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第１３条 （カードの返還および単機能キャッシュカードの発行）



第１４条 （カードの回収）
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第１２条 （個人情報の取扱い）
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第６条 （本サービスの提供終了）
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第８条 （本規定の変更）

第９条 （本規定の優越）
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第１条 （定義）
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第１４条 （合意管轄裁判所）

第１５条 （本規定の優越）

＜共同利用会社＞



＜加盟個人信用情報機関＞

登録情報および登録期間
CIC

※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤となります。

①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確
認書類の記号番号等の本人情報

左記②③④⑤のいずれかの情報が登録されている期間

契約期間中および取引終了日から5年以内
当該利用日より6ヵ月間

当該調査中の期間
登録日より5年以内

③入会承認日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約
の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況、支払停止
の抗弁の申立有無

②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実

④登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
⑤本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報

＜提携個人信用情報機関＞

＊提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
＊本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定
  信用情報機関および提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されます。

提携個人信用情報機関加盟個人信用情報機関
CIC JICC、KSC

登録情報
＊

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。

ショッピングリボ払いのご案内
1.毎月のお支払い元金

締切日（毎月15日）のご利用残高
10万円以下

定額コース
1万円
2万円

1万円加算
2万円加算

残高スライドコース

10万円超10万円ごとに
お
支
払
い
コ
ー
ス

全額コース

標準コース
短期コース

締切日（毎月15日）のご利用残高全額
ご指定の金額（5千円以上1千円単位）＊

＊ゴールド会員の場合は1万円以上1千円単位となります。
※指定する欄がない、もしくはご指定いただいていない場合〔Ａ〕もしくは〔Ｂ〕となります。:〔Ａ〕新規ご入会の場合は定額
コース1万円とさせていただきます。〔Ｂ〕新カードへお切り替えの場合は、お切り替え前の設定元金が引き継がれます。
2.手数料率
実質年率13.20～15.00％
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は
上記以外の利率となる場合もあります。

※会員規約（ショッピング利用代金の支払区分）に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする
方式を利用する場合は、実質年率15.00％になります。

［初回のご請求］実質年率×日数（締切日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
［2回目以降のご請求］実質年率×日数（約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷365日
3.お支払い例
 ・定額コース1万円、実質年率15.00％の方が6月30日に7万円をご利用の場合
（1）8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 747円（7万円×15.00％×26日÷365日）
③8月10日の弁済金 10,747円（①＋②）

（2）9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 764円（6万円×15.00％×31日÷365日）
③9月10日の弁済金 10,764円（①＋②）
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支払回数

（ショッピング利用代金10,000円
  あたりの分割払手数料の額）

3回

1,637円

支払期間

5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回

3ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 10ヵ月 12ヵ月 15ヵ月 18ヵ月 20ヵ月 24ヵ月

割賦係数 2.51% 3.78% 4.42% 7.00% 8.31% 10.29% 12.29% 13.64% 16.37%

251円 378円 442円 700円 831円 1,029円 1,229円 1,364円

※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。

3. お支払い例　実質年率15.00％の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合

A. 上表に基づく手数料総額 100,000円×7.00%＝7,000円
B. 上表に基づく支払総額 100,000円＋7,000円＝107,000円※1
C. 毎月の支払額 107,000円÷10回＝10,700円※2（ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4）
D. 分割支払金合計額 10,518円（初回）＋10,700円×8（第2回～第9回）＋10,699円（最終回）＝106,817円

※1 「D. 分割支払金合計額」は、「B. 上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。（計算の過程で端数金額が生じた場合は、
調整されます。）

※2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C. 毎月の支払額」を算出しています。
※3 初回支払額は上記「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数

料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25％＝1,250円
初回支払元金 10,700円－1,250円＝9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00％×26日÷365日＝1,068円

 （ご利用金額×実質年率×日数（締切日の翌日より翌月10日まで）÷365日）
初回支払額 9,450円＋1,068円＝10,518円

※4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金（現金販売価格からお支払済分割支払元金（初回から第9回まで）の合計を差し引
いた金額）と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は、「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
＜例、第2回＞
初回支払後残高 100,000円－9,450円＝90,550円
月利計算の手数料 90,550円×1.25％＝1,131円
第2回支払元金 10,700円－1,131円＝9,569円

ショッピング分割払いのご案内
1. 手数料率
実質年率12.00～15.00％［月利1.00～1.25％］
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以
外の利率となる場合もあります。

2. 支払回数表　実質年率15.00％の場合
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名　称
キャッシング1回払い
（国内･海外）

JCB
キャッシング
リボ払い

融 資 利 率（年利）＊1 返　済　方　式 担保

キャッシングサービスのご案内
＜資金使途／自由（ただし、事業資金は除く）＞

23～56日（ただし暦による）／ 1回

15.00～18.00％

15.00～18.00％

毎月元金定額払い
ボーナス併用払い

ボーナス月のみ元金定額払い

不
要

元利一括払い

返　済　期　間  ／  返　済　回　数

利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期
間、回数。
＜返済例＞貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの
場合、50ヵ月／ 50回。

※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当社が交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期
間、返済回数、返済期日、返済金額」は、交付後に新規でご利用またはご返済をされた場合には、変動します。
※CD･ATMでのキャッシング1回払い（国内）･キャッシングリボ払いの利用手数料（1回のご利用金額が1万円以下の場合は100円（税別）、1
万円を超える場合は200円（税別））は会員負担となります。（カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD･ATMの対象が異なる場
合があります。）

※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準
期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます（最大返済期間は101日、ただし暦による。）。この場
合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。

＊1　1年365日（うるう年は366日）による日割計算。
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 ●遅延損害金　(＊1) 年20.00％
 取扱会社:株式会社とりぎんカードサービス 

〈登録番号:中国財務局長(9)第00088号〉
 ＜日本貸金業協会会員　第000267号＞
 〒680-0846 鳥取市扇町9-2　（とりぎんプラザビル） 0857(29)5551
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