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●キャンペーン期間中に、みなと銀ゴールドカード（Visa・JCB）にご入会いただいた個人の会員の方が対象です。
●すでに弊社発行のゴールドカードにご入会いただいている方は、対象となりません。
●ご入会にあたっては所定の審査がございます。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承ください。
※金額換算は、交換される商品によって異なります。

期間中に、みなと銀ゴールドカード（Visa・JCB）にご入会いただくと…

新規入会と同時に家族カードを
追加お申込みの場合

期間：2019年3月1日（金）
～ 2020年2月28日（金）
期間：2020年2月3日（月）
～2021年2月26日（金）GOLD

（1,000円相当※）200

（5,000円相当※）
ポイントプレゼント！

ポイントプレゼント！

1,000

みなとカードの カード

さらに [Visa] ワールドプレゼントポイント [JCB] Oki Dokiポイント

株式会社みなとカード
☎078-322-2001お問い合わせ

http://www.minatocard.com

［受付時間］平日9:00～17:00
　　　　 　（土・日・祝日・12/31～1/3休）

お客さまサービスデスク

ゴールドカード 入会キャンペーン！

本会員様 家族会員様

みなと銀VISAゴールドカード みなと銀JCBゴールドカード
原則として30歳以上で、
ご本人に安定継続収入のある方。
※ゴールドカード独自の審査基準により発行させていただきます。

お申し込み
対象 お2人目より1名につき

お1人様無料
年会費等
（ 税 込 ） 11,000円 1,100円

充実したサービスで幅広くサポートする みなと銀ゴールドカード（Visa・JCB）GOLD

まずこちらをご覧のうえで、裏面もご覧ください

ボーナスポイント2倍 JCB STAR MEMBERS(スターメンバーズ）
ボーナスポイントとは、前年度（2月～翌年1月）お支払のお買物累計金額
によって「V1」「V2」「V3」の各ステージが設定され、ステージと今年度お
支払いのお買物累計金額に応じてボーナスポイントがプレゼントされる
サービスです。

日本出国日から3ヶ月以内の病気やケガの治療費用
や賠償責任・携行品損害などを補償いたします。・

国内主要空港でのご出発前やご到着の時間を快適
なラウンジでおくつろぎいただけるサービスです。
JCBゴールドカードなら、国内主要空港に加え、ハワ
イ・ホノルル国際空港内でもご利用できます。

ゴールドカードで購入された商品の破損・盗難による損害を、
補償いたします。

※各保険については、概要を抜粋して表示しております。
※「みなと銀VISAカード」パンフレット（P2/4.あんしん）「みなと銀JCBカード」パンフレット（P2/4.あんしん、P3.4/保険サービスのご注意）併せてご覧ください。
※保険サービスの詳細につきましては、カード送付時にお届けする「保険サービスご利用の手引き」をご覧ください。

公共交通乗用具搭乗中の傷害事故、または宿泊施設に宿泊中
の火災事故、または募集型企画旅行参加中の事故について補
償いたします。

※Visa/ボーナスポイントについては「みなと銀VISAカード」パンフレット（P7）をご覧ください。

年間で一定金額以上ご利用された方だけに、特別にご提供するメン
バーシップサービスです（登録不要）。メンバーランクが適用されると、

毎月のお支払いによる通常のポイントに加えてボーナスポイントの獲得（最大50％
アップ）と、キャンペーン当選確率の優遇（抽選口数が最大6倍）を受けられます。

海外旅行傷害保険、最高5,000万円～

空港ラウンジサービス（ご利用無料）

国内旅行傷害保険、最高5,000万円

[Visa]お買物安心保険 
[JCB]ショッピングガード保険

2020みなとカード使ってラッキーキャンペーン実施中！使ってラッキーキャンペーン実施中！2020みなとカード

1,000最大！ ポイントプレゼント
※金額換算は、交換される商品によって異なります。

5,000円相当
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※JCB STAR MEMBERSについては「みなと銀JCBカード」パンフレット（P7）をご覧ください。

Visaゴールドカードなら
1,000ポイントで5,000円の

VJAギフトカードと
交換可能！



新規入会者様

限定
はじめに「ゴールドカード入会キャンペーン！」（反対面）をご覧ください。

1,000最大！
ポイント
プレゼント

WEB明細サービス
オンライン上でご利用明細をご確認便利 安心

おトク！

個人情報をしっかりガード
紙の明細書に代えて、
次回のお支払い金額確定を
メールでお知らせ

※本サービスの登録・年会費割引の条件等について詳しくは、「みなと銀VISAカード」「みなと銀JCBカード」各パンフレット、みなとカードホームページをご覧ください。

Vpass ID登録
はこちら

VpassとWEB明細書サービスが
同時にお申し込みできます   

※ご利用の際には　　　　の
ご登録（無料）が必要です

年会費が割引に
ゴールド会員の方→1,000円割引

カードご利用代金WEB明細サービス
「MyJチェック」をクリック 

※ご利用の際には のご登録（無料）が必要です

弊社ホームページからご応募できます。

右のQRコードからアクセスできます。
上記へアクセスの上、「オリジナルキャンペーン情報」の本キャンペーン「2020みなとカード
使ってラッキーキャンペーン」応募ページで必要事項をご入力いただき、送信して下さい。

弊社ホームページ（http://www.minatocard.com）をご覧いただき、
「個人情報保護方針」及び、「個人情報の取り扱いについて」の記載内
容に同意のうえご応募ください。本紙キャンペーン等でご応募いただい
た個人情報は、適切な管理のもと、プレゼント応募処理、および、会員
規約の範囲内において利用させていただきます。ご応募いただいた個人
情報を第三者に提供、共同利用することはございません。ご応募いただ
いた個人情報については、取扱いの委託をする場合があります。ご記入
は任意ですが、必要項目にご記入いただけない場合は、キャンペーンの
対象とならない場合があります。

<ご応募についてのご注意>
○ショッピング利用について、年会費、PiTaPa・キャッシングサービス利用分、リボ手数料、分割
手数料等一部カードご利用額の対象とならないものがあります。
○⒉について、ご利用金額は問いません。
○⒊について、一度もショッピングリボ払い手数料の請求がない場合はポイント進呈できません。
○本キャンペーンの受付期間はカードご入会から１２ヵ月です。
○ご応募は本会員様に限ります。

○弊社が同時期に実施する同様のキャンペーンと重複してのご応募はできません。
○Visa・JCBの個人カードが本キャンペーンの対象です。
○法人カードは対象となりません。
○次の場合は本キャンペーンの対象となりません。過去にもご応募いただいた場合、お手持ちのみなとカードから今回別の種類のカードに変
更され過去にご応募いただいた場合、ポイント進呈時点でカードを退会されている場合、ポイント進呈時点で以下のサービスの登録がない
場合（WEB明細サービス、Apple PayまたはGoogle Pay、マイ・ペイすリボまたはスマリボ）。

http://www.minatocard.com応募方法

　

残高スライドコースとは…
ご利用残高に応じてお支払い金額が変更になるお支払い方法です。
「ゆとりコース」と「標準コース」いずれかを選択してください。

※ゆとりコースの場合は5千1円以上、標準コースの場合は1万1円以上のご利用
　残高がある場合に手数料が発生します。

コース

残高スライドゆとりコース

残高スライド標準コース

締切日（毎月15日）のご利用残高
～10万円以下

10万1円～50万円以下
50万1円～100万円以下

100万円超
～10万円以下
（以降10万円加算毎に+1万円加算）

5千円
1万円

1万5千円
2万円
1万円

毎月のお支払い元金

スマリボはお持ちのカードで登録すると、利用時に「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。リボ払いのお支払い
方法は「残高スライドコース」になります。
登録を希望される方は、申込書の「スマリボの登録」欄にて、ご希望のコースに□印を付けてください。

「マイ・ペイすリボ」について 「スマリボ」について

キャッシュバック

カード年会費優遇キャッシュバック
（入会初年度除く）

原則、一般カード1,250円+税、
ゴールドカード5,000円を上限に本会員の
方のカード年会費をキャッシュバック
※年会費優遇キャッシュバックは、カード有効期限
　月の前月の15日から12ヵ月さかのぼった期間
　内にショッピングの利用があることが条件です。

２倍

Oki Doki
ポイント2倍

※ポイントは、通常ポイントに対して２倍となります。
※ポイント優遇はショッピングリボ払い手数料のお
　支払いがあることが条件です。

安心！

ショッピングガード保険（国内）
登録したカードで購入した物品を、
購入日から90日間、
年間最高100万円まで補償
※一部のカードは、自動付帯されている場合が
　あります。
※保険適用条件など詳しくはJCBカードサイトを
　ご覧ください。

5,000円相当※1

2020みなとカード
使ってラッキーキャンペーン使ってラッキーキャンペーン
2020みなとカード 要応募

WEB明細サービスにご登録のうえ、期間中、新規ご入会後４ヵ月以内に
下記を達成いただくと、もれなく最大1,000ポイントプレゼント！

WEB明細サービスにご登録のうえ、期間中、新規ご入会後４ヵ月以内に
下記を達成いただくと、もれなく最大1,000ポイントプレゼント！ ※1 金額換算は、交換される

      商品によって異なります。

1 ショッピング等合計3万円以上のご利用

500 (2,500円   )ポイント
相当※1Get!

3 「マイ・ペイすリボ」または「スマリボ」
    に登録のうえ、合計1万円以上利用

2 Apple Pay、Google Pay※2に
　登録のうえ、期間中にお買い物利用200 (1,000円   )ポイント

相当※1Get!

300 (1,500円   )ポイント
相当※1Get!

・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。　・Google Payは、Google LLCの商標です。
※2 2020年1月現在、VISAカードではGoogle Payのご登録とご利用はできません。

○お持ちのカードで登録すると、利用時に「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。
○「マイ・ペイすリボ」ならワールドプレゼントのポイントが2倍！
○登録を希望される方は申込書の「⑤マイ・ペイすリボお申込み
　欄」にご記入ください。
■リボ払いのご案内
◇リボ払い手数料率・・・実質年率15.0％◇お支払い方法・・・あらかじめご指定のお支払い
コースに基づき、毎月締切日までのリボ払いの未決済残高に対して、弊社所定の手数料率
により年365日（うるう年は年366日）で日割計算した手数料（包括信用購入あっせんの手
数料）と元金の合計額を弁済金として、毎月所定のお支払い日にお支払いいただきます。リ
ボ払いご利用枠を超えたご利用分については、1回払いでのお支払いとなります。◇リボ払
いご利用枠・・・0～200万円（カード送付台紙・ご利用代金明細書でご確認ください。）◇お支
払い日・・・ご利用代金は毎月15日締切で翌月10日のお支払いとなります。◇お支払い例
（毎月のお支払い金額1万円で、8月16日～9月15日までに5万円をご利用の場合。）
初回のお支払い（弁済金）[10月10日]10,000円
2回目のお支払い（弁済金）[11月10日]10,082円（内手数料82円※）
※計算方法　40,000円×15.0％×5日（10/11～10/15）÷365日※
＊うるう年は年366日となります。日割計算のため、ご利用日・お支払い日により手数料は異
なります。
[ご注意]●分割払い・キャッシングリボ・海外キャッシュサービス・その他ローンの返済金、
カード年会費、弊社情報誌定期購読料、提携会社からの収納事務を委託された一部の保険
料等はリボ払いの対象となりません。●エステティックサロン、パソコン教室、語学学校等の
一部の加盟店でのご利用分は1回払いでのお支払いとなる場合がございます。
●「マイ・ペイすリボ」のお支払いは、最低お支払い金額の範囲内の場合は1回払い、最低お
支払い金額を超えた場合はリボ払いとなります。●ご利用時にボーナス一括払い・2回払い・
分割払いを加盟店で指定された場合、指定されたお支払い区分でのお支払いとなります。

※詳しくは「みなと銀VISAカード」「みなと銀JCBカード」各パンフレット・「マイ・ペイすリボ」「スマリボ」各リーフレット、当社ホームページをご覧ください。

※ショッピング1回払い利用分が対象となります。（ショッピン
グ2回払い、ボーナス1回払い、ショッピング分割払い、キャッ
シングサービス、カード年会費、ＪＣＢが提供する有料付帯サ
ービスの年間サービス料、電子マネーチャージ、モバイル
Suica、toto、JRAダイレクト、エステティックサロン、外国語
学校、OAスクール、結婚相談所、家庭教師派遣などの一部の
加盟店での利用分は、設定金額に加算してお支払いとなりま
す。）※登録によりショッピング1回払いの利用可能額の上限
は、ショッピングリボ払い利用可能枠内になります。ショッピン
グリボ払い利用可能枠を超える利用はできません。※法令の
定めや与信判断等により、ショッピングリボ払いの利用可能枠
が0円、または利用残高を下回る枠へ変更となった場合、お客
様にてスマリボの解除をお願いします。※解除のお申し出が
あるまでサービスが継続されます。

期 間

～2月3日（月）

2月26日（金）

2020年

2021年

Visaカード…ワールドプレゼントポイント
JCBカード…Oki Dokiポイント


