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商品名 生体認証付ＩＣキャッシュカード一体型クレジットカード「I be One＋（ＤＣ）」 

基本機能 

●ご本人カードに加え、下記の「家族カード」、「ＥＴＣカード」もお申込みいただけます。 

カード形態/基本機能 キャッシュカード機能 クレジットカード機能 

本人カード ○ ○ 

家族カード × ○ 

ＥＴＣカード × ○（ＥＴＣシステム専用） 
  

キャッシュカード機能 ●いわぎんＩＣキャッシュカード規定に準じます。 

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方 

本人会員 

●満20歳以上で安定した収入のあるお客さま。 

●日本国内にお住まいのお客さまで、当行に普通預金口座（総合口座含む）をすでにお持ちの

お客様、または同時に新規口座を開設予定のお客さま。 

家族会員 ●生計をともにする配偶者、ご両親、お子さま（高校生を除く満18歳以上）。 

ＥＴＣカード ●本人会員さま、家族会員さま。 

有効期限 
●有効期限はご入会日から5年です。  

●カードの更新時には、所定の審査があります。 

カード種類 ●ゴールドカード、または、スタンダードカード（一般カード）よりご選択いただきます。 

年会費 

 

カード形態/カード種類 ゴールドカード 
スタンダードカード 

（一般カード） 

本人カード 11,000円 1,375円 

家族カード 無料（2人目以降、1,100円） 440円 

ＥＴＣカード 無料 無料 

●スタンダードカード（一般カード）においては、ご利用に応じ年会費が無料になります 

（詳細は窓口または岩手銀行クレジットカードセンターへお問合わせください）。 

ご利用可能枠 

●次の範囲内で当行審査により決定させていただきます。 

●ゴールドカード 

クレジットカード利用可能枠 50万円～200万円 

 ショッピング利用可能枠 50万円～200万円 

   内 分割利用可能枠 50万円～200万円 

   内 リボルビング利用可能枠 50万円～200万円 

  キャッシング利用可能枠 0万円～ 50万円 

   内 リボルビング利用可能枠 0万円～ 50万円 

●スタンダードカード 

クレジットカード利用可能枠 10万円～50万円 

 ショッピング利用可能枠 10万円～50万円 

   内 分割利用可能枠 10万円～50万円 

   内 リボルビング利用可能枠 10万円～50万円 

  キャッシング利用可能枠 0万円～20万円 

   内 リボルビング利用可能枠 0万円～20万円 

※上記のご利用可能枠とは別に、割賦販売法に基づく「リボ払い・分割払い・ボーナス一括

払い・2回払い利用によるご利用可能枠」（以下、割賦取引利用可能枠）を設定させて   

いただく場合があります。割賦取引利用可能枠またはカードのご利用状況により、上記 

ご利用可能枠が制限される場合があります。 

クレジットカード 

決済口座 

●本カードのクレジットカード利用代金お支払口座は本カードお申込みの普通預金となります。 

●クレジットカードのご利用代金は毎月15日に締め切り、翌月10日（休日の場合は翌営業日）

に本カードお申込みの預金口座よりお引落としとなります。 

お支払方法 

お支払コース 

●お支払方法は「都度指定」・「リボ事前登録サービス」のいずれかをお選びいただけます。 

●「都度指定」：ご利用の都度、次のお支払方法をご指定いただけます。 
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お支払方法 

お支払コース 

 

ショッピング 
1回払い ボーナス一括払い 2回払い 

分割払い リボルビング払い 

キャッシング 一括払い リボルビング払い 

※ショッピング時、お店によって取扱種類が異なる場合がございます。 

※キャッシング時、提携金融機関ＡＴＭによっては「リボ払い」がご利用いただけない場合

がございます。 

●「リボ事前登録サービス」：事前にご登録いただくことで、国内・海外ともすべてのショッ

ピングとキャッシングのご利用分を、それぞれリボ払いでお支払いいただけます。 

※「リボ事前登録サービス」をお選びいただいた場合でも、カード年会費・ギフトカード・

プリペイドカードご購入分等は、リボルビング払いの対象外です。 

※それぞれのお支払方法のご変更は、専用ダイヤル（岩手銀行クレジットカードセンター）

へのご連絡にて承ります。くわしくは、カードお届け時に同封する「ご利用のしおり」を

ご覧ください。 

●リボルビング払いでは、「元金定額方式」「残高スライド方式」の2つのお支払コースから   

お選びいただけます。 

●元金定額方式 （5千円・1万円・2万円・3万円・4万円・5万円コース） 

ご指定の元金お支払額に手数料・利息額を加算した金額を毎月お支払いいただきます。 

●残高スライド方式 （5千円・1万円・2万円・3万円・4万円・5万円コース） 

手数料・利息込みの一定金額を毎月お支払いいただきます。ただし、月々のお支払額がご利

用残高10万円ごとに変動します。 

●ご入会時はショッピング・キャッシングともに「元金定額方式（1万円コース）」となります。 

●リボルビング払いの登録内容（お支払コース）のご変更は、専用ダイヤル（岩手銀行クレジ

ットカードセンター）へのご連絡にてお支払日5営業日前（正午）まで承ります。くわしくは、

カードお届け時に同封する「ご利用のしおり」をご覧ください。 

●ショッピングの「分割払い」・「リボルビング払い」やキャッシングでのご利用には所定の

手数料・利息がかかります。具体的なお支払例やお取引条件等につきましてはP.3～4をご覧

ください。 

保証人・担保 ●不要（㈱いわぎんディーシーカードが保証します。） 

Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド 

●ご希望のお客様に、ＥＴＣカードを発行いたします。ＥＴＣカードの発行には1,100円（消費税込）の発行手数料を

頂戴いたします（ゴールドカードの場合は無料）。ＥＴＣカードの年会費は無料です。家族会員のお客様も発行   

可能です。ＥＴＣカードのご利用代金は毎月のI be One（ＤＣ）ご利用分とあわせてご請求させていただきます。 

発行手数料 
●スタンダードカードの場合：１，１００円（消費税込）、ゴールドカードの場合：無料 

※ご入会にあたっては所定の審査があります。 

年会費 ●無料 

有効期限 ●5年間 

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。車載器はカーディーラー、カー  

用品店等でご購入いただけます。 

●ＥＴＣカードはI be One+（ＤＣ）をお持ちのお客さまに発行するカードです。ＥＴＣカード

単独での発行はできません。なお、お申込みは窓口またはインターネットにて承ります。 

自
動
融
資
サ
ー
ビ
ス 

●I be One+（ＤＣ）をお持ちのお客様は、自動融資サービスのお申込みができます。 

●自動融資サービスには所定の審査があります。 

お借入極度額 ●20万円（極度額の範囲内で繰り返しご利用できます） 

ご融資期間 ●1年（以後1年毎に自動更新） 

ご融資利率 ●年14.5％（固定金利） 

ご返済方法 

●契約期限内の随時返済で、普通預金にお預入またはお振込された資金は自動的にお借入の 

返済に充当されます。 

●総合口座のお借入と自動融資サービスのお借入がある場合は、金利の高いお借入から先に 

ご返済されます。 

利息の計算方法 

●毎日の最終残高について付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算です。 

●お借入利息の決算は毎年2月、8月の第2金曜日です。お利息は自動融資サービス口座からの 

自動引落とし、またはお借入残高へ組み入れさせていただきます。 
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担保・保証人 ●不要（㈱いわぎんディーシーカードが保証します。） 

 

≪ショッピングの分割払いについて≫ 

●分割払い（含むボーナス併用分割払い）の支払回数､支払期間､手数料率（実質年率） 

支払回数（回） 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回 

支払期間（ヵ月） 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 

手数料率（実質年率） 12.30% 13.50% 13.80% 14.52% 14.76% 15.00% 

※1 分割払い・ボーナス併用分割払いの支払回数は､原則上記表に記載の通りとします｡ただし､当行が承認した場合には

上記支払回数以外の利用ができるものとし､この場合の分割払いの手数料は､当行所定の実質年率（本表支払回数毎

の実質年率に準じます｡この場合､支払回数が少ない方から最も近い本表支払回数に対応する実質年率とします。）に

て計算するものとします｡ 

※2 ※1にかかわらず､一部の分割払い取扱加盟店では､支払回数､分割払いの手数料率が異なる場合があります｡ 

※3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月（冬期）と7月（夏期）とし､ 最初に到来したボーナス月よりお支払

いいただきます｡なお､会員の利用日､支払回数によっては､ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があり

ます｡ 

●分割払いのお支払例：10月1日に6万円（消費税込）の商品を6回払い（実質年率13.80％）でご購入された場合 

支払回数 
（実質年率） 

3回払い 
（12.30%） 

5回払い 
（13.50%） 

6回払い 
（13.80%） 

10回払い 
（14.52%） 

12回払い 
（14.76%） 

15回払い 
（15.00%） 

18回払い 
（15.00%） 

20回払い 
（15.00%） 

24回払い 
（15.00%） 

分割支払金の

利用代金に対

する割合 

0.34018964 0.20680031 0.17343883 0.10677497 0.09014507 0.07352643 0.06238475 0.05682037 0.04848662 

（1）分割支払金（月々の支払額）60,000円×0.17343883＝10,406円（1円未満切捨て。以下同じ） 

（2）支払総額（分割支払金合計）62,330円（元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整しております。） 
 

第1回目お支払い（11月10日） 第2回目お支払い（12月10日） 

分割支払金   10,406円 

 内手数料   60,000円×13.80％×26日÷365日＝589円 

  元金    10,406円－589円＝9,817円 

支払後残元金  60,000円－9,817円＝50,183円 
 

分割支払金   10,406円 

 内手数料   50,183円×13.80％÷12ヶ月＝577円 

  元金    10,406円－577円＝9,829円 

支払後残元金  50,183円－9,829円＝40,354円 

※1 初回は日割計算となります。 

※2 2回目以降は月利計算となります。以下､第3回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。（単位：円） 

支払回数 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 合計 

分割支払金 10,406 10,406 10,406 10,406 10,406 10,300 62,330 

 内 手数料 589 577 464 349 234 117 2,330 

内 元金 9,817 9,829 9,942 10,057 10,172 10,183 60,000 

支払後残元金 50,183 40,354 30,412 20,355 10,183 0 － 

≪リボルビング払い（含むボーナス併用リボルビング払い）について≫ 

●リボルビング払い（含むボーナス併用リボルビング払い）の手数料率   

実質年率15.00％ （毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算） 

●リボルビングお支払コース（｢毎月のお支払額｣算定表） 

 

 

方式 

   締切日の 

   ご利用残高 
 

10万円以下 
10万円超 

20万円以下 

20万円超 

30万円以下 

30万円超 

40万円以下 

40万円超 

50万円以下 

50万円超 

60万円以下 

60万円超 

10万円増す

毎に 

元金定額 

方式 

（1）定額コース 
（元金別に6種類） 

元金（5千円・1万円・2万円・3万円・4万円・5万円） 

+手数料（ご利用残高に対する日割計算） 

残高 

スライド 

方式 

（2）5千円コース 5千円 1万円 1万5千円 2万円 2万5千円 3万円 

1万円ずつ 

加算 

（3）1万円コース 1万円 2万円 3万円 4万円 5万円 6万円 

（4）2万円コース 2万円 3万円 4万円 5万円 6万円 

（5）3万円コース 3万円 4万円 5万円 6万円 

（6）4万円コース 4万円 5万円 6万円 

（7）5万円コース 5万円 6万円 

●ボーナス月加算お支払い：会員の方があらかじめ選択した月（年2回）に、ボーナス加算額を通常のお支払額に加えて  

お支払いいただきます。 

※1 ※2 

お支払ｺｰｽ 
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●元金定額方式の場合 

リボルビングご利用残高（元金）がご指定されたコースのお支払額に満たない場合は、リボルビングご利用残高（元金）

（リボルビング払い手数料がある場合には、元金との合計額）をお支払いいただきます。 

●残高スライド方式の場合 

リボルビングご利用残高（元金）と手数料の合計額が各コースの最低お支払額に満たないときは、その合計額をお支払い

いただきます。 

●リボルビング払いのお支払例：10月1日に3万円（消費税込）のご利用をされた場合 

元金定額方式で｢定額5千円コース｣の場合 残高スライド方式で｢5千円コース｣の場合 

第1回目お支払い（11月10日） 

弁済金 5,000円（元金5,000円、手数料0円） 

第2回目お支払い（12月10日） 

弁済金 5,371円（元金5,000円、手数料371円） 

手数料  371円＝（3万円×15.00％×26日÷365日）＋{（3
万円－5千円）×15.00％×5日÷365日}  

以下弁済金は 

1月10日 5,297円（内手数料297円）､ 

2月10日 5,243円（同243円）､ 

3月10日 5,180円（同180円）､ 

4月10日 5,104円（同104円）､ 

5月10日  53円（同 53円）で完済となります。 

第1回目お支払い（11月10日） 

弁済金 5,000円（元金5,000円、手数料 0円） 

第2回目お支払い（12月10日） 

弁済金 5,000円（元金4,629円、手数料371円） 

手数料  371円＝（3万円×15.00％×26日÷365日）＋{（3
万円－5千円）×15.00％×5日÷365日} 

元金 4,629円＝5,000円（弁済金）－371円（手数料） 

以下弁済金は 

1月10日 5,000円（内手数料297円）､ 

2月10日 5,000円（同248円）､ 

3月10日 5,000円（同188円）､ 

4月10日 5,000円（同115円）､ 

5月10日 1,286円（同 67円）､ 

6月10日  12円（同 12円）で完済となります。 

 

≪キャッシングサービスの利息について≫ 

●キャッシングサービス利率 

ゴールドカード：実質年率１４.９５% 一般カード：実質年率１４.９５% （ご利用日数による日割計算） 

※遅延損害金：実質年率１９.９２% 

※当行所定の基準により金利を優遇した場合は、上記金利とは異なる場合があります｡ 

※1 回払いの場合、上記利率とし､ご利用日の翌日から支払日までの日割計算｡リボルビング払いの場合も､上記利率と

し､ご利用後 1 回目の支払いはご利用日の翌日から締切日までの日割計算｡２回目以降の支払いは締切日翌日から 

翌月締切日までの日割計算｡ 

※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 

 

<2019年10月1日現在> 


