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商品内容説明書 

京都カードネオ（ＪＣＢ） 一体型   単体型  〈京銀カードサービス株式会社 保証〉 
 

（2021年 6月 10日現在） 

 一般カード ゴールドカード 

お申込みいただける方  

 本人カード 

次の条件をすべて満たし、当行が適当と認め、保証会社の保証を受けられる個人 

・申込時の年齢が満 20歳以上であること 

・京都カードネオ契約がないこと（京都カードネオ（ＤＣ）を含む） 

・普通預金口座（新規でも可）をお持ちであること 

※1 屋号付きのご名義では、お申込みいただけません。 

※2 WEBからのお申込みにはキャッシュカードの発行された普通預金口座が必要です。 

 家族カード ・本人会員と生計を同一にする配偶者・ご両親・20歳以上のお子さま 

カードブランド ＪＣＢ 

基本機能 一体型 クレジットカード機能とキャッシュカード機能、単体型 クレジットカード機能のみ 

 クレジットカード機能 

1.ショッピング機能 

 １回払い、ボーナス１回払い、分割払い（２回払いを含む）、スキップ払い、リボ払いがご利用いただけます。 

2.キャッシング機能 

 １回払い、リボ払いがご利用いただけます。 

 キャッシュカード機能 ＩＣキャッシュカード（指静脈認証機能・デビットカード機能付）としてご利用いただけます。 

オプション機能  

 家族カード 発行できます。（クレジットカード機能のみの単体型カードです） 

 ＥＴＣカード 発行できます。 

 QUICPay（クイックペイ） 発行できます。 

 代理人カード ご家族の方が利用できる代理人カード（キャッシュカード機能のみ）を発行できます。 

年会費（税込） 

初年度 
本人会員： 無料 

家族会員： 無料 

本人会員： 11,000円 

家族会員：  1,100円/枚（１名まで無料） 

２年目 

以降 

本人会員： 1,375円 

家族会員：  440円/枚 

※ただし、以下のいずれかの条件を満たす方は 

 無料となります。 

 ①携帯・ＰＨＳ料金を京都カードネオで 

  クレジット払い（預金口座振替は対象外） 

 ②京都カードネオのクレジット機能を１年間

で 12万円以上利用 

本人会員： 11,000円 

家族会員：  1,100円/枚（１名まで無料） 

※ゴールドカードは年会費無料の対象外です。 

ＥＴＣカード 年会費 無料（発行手数料も無料） 無料（発行手数料も無料） 

QUICPay 年会費 無料（発行手数料も無料） 

更新期間 7年（期限到来時に所定の審査基準を満たしている場合は、自動更新いたします。） 

ご利用可能枠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新規入会時の各利用可能枠は原則として上記の範囲で当行が決定した額とします。 

 

 

 

 一般カード ゴールドカード 

総枠（カードご利用可能枠） 10～100万円 50～150万円 

 ショッピング枠   

  ショッピング１回払い 10～100万円 50～150万円 

 ショッピング残高枠 (0～50万円) (0～100万円) 

  ボーナス１回払い 0～50万円 0～100万円 

  ショッピングリボ払い 0～50万円 0～100万円 

  ショッピング分割払い／スキップ払い 0～50万円 0～100万円 

 キャッシング総枠 (0～50万円) (0～50万円) 

  キャッシング１回払い 0～10万円 0～10万円 

  海外キャッシング１回払い 0～20万円 0～30万円 

  キャッシングリボ払い 0～50万円 0～50万円 

 



2/7 

 一般カード ゴールドカード 

ご利用代金明細書発行手数

料(税込) 

88円/通（2021年 11月 10日請求分より） 

※翌月にお支払いいただくショッピングご利用

代金等とあわせて請求いたします 

※所定の条件に該当する場合は無料です。 

※紙の明細書の発行を停止される場合は、会員専

用ＷＥＢサービス「ＭｙＪＣＢ」からＷＥＢ明

細サービス「ＭｙＪチェック」をご登録くださ

い。 

ゴールドカードは無料です。 

ショッピン

グ手数料率 

リボ 年 15.0％  

分割/スキップ 年 15.0％  

キャッシン

グ利率等 

融資利率 年 15.0％  

ＡＴＭ手数料 

（国内のみ） 

1回のお借入金額に応じて次の手数料が必要です。1万円：110円、2万円以上：220円。 

※毎月 15日の締切日までのご利用分を翌月 10日に、クレジットカード決済口座へご請求いたします。 

手数料・利息の計算方法  

 ショッピングリボ 別紙に記載しています。 

 

ショッピング分割 別紙に記載しています。 

ショッピングスキップ 別紙に記載しています。 

キャッシング ご利用日の翌日から 1年を 365日（うるう年は 366日）とする日割計算にて算出します。 

ご利用方法  

 ショッピング 国内・海外のＪＣＢ加盟店またはＪＣＢが提携するカード会社の加盟店でご利用いただけます。 

 キャッシング 

1.国 内 … 当行およびＪＣＢの提携金融機関のＡＴＭでご利用いただけます。 

2.海 外 … ＪＣＢの提携するＡＴＭでご利用いただけます。 

3.Ｗｅｂ … キャッシング振り込みサービスをご利用いただけます。 

ご返済方法 

約定返済 
毎月 10日（銀行休業日の場合は、翌営業日）にクレジットカード決済口座から自動引落により 

ご返済いただきます。 

繰上返済 
当行窓口や当行および一部提携金融機関のＡＴＭでご返済いただけます。 

※詳しくはお問い合わせください。 

ショッピングリボ払の 

返済金額 

全額、定額、残高スライドの各コースからお選びいただけます。 

入会時は定額コース 1万円となります。 

 全額コース 別紙に記載しています。 

 定額コース 別紙に記載しています。 

 残高スライドコース 別紙に記載しています。 

キャッシングリボの 

返済金額（元金） 
利用可能枠 18万円以下：毎月 5千円、利用可能枠 19万円～50万円：毎月 1万円 

遅延損害金利率 
ご返済を遅延された場合は、ご返済いただくべき元本金額に対して、次の割合で計算した損害金 

をお支払いいただきます。（年 365日（うるう年は 366日）の日割計算） 

 
ショッピング 

分割 年 14.60％（ただし、分割払残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額） 

 上記以外 １回払い、リボ払い：年 14.60％、２回払い、ボーナス１回払い、スキップ払い：法定利率 

 キャッシング 年 20.00％ 

その他の主なサービス ※詳しくはＪＣＢのホームページ（https://www.jcb.co.jp/）をご覧ください。 

 インターネットサービス Ｍｙ ＪＣＢをご利用いただけます。 

 ポイントサービス 毎月のご利用合計金額 1,000円（税込）ごとにＯｋｉＤｏｋｉポイントが 1ポイントたまります。 

 ショッピングガード保険 － ご利用いただけます。 

 国内旅行傷害保険 － ご利用いただけます。 

 海外旅行傷害保険 － ご利用いただけます。 

 空港ラウンジ － ご利用いただけます。 

 暗証番号照会 
暗証番号照会をご希望の場合は、ＭｙＪＣＢでご照会いただけます。 

（ＭｙＪＣＢをご利用いただけない場合は、暗証番号通知書にてご案内します。） 

担保 不要です。 

保証会社 京銀カードサービス株式会社 

保証料 別途お支払いただく必要はありません。 
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 一般カード ゴールドカード 

お申込方法 当行ホームページまたは京都銀行の各支店の窓口でお申込みください。 

お申込時に必要な書類 

1.本人確認書類（運転免許証等） 

2.外国人の方は、在留資格が記載された住民票の写し 

3.普通預金口座の届出印鑑 

その他 
・現在ご利用中のキャッシュカードからの切替もできます（一部のカードを除きます）。 

・京都カードネオの退会時にはカードを回収させていただきます（切替はできません）。 

当行が契約している 

指定紛争解決機関 

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：０５７０－０１７１０９ または ０３－５２５２－３７７２ 

（注）年会費、発行手数料、手数料率、利率等は金融情勢の変化等により変更することがございます。 
 

◎詳しくはカードをお届けする際に「サービスガイド」「ＪＣＢカード付帯保険・見舞金制度のご案内（ゴールド）」等を同封します 

 ので、ご確認ください。 
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「別紙」 

 

 

京都カードネオ（ＪＣＢ）のショッピングのお支払方法 

 

 １回払い    （金利・手数料は不要） 

 

・ご利用金額をお支払日（毎月 10日）に一括でお支払いいただく方法です。 

・ご利用代金は、締切日（毎月 15日）の翌月のお支払日にご指定の口座から自動引き落としさせていただきます。 

 

 

 ２回払い    （金利・手数料は不要） 

 

・ご利用金額を締切日（毎月 15 日）の翌月と翌々月の 2回に分けてお支払いいただく方法です。 

・全国の 2回払い取扱店でご利用いただけます。ご利用の際は店頭にて「2回払い」とお申し出ください。 

・ご利用代金は、締切日（毎月 15日）の翌月と翌々月のお支払日（毎月 10日）に 2回に分けて、ご指定の口座から 

 自動引き落としさせていただきます。 

 

 

 ボーナス１回払い（金利・手数料は不要）  

 

・ボーナス１回払いは、夏または冬のボーナス月に一括してお支払いいただく方法です。 

・ボーナス１回払いの取扱期間や取扱最低額が加盟店により異なる場合がございますので、詳しくは店頭にて 

 ご確認ください。ご利用の際は「ボーナス１回払い」とお申し出ください。 

・ご利用代金は、以下のお支払日にご指定の口座から自動引き落としさせていただきます。 

 

 ご利用期間 お支払日 

夏 12月 16日～6月 15日 8 月 10日 

冬 7 月 16日～11月 15日 翌年 1月 10 日 
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リボ払い    （実質年率 15.00％） 

 

・リボ払いとは、ご利用金額や件数にかかわらず、締切日（毎月 15日）の利用残高に対して、翌月のお支払日（毎月

10 日）に一定額をお支払いいただくお支払方式です。 

・ あらかじめ設定させていただいたご利用可能枠の範囲で繰り返しご利用いただけますので、計画的にショッピング

プランを組むことができます。 
 

■全額コース（金利・手数料は不要） 

ご利用残高にかかわらず、締切日のご利用残高全額をお支払いいただきます。 

(お支払日（毎月 10日）に、ご指定の口座から自動引き落としさせていただきます。) 
 

■定額コース 

ご利用残高にかかわらず、毎月一定額の元金に所定の手数料を加算してお支払いいただきます。 

ご指定金額：元金定額 5,000 円以上 1,000円単位（ゴールド会員は 10,000円以上 1,000 円単位） 

(お支払日（毎月 10日）に、ご指定の口座から自動引き落としさせていただきます。) 
 

■残高スライド方式 

ご利用残高 10万円ごとにスライドする月々の支払額（元金）に所定の手数料を加算してお支払いただきます。 

(お支払日（毎月 10日）に、ご指定の口座から自動引き落としさせていただきます。) 
 

＜毎月のお支払額算定表＞ 

 

１．毎月のお支払元金 

 締切日のご利用残高 

コース 10 万円以下 
10 万円超 

50 万円以下 

50 万円超 

100万円以下 
100万円超 

全額コース 締切日（毎月 15日）のご利用残高 

定額コース 
ご指定の金額  一般  ： 5,000 円以上 1,000 円単位 

        ゴールド：10,000 円以上 1,000 円単位 

残高 

スライド 

コース 

ゆとりコース 5,000 円 10,000円 15,000 円 20,000円 

標準コース 10,000円 10 万円超 10 万円ごとに 10,000円加算 

短期コース 20,000円 10 万円超 10 万円ごとに 20,000円加算 

●ボーナス月加算お支払い 

年 2回（1・8月）に、ボーナス加算額を通常の支払額に加えてお支払いいただきます。 

  

２．ショッピング手数料の計算方法 

[初回のご請求]    手数料＝利用残高×実質年率×日数（締切日の翌日から翌月の約定支払日まで）÷365日 

[２回目以降のご請求] 手数料＝利用残高×実質年率×日数（約定支払日の翌日から翌月の約定支払日まで）÷365日 

 

３．お支払例（うるう年でない場合） … 端数計算等により、実際のお支払額と異なることがあります。 

定額コース１万円で６月３０日に７万円（消費税込）の商品をご購入された場合（実質年率 15.00％） 

（１）８月１０日のお支払い 

① お支払元金     ： 10,000円 

② 手数料       ：    747円（ 7 万円×15.00％×26日÷365日） 

③ ８月１０日の弁済金 ：  10,747円（ ①＋② ） 

 

（２）９月１０日のお支払い 

① お支払元金     ： 10,000円 

② 手数料       ：   764円（ 6 万円×15.00％×31日÷365日） 

③ ９月１０日の弁済金 ：  10,764円（ ①＋② ） 
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分割払い    （実質年率 15.00％（月利 1.25％）） 

 

・「分割払い」とは、クレジットカードご利用時にお支払回数をご指定いただき、ご利用金額と手数料合計金額をご希

望の回数に分割して、お支払いいただく方法です。 

(お支払日（毎月 10日）に、ご指定の口座から自動引き落としさせていただきます。) 

・カードご利用時に加盟店でご希望の「お支払回数」をご指定ください。ボーナス併用払いをご希望の場合は、上記に

加えて「ボーナス併用払いで」とご指定ください。 

※ 一部の加盟店では分割払い・ボーナス併用払いがご利用できない場合がございます。 

 

１．支払回数表 実質年率：年 15.00％（月利 1.25％） 

支払回数 支払期間 割賦係数 
利用代金 10,000円 

あたりの手数料額 
支払回数 支払期間 割賦係数 

利用代金 10,000円 

あたりの手数料額 

3 回 3 か月 2.51% 251円 15 回 15 か月 10.29% 1,029 円 

5 回 5 か月 3.78% 378円 18 回 18 か月 12.29% 1,229 円 

6 回 6 か月 4.42% 442円 20 回 20 か月 13.64% 1,364 円 

10 回 10 か月 7.00% 700円 24 回 24 か月 16.37% 1,637 円 

12 回 12 か月 8.31% 831円 ※一部の加盟店では、支払回数が異なる場合がございます。 

 

２．お支払例（うるう年でない場合） … 端数計算等により、実際のお支払額と異なることがあります。 

６月３０日に現金販売価格１０万円（消費税込）の商品を１０回払でご購入された場合（実質年率 15.00％） 

Ａ：支払回数表に基づく手数料総額 100,000 円×7.00%（割賦係数）×＝7,000円 

Ｂ：支払回数表に基づく支払総額  100,000 円＋7,000 円＝107,000 円 

Ｃ：毎月の支払額         107,000 円÷10回（支払回数）＝10,700円 

                 (ただし、初回支払額 10,518円(※1)、最終回 10,699 円(※2)) 

Ｄ：分割支払合計額        10,518円(初回)＋10,700 円×8 回(2～9回)＋10,699 円(最終回)＝106,817円 

 

（※1）初回支払額の計算方法 

①月利計算の手数料 ： 100,000円×1.25％＝1,250 円 

②初回分割支払元金 ：  10,700円(上記Ｃ)－1,250 円(①)＝9,450円 

③日割計算の手数料 ： 100,000円×15.00％×26日(＊)÷365 日＝1,068円 

(＊)日数は締切日の翌日から翌月 10日まで。 

④初回支払額    ：   9,450円＋1,068 円＝10,518円（②＋③） 

（※2）最終回支払額の計算方法 

最終回の支払元金（現金販売価格からお支払済みの分割支払元金（初回～９回目）の合計を差し引いた金額） 

と手数料の合計 

(注)第２回から９回目までの分割支払元金は、毎月の支払額（上記Ｃ）から月利で求めた手数料を引いた金

額となります。 
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スキップ払い    （実質年率 15.00％（月利 1.25％）） 

 

・「スキップ払い」とは、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（最大６か月先まで）に

変更し、ご利用金額と手数料の合計をご指定の月に一括でお支払いいただく方法です。 

※ スキップ払い登録後にお支払い月の再変更はできません。また、ショッピングリボ・分割払い等への支払方法の 

変更もできません。 

※ スキップ払いされたい明細であっても加盟店との取り決め等により、登録できない場合がございます。 

 

 

対象となる支払方法 ショッピング１回払い 

変更可能な支払月 本来の支払月の最大６か月先までを指定可能 

手数料 月利 1.25％（実質年率 15.00％） 

 

 

１．スキップ払い手数料の計算方 

  手数料  ：ご利用金額×手数料率（月利）×繰延月数（変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数） 

支払期間 ：54 ～ 239日 

 

 

２. お支払い例 

 ６月３０日にショッピング１回払いにて１万円を利用し（８月１０日お支払い分にて利用）、 

お支払い月を１１月１０日へ変更した場合（実質年率15.00％） 

<１１月１０日のお支払い> 

 ① お支払い元金      ：  10,000円 

 ② 手数料         ：   375円（1万円 × 1.25％ × 3か月） 

③ １１月１０日の支払額  ：   10,375円（①＋②） 

 


