
 

ちばぎんスーパーカードＪＣＢ                  (2022年4月1日現在) 

１．商品名 ちばぎんスーパーカードＪＣＢ 

２．ご利用 

いただける方 

●次の条件をすべて満たす個人のお客さま。（本人会員） 

①契約時の年齢が満18歳以上である方。 

②当行営業地域内に住所または勤務先がある方。 

③安定した収入のある方。 

（年金受給者、パート・アルバイト、配偶者に収入のある主婦/主夫の方もお申込みいただけます。） 

④ちばぎんジェーシービーカード㈱の保証が受けられる方。 

※１ゴールドカードは、配偶者に収入のある主婦/主夫の方はお申込みいただけません。 

※２申込型カードローンは、以下の方はお申込みいただけません。 

（ⅰ）契約時の年齢が満65歳以上の方。 

（ⅱ）ご職業が、年金受給者、パート・アルバイト、配偶者に収入のある主婦/主夫の方。 

（ⅲ）当行に給与振込口座をご指定いただいていない方［50万円型（給振なし）を除く］。 

（ⅳ）個人事業主の方［50万円型（給振なし）を除く］。 

 ※３バックアップサービスは、申込型カードローンをご契約いただき、かつ、希望された方がご利用いただけ 

ます。 

 ※４申込型カードローン・バックアップサービスは、2022年3月末をもって新規申込受付を停止しています。 

●次の条件をすべて満たす本人会員のご家族の方。（家族会員） 

①契約時の年齢が満18歳以上である方。 

②本人会員と生計を同じくする本人会員の配偶者・ご両親・お子さま。 

３．カード有効期限 ●5年 

４．カードご利用 

代金決済口座 
●当行本支店の普通預金口座（当行以外の普通預金口座はご指定いただけません。） 

５．カード形態 ● 単体型 

クレジットカード機能のみ 

● 一体型 

ＩＣキャッシュカード機能＋クレジットカード機能 

６．カード券種 

 

●一般カード 

●ゴールドカード 

７．年会費(消費税込) ●本人会員 

①一般カード  ：初年度無料、次年度以降は1,375円。ただし、一定の基準を満たした場合は無料となります。 

②ゴールドカード：11,000円 

③ＥＴＣスルーカード：無料 

●家族会員 

①一般カード  ：初年度無料、次年度以降は440円。ただし、一定の基準を満たした場合は無料となります。 

②ゴールドカード：1名さまは無料、2名さま目からは1名さまにつき1,100円。 

③ＥＴＣスルーカード：無料 

８．ショッピング総枠 

 ご利用可能枠 ●一般カード  ：10～50万円         (ショッピング枠とショッピング残高枠の合算額) 

●ゴールドカード：50～100万円         (ショッピング枠とショッピング残高枠の合算額) 

(1)ショッピング枠（ショッピング1回払い・ショッピング2回払い・ボーナス1回払い） 

 ご利用可能枠 ●ショッピング総枠の「ご利用可能枠」の範囲内 かつ 

①一般カード  ：10～50万円   （ご利用状況に応じて最大150万円） 

②ゴールドカード：50～100万円   （ご利用状況に応じて最大200万円）        

お使いみち ●物品購入・各種サービスのご利用にお使いいただけます。 

ご利用方法 ●国内・海外のＪＣＢ加盟店でご利用いただけます。 

お支払方法 ●次の方法よりお選びいただけます。 

①ショッピング1回払い  15日締め翌月10日払い 

②ショッピング2回払い  15日締め翌月及び翌々月10日払い 

③ボーナス1回払い    12月16日～  6月15日のご利用分：8月10日払い 

                              7月16日～ 11月15日のご利用分：1月10日払い 

●ショッピング1回払いのご利用分はリボルビング払い・分割払い・スキップ払いに、ショッピング2回払い・ボ

ーナス1回払いのご利用分はリボルビング払い・分割払いに変更いただけます。 

○ショッピング利用後リボ払い・ショッピング利用後分割払い・ショッピングスキップ払い 

受付期限：お支払日（10日）の5営業日前 

●「スマリボ」の登録をするとお店で「1回払い」と指定したものが自動的にショッピングリボ払いになります。 



 

(2)ショッピング残高枠（ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い） 

 ご利用可能枠 ●ショッピング総枠の「ご利用可能枠」の範囲内 かつ 

①一般カード  ：10～50万円  （ご利用状況に応じて最大100万円） 

②ゴールドカード：50～80万円  (ご利用状況に応じて最大100万円）        

手数料率 ●年15.0％ 

お使いみち ●物品購入・各種サービスのご利用にお使いいただけます。 

ご利用方法 ●国内・海外のＪＣＢ加盟店でご利用いただけます。 

 ご返済方法 ●ショッピングリボ払い 

①お申込時 

元金定額返済（手数料別） 

毎月の約定返済日（10日）にカードご利用代金決済口座より「元金1万円＋手数料」をクレジットご利用代金

としてお引落しいたします。 

②変更時 

以下のご返済方法に変更いただけます。 

○毎月元金定額払い 

◇定額コース：5千円以上1千円単位（ゴールドカード会員は1万円以上1千円単位） 

◇残高スライドコース 

標準コース：残高が10万円以下の場合1万円(以降10万円毎に1万円加算) 

短期コース：残高が10万円以下の場合2万円(以降10万円毎に2万円加算) 

○ボーナス併用払い 

1万円単位（加算月：1・7月、1・8月、7・12月、8・12月） 

③臨時のご返済 

ＡＴＭ（元金のみ）、当行の窓口・お振込み・通常のお支払日（10日）に決済口座よりお引落し（一部・全

額返済） 

●ショッピング分割払い 

①お申込時 

3・5・6・10・12・15・18・20・24回払いからお選びいただけます。 

②臨時のご返済 

当行の窓口・お振込み・通常のお支払日（10日）に決済口座よりお引落し（全額返済のみ） 

●ショッピングスキップ払い 

①お申込時 

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。 

②臨時のご返済 

 指定のお支払い月以外に、通常のお支払日（10日）に決済口座よりお引落し（全額返済のみ） 

手数料の計算

方法 

●ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い 

○初回 

ご利用日の翌日～初回締切日（15日）は手数料はかかりません。 

初回締切日の翌日～初回お支払日（10日）は日割計算します。「支払い名人」の場合、手数料はかかりません。 

○次回以降 

①ショッピングリボ払い 

お支払日の翌日～翌月のお支払日は日割計算します。 

②ショッピング分割払い 

お支払日の翌日～翌月のお支払日は月割計算します。 

●ショッピングスキップ払い 

○変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの繰延月数で計算します。 

 ご利用金額×手数料率（月利：15.0％／12ヶ月）×繰延月数 

付利単位 ●1円（小数点以下は切捨て） 

９．キャッシング総枠 

 

ご利用可能枠 ●一般カード  ： 0～210万(キャッシング1回払いとキャッシングリボ払いの合算額) 

●ゴールドカード： 0～210万(キャッシング1回払いとキャッシングリボ払いの合算額) 

(1)キャッシング1回払い 

 ご利用可能枠 ●キャッシング総枠の「ご利用可能枠」の範囲内 かつ 

①一般カード  ：0・10万円  

②ゴールドカード：0・10万円 

 ご融資利率 ●年15.0％ 

 お使いみち ●自由。ただし、事業性資金は除きます。 



 

 ご利用方法 ●㈱ジェーシービーが提携する国内のＡＴＭ・ＣＤ。 

ただし、ノンバンクなど金融機関以外が設置したＡＴＭ・ＣＤはご利用いただけません。 

●振り込みサービス（ＭｙＪＣＢまたは自動音声応答電話からのお申込みにより、カードご利用代金決済口座へ

お振込みするサービスです。家族会員の方はご利用いただけません。） 

 ご返済方法 ●約定返済 

元利一括払い（15日締め翌月10日払い） 

●臨時の返済 

当行の窓口・お振込み（全額返済のみのお取扱いとなります。） 

 利息の計算方法 ●ご利用日の翌日～ご返済日は日割計算します。 

 付利単位 ●1円（小数点以下は切捨て） 

 

(2)キャッシングリボ払い(カードローン) 

 ご利用可能枠 ●申込型カードローン 

50万円・100万円・200万円 

※2022年3月末をもって新規申込受付を停止しています。 

●自動付帯型カードローン 

一般カード：0～30万円（ご利用状況に応じて最大90万円） 

ゴールドカード：0～50万円（ご利用状況に応じて最大90万円） 

ご融資利率 ●申込型カードローン 

①50万円型：年15.0％ 

②50万円型〔当行に給与振込口座をご指定いただいている方〕：年12.0％ 

③100万円型：年12.0％ 

④200万円型：年9.0％ 

●自動付帯型カードローン 

一般カード・ゴールドカード：年15.0％ 

お使いみち ●自由。ただし、事業性資金は除きます。 

ご利用方法 ●㈱ジェーシービーが提携する国内のＡＴＭ・ＣＤ。 

ただし、ノンバンクなど金融機関以外が設置したＡＴＭ・ＣＤはご利用いただけません。 

●振り込みサービス（ＭｙＪＣＢまたは自動音声応答電話からのお申込みにより、カードご利用代金決済口座へ

お振込みするサービスです。家族会員の方はご利用いただけません。） 

ご返済方法 ●お申込時 

元金定額返済（お利息別） 

毎月の約定返済日（10日）にカードご利用代金決済口座より「元金1万円＋お利息」をクレジットご利用代金と

してお引落しいたします。 

●変更時 

以下のご返済方法に変更いただけます。 

①毎月元金定額払い 

5千円、または1万円以上1千円単位 

②ボーナス月のみ元金定額払い(お利息は毎月お引落しいたします。) 

当月の請求のキャッシングリボ払い返済額に全額、増額とも可能。増額は1万円単位。 

1・7月、1・8月、7・12月、8・12月 

③ボーナス併用払い 

毎月のご返済に加算してお引落しいたします。 

1万円単位（加算月：1・7月、1・8月、7・12月、8・12月） 

●臨時のご返済 

ＡＴＭ（元金のみ）、当行の窓口・お振込み、自動音声応答電話、ＭｙＪＣＢ（一部・全額返済） 

ご返済期間 

ご返済回数 

●ご返済期間、ご返済回数は、ご利用残高及びご返済方式に応じ、ご返済元金とお利息を完済するまでの期間、

回数となります。なお、ご利用可能枠の範囲内で繰り返しお借入になる場合には、ご利用残高が変動するため、

ご返済期間、ご返済回数も変更となります。 

＜ご返済例＞ご利用残高が10万円で、ご返済元金が1万円の毎月元金定額払いの場合、ご返済期間は10カ月、ご返

済回数は10回となります。 

利息の計算方法 ●初回 

ご利用日の翌日～初回お支払日（10日）は日割計算します。 

●次回以降 

お支払日の翌日～翌月のお支払日は日割計算します。 

付利単位 ●1円（小数点以下は切捨て） 

 

 

 

 



 

10．海外キャッシング1回払い 

 

 

 

 

 

ご利用可能枠 ●一般カード  ：10万円  

●ゴールドカード：10万円 

ご融資利率 ●年15.0％ 

お使いみち ●自由。ただし、事業性資金は除きます。 

ご利用方法 ●お持ちのカード裏面に表示されているマークと同じマークのある海外ＡＴＭ・ＣＤ 

ご返済方法 ●約定返済 

元利一括払い（15日締め翌月10日払い） 

●臨時の返済 

当行の窓口・お振込み（全額返済のみのお取扱いとなります。） 

利息の計算方法 ●ご利用日の翌日～ご返済日は日割計算します。 

11．バックアップサービス 

  ※2022年3月末をもって新規申込受付を停止しています。 

 

ご利用可能枠 ●10万円 

ご融資利率 ●年14.80％ 

ご契約期間 ●１年。なお、原則１年毎に審査のうえ自動更新します。 

お使いみち ●ご指定の預金口座の公共料金等のお引落しの際、ご預金の残高が不足していても、不足分を当行が自動的にご

融資します。（当行からのお借入れやスーパーカードのご利用代金のお立替えはできません。） 

●ＡＴＭや窓口でのお借入れはできません。 

ご返済方法 ●毎月のご返済 

元金定額返済 

毎月の約定返済日（10日）にカードご利用代金決済口座より「元金1万円」をお引落しいたします。 

●臨時のご返済 

当行の窓口、テレフォンバンキング、インターネットバンキング（一部・全額返済） 

（テレフォンバンキング、インターネットバンキングのご利用は、別途「マイアクセス」のご契約が必要とな

ります。） 

利息の計算方法 ●毎月の約定返済日（10日）に前1か月分を貸越元金に組入れます。 

付利単位 ●100円（小数点以下は切捨て） 

12．保証人・担保 ●ちばぎんジェーシービーカード㈱を保証人とします。（保証料は当行が負担します。） 

●担保は不要です。 

13．その他条件 

 

●「ちばぎん ひまわり宣言」のお申込みが条件となります。 

「ちばぎん ひまわり宣言」は、「お取引項目数」によるステージに応じて、各種手数料割引などの特典が受け

られるサービスです。 

14．特 典 

 

●「地域優待サービス」 

当行が提携する「ちばぎんパートナー」の店舗でちばぎんスーパーカードを使って買い物すると、割引・ポイ

ント優待等各種サービスを受けられます。 

●クレジットカード年会費（ゴールドカード会員は対象となりません。） 

○初年度 

 全会員無料 

○次年度以降 

以下の「ご利用条件」を満たされた場合は、引き続き無料となります。 

＜ご利用条件＞ 

①1年間のクレジットカードのご利用金額が12万円以上。（ショッピング・キャッシング・キャッシングリボ払

い（カードローン）の合計金額となります。） 

②携帯電話の利用代金をクレジット利用代金として決済している。（通話料金の金額に関係なく無料となりま

す。） 

 ※一部対象とならない携帯電話会社があります。 

●ＡＴＭ手数料 

 ○ゴールド会員 

  当行ＡＴＭ時間外手数料、提携コンビニ等ＡＴＭ※利用・時間外手数料が無料となります。 

  ※提携コンビニ等ＡＴＭは、イーネット、セブン銀行、ローソン銀行、ゆうちょ銀行、イオン銀行、 

   ＶＩＥＷ ＡＬＴＴＥ（ビューアルッテ）となります。 

 ○一般カード会員 

  「ちばぎん ひまわり宣言」の「お取引項目数」によるステージに応じて、ＡＴＭ手数料特典が受けられま

す。 

  なお、新規入会の方は初年度特典として「お取引項目数」が2項目以下の場合もシルバーステージとなります。 



 

15．キャッシングリボ

払い（カードロー

ン)、キャッシン

グ1回払い利用時

のＡＴＭ利用手

数料(消費税込) 

●対象取引 

スーパーカード(ＪＣＢ)は、ＡＴＭで以下のご利用をいただいた場合、ＡＴＭ利用手数料が発生します。 

 ①キャッシングリボ払い（カードローン)でのお借入 

 ②キャッシング1回払いでのお借入 

 ※ご返済、海外キャッシング1回払い、利用可能額照会、返済可能額照会等は対象外。 

●ＡＴＭ利用手数料 

お借入金額 1万円 2万円以上 

ＡＴＭ利用手数料(消費税込) 110円 220円 

●ＡＴＭ利用手数料ご請求日 

毎月15日の締切日までの「ＡＴＭ利用手数料」を、翌月10日(銀行の休業日の場合は翌営業日)のお支払日に、

カード利用代金と一括してご請求させていただきます。 

●対象ＡＴＭ 

当行ＡＴＭ、及び㈱ジェーシービーが提携している銀行やコンビニ等の国内ＡＴＭ・ＣＤ。 

16．生体認証対応ＩＣキャッシュカード（一体型のみ） 

 ICｷｬｯｼｭｶｰﾄ゙ とは ●従来のキャッシュカードにＩＣチップを搭載するとともに、｢生体認証(指静脈認証)｣に対応することで、高いセ

キュリティを実現しています。 

●ＩＣチップによるお取引と磁気ストライプでのお取引の両方が可能です。 

 ご利用可能なATM ●ＩＣチップによるお取引 

当行本支店のすべてのＡＴＭ（店舗内・店舗外）及びコンビニＡＴＭ等に設置されている「ＩＣ対応ＡＴＭ」で

ご利用いただけます。 

●磁気ストライプによるお取引 

コンビニＡＴＭの他、全国のオンライン提携金融機関等でご利用いただけます。 

 ご利用限度額 ● 生体認証、ＩＣチップ、磁気ストライプそれぞれに1日あたりのご利用限度額が予め以下のとおり設定されてい

ます。なお、1日当りのご利用限度額の合計金額は最大1,000万円(現金のお引出しは300万円)となります。 

◇生体認証によるお取引   ：1,000万円(現金のお引出しは300万円) 

◇ＩＣチップによるお取引  ： 200万円(現金のお引出しは100万円) 

◇磁気ストライプによるお取引： 200万円(現金のお引出しは 50万円) 

●ＩＣチップと磁気ストライプのご利用限度額は、ＡＴＭで引下げが可能です。 

17．Ｊ－Ｄｅｂｉｔ（一体型のみキャッシュカードに自動付帯されています。） 

※ブランドデビット機能とは異なり、「ちばぎん ひまわり宣言」のお取引項目や14.特典の対象とはなりません。 

 ご利用限度額 ●普通預金のお支払可能額の範囲内でご利用いただけます。ただし、200万円を上限に当行所定の手続きにより、

お客さまがご指定された「ご利用限度額」の範囲内となります。 

●１日あたりのご利用限度額は１万円単位でご指定いただけます。 

 ご利用可能な加盟店 ●「Ｊ－Ｄｅｂｉｔ」の表示のある加盟店でご利用いただけます。 

 

 

 

 

 


