＴＭで現地通貨の購入ができます。
※日本国内のＡＴＭでの現地通貨の購入は、ご利用いただけません。
・システムメンテナンス時間以外は、ご利用いただけます。

ご利用時間帯

※システム定期メンテナンス（日本時間の毎月第 2 月曜日 2：00～7：00）また、臨時のシステムメンテナンスが
発生した場合は、ご利用できない場合がございます。
・お引落としを行う普通預金口座残高の範囲内となります。
・１ヵ月間の利用可能金額は、最大 100 万円を限度とします。
※初期設定は 50 万円（未成年の場合は 5 万円）に設定しております。

ご利用可能金額

※利用可能額は、イオンクレジットサービス㈱が運営する暮らしのマネーサイトにて変更できます。
※一部の加盟店では、利用可能金額および普通預金口座残高を超えて取引が成立する場合があります。
※海外ＡＴＭを利用して現地通貨を購入する場合、運営会社、機種等によりお引き出しが行える限度額が異なる場
合があります。
・普通預金口座から原則即時にお引落としさせていただきます。

お支払方法

※お支払方法は、1 回払いのみとなります。
※一部の加盟店または少額のお支払いについては、ご利用金額が即時にお引落としとならず、後日の請求により普
通預金口座からお引落としとなる場合があります。

（１）

・メール通知サービス
カード利用の都度、会員さま指定のメールアドレスへショッピング利用があった旨の通知を差しあげます。
・ご利用明細照会サービス
付帯サービス

イオンクレジットサービス㈱が運営する暮らしのマネーサイトにてショッピング利用の明細が照会できま
す。
・ご利用明細書送付サービス
月間のショッピング利用金額が 3 万円以上の場合は、利用状況を記した明細書をご自宅へ郵送いたします。
ご利用明細書送付サービスをご利用の場合は、インターネット（暮らしのマネーサイト）からお手続きください。

ショッピング

・本カードで購入された商品が、ご購入日から180日以内の破損・盗難・火災等の損害を対象に補償します。

セーフティ保険

・補償金額は、年間 50万円（税込）までとなります。
・偽造・盗難カード等により生じた被害は、当行が当該届出を受理した日を含めて61日前にさかのぼり、その後に発

盗難補償等

生した損害額について、当行が全額補填します。
※お客さまの故意、過失に起因する被害等は、当行による補償の対象外となります。

7.特典

・以下の特典をご利用いただけます。
次の特典で電子マネーＷＡＯＮポイントの提供を行います。
提供されたポイントは、イオンなどに設置されている WAON ステーションでお受取りください。
WAON のオートチャージご利用200 円

事前にオートチャージの設定が必要です。オートチャージの申込・金額

ごとに 1 電子マネーWAON ポイントプ

変更は、WAON ステーションで行っていただけます。電子マネーWAON

レゼント

ポイントは、月間のオートチャージご利用金額に対し、付与いたします。
ポイントは翌月 17 日中に順次付与します。

各種公共料金を銀行口座で決済いた

電気・ガス・固定電話・携帯電話・NHK・水道・国民年金が対象です。ポイ

だくと、１件につき毎月 5 電子マネー

ントはお支払月の翌月 17 日中に順次付与します。

WAON ポイントプレゼント
イオン銀行を給与振込口座に指定い

ポイントの対象は、ＡＴＭ残高履歴発行サービスの「残高履歴明細票」な

ただくと、毎月10 電子マネーWAON ポ

らびにお取引明細書の摘要欄に「給与」と表示されている入金に限らせて

イントプレゼント

いただきます。入金方法が「給与」扱いでない場合は、ポイント対象とな
りませんので、事前に勤務先へご確認ください。2 件以上のお振込みがあ
った場合も付与するポイントは 10 電子マネー WAON ポイントとなりま
す。ポイントは給与振込みの翌月 17 日中に順次付与します。

電子マネーWAON ポイン
トの提供

イオン銀行を給与振込口座に指定い

ポイント付与の対象は「給与」の受取りがあった場合に限ります。給与

ただき、他行宛の振込みを利用される

の受取りは、ATM 残高履歴発行サービスの「残高歴明細票」ならびに

と 216 電子マネーWAON ポイントプレ

お取引明細書の摘要欄に「給与」と表示されている入金に限らせてい

ゼント（他行宛振込手数料１件相当分）

ただきます。入金方法が「給与」扱いでない場合は、ポイント対象となり

イオン銀行の住宅ローンをご利用され

ません。ポイントは給与振込実績月の翌月にご利用された他行宛振込

ている方は最大 648 電子マネー

に対して付与されます。給与振込実績月の翌月に他行宛振込のご利

WAONポイントプレゼント（他行宛振込

用がなかった場合、ポイントは繰越されません。

手数料３件相当分）

【ポイント付与の対象となる他行宛振込】
イオン銀行 ATM での CASH＋DEBIT カードによるお振込。イオン銀行ダイ
レクト（インターネットバンキング・モバイルバンキング）でのお振込。
※次の他行宛振込は対象外となります。「イオン銀行 ATM での現金
振込」「他行 ATM での CASH＋DEBIT カードによるお振込」「店頭窓口
でのお振込」
ポイントは他行振込みがあった翌月 17 日中に順次付与します。
この特典はイオン銀行が実施する他の特典と重複して受取ることがで
きません。

（２）

ときめきポイントの
付与

・ショッピングのご利用金額に応じて「ときめきポイント」を進呈いたします。
※ショッピング利用金額 200円につき 1ポイントを進呈します。
※毎月のときめきポイントの付与は当行所定の日といたします。
・毎月のキャッシュバック対象時のショッピングのご利用金額に応じて、当行所定の代金を毎月決済口座に自動的に

キャッシュバック

キャッシュバックいたします。
※キャッシュバックは当行所定の日といたします。
・毎日の普通預金店頭表示利率（普通預金（イオンカードセレクト/キャッシュ＋デビット/イオンデビットカード）
）
を適用いたします。

普通預金利率

※普通預金店頭表示利率は予告することなく変更されることがございます。
※利息の支払方法および計算方法は当行普通預金に準じます。
※定期預金の中途解約時に適用される普通預金利率は、普通預金利率が適用され、普通預金（イオンカードセレク
ト/キャッシュ＋デビット/イオンデビットカード）の利率は適用されません。
・手数料は以下のとおりです。
項 目

8.年会費・手数料

手数料

年会費

無料

カード再発行・切替手数料

無料

代理カード発行・再発行手数料

無料

※お引き出しやお振込み等の銀行取引に関する手数料については、総合口座に準じます。
詳細つきましては、各商品の商品概要説明書をご確認ください。
※海外でご利用いただいた場合、日本円に換算された利用金額に対してイオン銀行所定の海外取引関係処理経費
(利用金額の 1.60％相当額)がかかります。
※海外ＡＴＭ利用では、海外取引関係処理経費に加え 216 円/件の事務手数料がかかります。
・6 年間
※有効期限到来前に新しいカードをお届出住所に郵送します。ショッピングのご利用状況によりデビットサービス
の更新ができない場合は、イオン銀行キャッシュカードをお送りいたします。
※新カードを利用（注 1）した時点で、旧カードのキャッシュカード機能は利用できなくなります。

9.カード有効期限

JCB デビットカード機能と WAON 機能は有効期限まで利用できます。
※旧カードの WAON とポイント残高は新カードに移行できます（注 2）
。
（注 1）ATM での残高照会・入出金取引、銀行チャージやオートチャージ等、普通預金口座に関するカード利用が
対象となります。WAON でのお買物（オートチャージを伴わないもの）や現金チャージは対象になりません。
（注 2）WAON とポイント残高の移行は、お客さま自身で WAON ステーションにて行っていただきます。
・JCBデビットサービスを脱会される場合は、当行店舗またはイオン銀行コールセンターの電話連絡によりお手続

10.脱会

きいたします。
※普通預金口座を解約される場合には、｢JCBデビット｣は利用できなくなります。

11.金利情報の入手方法

・当行ホームページでご確認いただくか、当行店舗またはイオン銀行コールセンターへ問い合わせください。
・お一人様1枚の発行となります。
・JCBデビットによるショッピングご利用分は、総合口座当座貸越は適用されません。

12.その他の参考事項

・ポイントの付与、キャッシュバック等の特典ならびに付与日（入金日）につきましては、予告なく変更することも
ございますのでご了承願います。
・その他、本カードにかかわる取扱につきましては「イオン銀行取引規定集」
、
「イオン銀行CASH＋DEBITカード規定」
等をご確認願います。
・イオン銀行コールセンター

13.お問い合わせ先

電話番号 0120-13-1089
受付時間 9：00～21：00(年中無休)
・一般社団法人全国銀行協会

14.当社が契約している
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
受付日 月～金曜日(祝日および銀行法で定める銀行の休業日を除く)
受付時間 9：00～17：00

（３）

