2020 年 7 月 7 日現在

商品概要説明書
商品名

ローソン銀行クレジットカード「ローソン Ponta プラス」
※以降、本書においては「本カード」といいます。

国際ブランド

Mastercard®

お申込みいただける方

●満 18 歳以上で、ご本人または配偶者のいずれかに安定した収入のある方（高校生を除く）
●日本国内居住の方
※未成年の方のお申込みには、法定代理人（親権者等）の同意が必要です。
※ご入会にあたっては、所定の審査があります。審査の結果によりお客さまのご希望に沿えない場合
もありますので、あらかじめご了承ください。
※本カードの発行は、お一人さま 1 枚とさせていただきます。

有効期限

●本カード：5 年
●ETC カード：5 年

年会費

●本カード：無料
●ETC カード：無料

発行手数料

●本カード：無料
●ETC カード：1,100 円（税込）

再発行手数料

●本カード：1,100 円（税込）
●ETC カード：1,100 円（税込）

ご利用可能枠

●MUFG CARD、DC、UFJ Card、NICOS、Mastercard のロゴマークのある世界中の加盟店でショッ
ピングが可能です。
●キャッシングは、国内ではローソン銀行 ATM および当行業務委託先の三菱 UFJ ニコス株式会社（以
下、
「三菱 UFJ ニコス」といいます。
）が指定する金融機関の ATM・CD でご利用いただけます。海
外では Cirrus ロゴマークのある ATM にてご利用いただけます。

本カードのご利用可能枠
内 ショッピング（分割払い・リボルビング払い）
内 キャッシング（1回）
カードローンご利用可能枠

お支払方法

10万円～50万円
10万円～50万円
0円～5万円
0円～20万円

※ご利用可能枠内であれば、何度でもご利用いただくことができます。
※割賦販売法に基づき、「分割払い利用可能枠」「リボルビング利用可能枠」とは別に、ショッピング
利用可能枠の内枠として、割賦取引（2 回払い・ボーナス払い・分割払い・リボルビング払いおよび
その他の割賦取引）のご利用可能枠（割賦取引利用可能枠）が設定される場合があります。
※上記のご利用可能枠は、ご入会時のものになります。増枠をご希望の場合は、ローソン銀行クレジ
ットカードデスクにご連絡ください。ただし、所定の審査によりお客さまのご希望に沿えない場合
もありますので、あらかじめご了承ください。
※ご入会後半年は、ご利用可能枠の継続的なお引き上げはお申込みいただけません。
●ご利用のつど次のお支払方法をご指定いただけます。
ショッピング
キャッシング
カードローン

1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、
分割払い※、リボルビング払い
一括払い
リボルビング払い

※ボーナス併用分割払い（分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い）もご利用いただけます。
【その他のお支払方法】
＜ショッピング＞
●登録型リボルビング払いサービス「楽 Pay（らくペイ）
」
毎月のお支払金額をお客さまのご都合にあわせて自由に設定、変更できる登録型のリボルビング払
いサービスです。
●あと de リボ・あと de 分割
カードご利用後に「リボルビング払い」や「分割払い（3 回払い以上）
」に変更できるサービスです。
＜キャッシング＞
●あと de カードローン
一括払いのキャッシングサービスを、ご利用後にリボルビング払いのカードローンに変更できるサ
ービスです。
※ショッピングの「分割払い」
「リボルビング払い」や、キャッシング・カードローンでのご利用には、
当行所定の手数料・利息がかかります。
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分割払い
手数料率

●実質年率 12.25%～15.00%

手数料率
変動ルール

●金融情勢等に応じて変動する場合があります。

手数料の
計算方法

●本書 6 ページの「ショッピングの 1 回払い、ボーナス一括払い、2 回払い、分割払い（含むボーナ
ス併用分割払い）について」をご確認ください。

リボルビング払い
手数料率

●実質年率 15.00%

手数料率
変動ルール

●金融情勢等に応じて変動する場合があります。

手数料の
計算方法

●本書 6 ページの「ショッピングのリボルビング払いについて」をご確認ください。

キャッシング
手数料率等

●実質年率 14.95%～17.95%
※ご利用可能枠により異なります。

資金使途

●制約なし（但し、事業資金は除きます）

ご利用金額

●最低 1 万円以上 1 万円単位

手数料率
変動ルール

●金融情勢等に応じて変動する場合があります。
※適用される手数料率等の詳細については、ローソン銀行クレジットカードデスクにご照会ください。

付利単位

●100 円

手数料
計算方法

●融資日の翌日から返済日までの融資額に対して、上記実質年率の日割計算（1 年を 365 日とする日
割計算）とします。

借入方法

●下記①②のいずれかの方法によりお借り入れいただけます。
①ATM・CD によるお借り入れ
ローソン銀行 ATM をはじめ、右記のロゴマークがある国内の
ATM・CD にてご利用いただけます。
1 万円以上 1 万円単位でのご利用が可能です。
ご利用時、カードと 4 桁の暗証番号が必要となります。
お借入金額に応じた ATM 利用手数料がかかります。
・お借入金額 1 万円以下：110 円（税込）
・お借入金額 1 万円超 ：220 円（税込）
※ATM 利用手数料は、カードのご利用代金に合算してご請求します。
②インターネットでのお借り入れ
三菱 UFJ ニコスが運営する『会員専用 WEB サービス（MUFG カード WEB サービス）
』でもお申込
みいただけます。
お申込みいただくと、原則として金融機関の翌営業日にカードご利用代金お支払い口座へお振込み
します。
1 万円以上、1 万円単位でのご利用が可能です。
※会員専用 WEB サービス（MUFG カード WEB サービス）のご利用には、ログイン ID・パスワード
のご登録が必要です。
※受付時間：24 時間お申込みいただけます。
※口座へのお振込み時間は、正午以降となります。
※三菱 UFJ ニコス名義でお振込みします。

返済方法

●ご利用金額と手数料の一括払いで、カードご利用代金お支払口座からお引落しとなります。

手数料の
計算方法
および
お支払い例

●本書 7 ページの「キャッシングサービスのご案内」をご確認ください。
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カードローン
融資利率等

●実質年率 14.95%~17.95％
※ご利用可能枠により異なります。

資金使途

●制約なし（但し、事業資金は除きます）

ご利用金額

●最低 1 万円以上 1 万円単位

融資利率
変動ルール

●金融情勢等に応じて変動する場合があります。
※適用される手数料率等の詳細については、ローソン銀行クレジットカードデスクにご照会ください。

付利単位

●100 円

利息
計算方法

●融資日もしくは締切日の翌日から翌月の締切日までの融資残高に対して、上記実質年率の日割計算
（1 年を 365 日とする日割計算）とします。

借入方法

●下記①②のいずれかの方法によりお借り入れいただけます。
①ATM・CD によるお借り入れ
ローソン銀行 ATM をはじめ、右記のロゴマークがある国内の
ATM・CD にてご利用いただけます。
1 万円以上 1 万円単位でのご利用が可能です。
ご利用時、カードと 4 桁の暗証番号が必要となります。
お借入金額に応じた ATM 利用手数料がかかります。
・お借入金額 1 万円以下：110 円（税込）
・お借入金額 1 万円超 ：220 円（税込）
※ATM 利用手数料は、カードのご利用代金に合算してご請求します。
②インターネットでのお借り入れ
三菱 UFJ ニコスが運営する『会員専用 WEB サービス（MUFG カード WEB サービス）
』でもお申込
みいただけます。
お申込みいただくと原則として金融機関の翌営業日にカードご利用代金お支払い口座へお振込み
します。
1 万円以上、1 万円単位でのご利用が可能です。
※会員専用 WEB サービス（MUFG カード WEB サービス）のご利用には、ログイン ID・パスワード
のご登録が必要です。
※受付時間：24 時間お申込みいただけます。
※口座へのお振込み時間は、正午以降となります。
※三菱 UFJ ニコス名義でお振込みします。

返済方法

●下記①②のいずれかの方法によりご返済いただけます。
①口座引落しによるご返済
毎月一定額の元金と利息をカードご利用代金お支払口座からお引落しとなります。
②ATM・CD によるご返済
ローソン銀行 ATM をはじめ、右記のロゴマークがある国内の
ATM・CD にてご返済いただけます。
※カードローン返済元金は、カードローン利用可能枠が 50 万円
以下の場合は 1 万円とし、カードローン利用可能枠が 60 万円以上の場合は 2 万円から 9 万円まで
の範囲で当行が別途通知した金額とします。

利息の計算
方法および
お支払い例
ご利用代金のお支払い

不正利用時の補償
付帯保険

保証人・担保

●本書 7 ページの「カードローンのご案内」をご確認ください。

●本カードのご利用代金は毎月 15 日に締め切り、翌月 10 日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）
にお客さまご指定のお支払口座よりお引落しとなります。
※ご利用加盟店からの売上票到着のタイミング等により、ご利用代金のご請求月が変動する場合があ
ります。
●偽造・盗難等により生じた被害は、通知日から遡って 60 日以内の被害について当行が負担します。
※お客さまの故意または過失に起因する被害等、当行が負担できない場合もあります。
●三菱 UFJ ニコスを契約者とした損害保険ジャパン日本興亜株式会社のショッピング保険を付帯して
おります。
被保険者（本人会員）が、本カードを利用して商品を購入し、購入日よりその日を含めて 90 日以
内にそれらの商品が破損・盗難・火災等の損害を被った場合に補償します。
※支払方法を分割払い・リボルビング払いで購入した場合に限ります。
ただし、
「楽 Pay」にご登録いただいている場合は支払方法を問わず対象とします。
※詳細は、ローソン銀行ホームページ（https://www.lawsonbank.jp/creditcard/use/lost/）を
ご確認ください。
●不要（三菱 UFJ ニコスが保証します。
）
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Ponta ポイント

ポイントの
たまり方と
加算タイミング

●Ponta ポイントは約 22 万店舗の提携店舗を有する共通ポイントで、実店舗やオンラインサービス、
生活インフラなど様々なお店、サービスでたまる・つかえるサービスです。
詳しくは、PontaWeb（https://point.recruit.co.jp/point/）をご確認ください。
ご利用の加盟店とポイントの種類

ローソン、ローソンストア100、
ナチュラルローソンでのご利用

お買上げ
ポイント

Mastercard®加盟店利用
（ローソン、ローソンストア100、
ナチュラルローソン以外）

クレジット
ポイント

ポイントのたまり方
ご利用時間
0:00～15:59

クレジットカードでのお支払い
200円（税抜）
につき2ポイント（※1)

ご利用時間
16:00～23:59

クレジットカードでのお支払い
200円（税抜）
につき4ポイント（※1)

クレジットカードでのお支払い
200円（税込）につき1ポイント（※2）

ポイントの加算
タイミング

お支払い完了後
に加算

毎月初旬に
まとめて加算（※3）

※1
・お買上げポイントはローソンが提供するポイントです。加算条件を「Ponta 会員規約ローソン特約」
に定めています。
「Ponta 会員規約ローソン特約」は、ローソ銀行ホームページ
（https://www.lawsonbank.jp/rules/pdf/kitei_21.pdf）でご確認いただけます。
・お買上げポイントの対象となるお支払いは、本カードを店頭で提示し、本カードでお支払いした場
合に限られます。スマートフォン等のデバイスを通じて提供される他の決済サービスに本カードを
登録してデバイスによる決済した場合は、お買上げポイントの対象外とします。
※2
下記【クレジットポイントで Ponta ポイントが加算されないお取り引きについて】もご確認ください。
※3
「クレジットポイント」は前々月 16 日～前月 15 日のご利用分を対象とし、毎月初旬に加算します。
【クレジットポイントで Ponta ポイントが加算されないお取り引きについて】
●キャッシングサービスやカードローン、および各種手数料
下記のご利用代金につきましては、Mastercard®加盟店でのクレジットカード利用時のポイント加
算の対象とはなりません。
下記の内容は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
●「楽天 Edy」チャージご利用分
●「モバイル Suica※1」ご利用分
●「SMART ICOCA※2」ご利用分
●「nanaco クレジットチャージ」ご利用分
●「au PAY 残高チャージ」ご利用分
●「ウェブマネー※3」ご利用分
※1「モバイル Suica」ご利用分には、SF（電子マネー）へのチャージのほか、
「モバイル Suica 年会
費」
、
「モバイル Suica」で購入されるモバイル Suica 特急券・定期券・Suica グリーン券等も含ま
れます。
※2 ご利用明細書には、
「SMART ICOCA」のご利用内容により、
「JR 西日本 ICOCA 発売」
、
「JR 西日
本 ICOCA クイックチャージ」、
「JR 西日本 ICOCA 再発行」、
「JR 西日本 ICOCA 払戻・取消」等
を表示いたします。
※3「ウェブマネー」は「WebMoney Card」へのチャージが対象となります。
ポイントの
有効期限等

ETC カード
ご利用可能枠

●Ponta ポイントは、最終ご利用日（最終のポイント加算日、またはポイント利用日）から 1 年間有
効です。
●本カードを退会された場合、ポイントのご利用ができなくなります。
●ETC カードのご利用代金は毎月の本カードご利用分とあわせて請求します。
●本カードのご利用可能枠の範囲内
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その他

●ご利用には ETC カードの他に車載器が必要となります。
●ETC カードは単独でのお申込みはできませんので、本カードと同時にお申込みください。
すでに本カードをお持ちのお客さまは、
三菱 UFJ ニコスが運営する
『会員専用 WEB サービス
（MUFG
カード WEB サービス）
』
、または郵送専用申込書にてお申込みください。
※会員専用 WEB サービス（MUFG カード WEB サービス）のご利用には、ログイン ID・パスワード
のご登録が必要です。

ローソン銀行が
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
0570-017109（ナビダイヤル）
（IP 電話、海外からご利用の場合）03-5252-3772（通話料有料）
受付日：月～金（祝日および銀行休業日を除く）
受付時間：9:00～17:00

その他

●本カードは、お届出住所宛に簡易書留郵便（転送不要扱）でお送りします。
そのため、日本郵便株式会社に『転居届』を出されても転送されませんのでご注意ください。
なお、お受取りいただけなかった場合は、本カードを廃棄する場合があります。
この場合、あらためてお申込みが必要となりますのでご注意ください。
●最新の各種手数料は、当行のホームページにてご確認ください。
●本書は 2019 年 10 月 1 日現在の消費税（10％）に基づき手数料等を掲載しております。
消費税法の変更に伴い、手数料等も変更となる場合があります。
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＜ショッピングの 1 回払い、ボーナス一括払い、2 回払い、分割払い（含むボーナス併用分割払い）について＞
(1)1 回払い、ボーナス一括払い、2 回払いおよび分割払いの支払回数、支払期間、手数料率（実質年率）
、分割払手数料の算出方
法は下記のとおりとします。
支払回数（回）

1

2

3

5

6

10

12

15

18

20

24

ボーナス
一括

支払期間（カ月）

1

2

3

5

6

10

12

15

18

20

24

1～6

手数料率（実質年率）（％）

0

0

12.25 13.50 13.75 14.50 14.75

利用代金（現金価格）100円
あたりの分割払手数料の額（円）

0

0

2.04

3.40

4.08

6.80

8.16

15.00

0

10.20 12.24 13.60 16.32

0

※一部の分割払い取扱加盟店では、指定できない支払回数があります。
※一部の加盟店では、分割払手数料等が異なる場合があります。
※ボーナス併用分割払いの場合、手数料率（実質年率）が上記と異なることがあります。
(2)分割払いを指定した場合に支払う合計金額（以下「支払総額」といいます。
）は、ショッピング利用代金（現金価格）に(1)に基
づき算出される分割払手数料を加算した金額となります。また、毎月の支払金（以下「分割支払金」といいます。
）は、ショッ
ピング利用代金（現金価格）と分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した金額の合計とし、それぞれの金額に端数が生じた場合
は初回に算入するものとします。
＜支払総額の具体的算定例（お支払例）＞
現金価格 10 万円を 10 回払いでご利用の場合
分割払手数料 100,000 円×（6.80 円/100 円）＝6,800 円
支払総額
100,000 円＋6,800 円＝106,800 円
分割支払金
100,000 円÷10 回＋6,800 円÷10 回＝10,680 円
(3)ボーナス併用分割払いのボーナス月は、夏期と冬期の所定の月から会員が指定するものとします。また、ボーナス月加算総額は
ショッピング利用代金の 50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（ただし、ボーナス月の加算金額は 1,000 円単位で均等分割
できる金額とします。
）し、その金額を月々の分割支払金に加算して支払うものとします。
＜ショッピングのリボルビング払いについて＞
1.弁済の時期
会員は、毎月 15 日までのショッピングご利用代金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
2.手数料率
手数料率（実質年率） 15.00％
※一部の加盟店では、リボルビング払い手数料等が異なる場合があります。
3.弁済金の額の算定方法
(1)リボルビング払い利用残高および支払コースに基づく、毎月の弁済金

＜定額方式＞
締切日時点のご利用残高

＜残高スライド方式＞
毎月の弁済金
Aコース

Bコース

50万円以下

1万円

2万円

50万円超100万円以下

2万円

100万円超

3万円

締切日時点のご利用残高

毎月の弁済金
標準コース

長期コース

10万円以下

1万円

5千円

3万円

10万円超20万円以下

2万円

1万円

4万円

以降10万円増すごとに

1万円ずつ加算

5千円ずつ加算

(2)弁済金の額の具体的算定例
支払コースが定額方式 A コースで 4 月 16 日から 5 月 15 日までに 100,000 円利用した場合
(1)締切日（5 月 15 日）リボルビング払い利用残高 100,000 円
毎月の弁済金（6 月 10 日約定支払分） 10,000 円
利用代金（元金）充当額 10,000 円
弁済金支払後のリボルビング払い利用残高 90,000 円（100,000 円− 10,000 円）
(2)締切日（6 月 15 日）リボルビング払い利用残高 90,000 円
毎月の弁済金（7 月 10 日約定支払分） 10,000 円
利用代金（元金）充当額 8,751 円（10,000 円− 1,249 円）
リボルビング払い未決済残高累計額（100,000 円×25 日）+（90,000 円×6 日）＝3,040,000 円
手数料充当額 1,249 円（3,040,000 円× 15.00％÷ 365 日）
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弁済金支払後のリボルビング払い利用残高

81,249 円（90,000 円− 8,751 円）

＜キャッシングサービスのご案内＞
融資利率（実質年率）
返済方式

14.95％～17.95％
（1年を365日とする日割計算）
元利一括払い

●融資利率（実質年率）は、ご利用可能枠により異なります。
●担保／保証人：不要
●ATM 利用手数料（消費税込）
：取引金額 1 万円以下 110 円 ／ 取引金額 1 万円超 220 円
●遅延損害金：年率 14.55％（1 年を 365 日とする日割計算）
●資金使途：制約なし（ただし、事業資金は除きます。
）
＜カードローンのご案内＞
ご返済時は毎月一定額の元金に、別途お利息が加算となる方式です。
融資利率（実質年率）
返済方式

14.95％～17.95％
（1年を365日とする日割計算）
毎月元金定額返済
（ボーナス併用返済、一部返済もできます。）

●融資利率（実質年率）は、ご利用可能枠により異なります。
●担保／保証人：不要
●ATM 利用手数料（消費税込）
：取引金額 1 万円以下 110 円 ／ 取引金額 1 万円超 220 円
●遅延損害金：年率 14.55％（1 年を 365 日とする日割計算）
●資金使途：制約なし（ただし、事業資金は除きます。
）
●カードローンの「返済期間」
「返済回数」
「返済期日」
「返済金額」は、会員が新規のご利用またはご返済をされた場合は変動し
ます。
支払例
4 月 25 日に 20 万円（実質年率 17.95％）利用した場合
(1)初回支払額（6 月 10 日） 12,065 円
利用代金（元金）充当額 10,000 円
カードローン融資残高の累計 ｛200,000 円×21 日（4 月 25 日～5 月 15 日）
｝＝4,200,000 円
カードローン利息充当額 2,065 円（4,200,000 円×17.95％÷365 日）
初回支払額支払後のカードローン利用残高 190,000 円（200,000 円－10,000 円）
(2)第 2 回支払額（7 月 10 日） 13,019 円
利用代金（元金）充当額 10,000 円
カードローン融資残高の累計 ｛200,000 円×25 日（5 月 16 日～6 月 9 日）
｝＋｛190,000 円×6 日（6 月 10 日～
6 月 15 日）
｝＝6,140,000 円
カードローン利息充当額 3,019 円（6,140,000 円×17.95％÷365 日）
第 2 回支払額支払後のカードローン利用残高 180,000 円（190,000 円－10,000 円）

ローソン銀行クレジットカードデスク
0570-063-899
（IP 電話・海外から）050-3786-6325
営業時間 9:00～17:00（年中無休）※いずれも通話料有料
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