ご利用方法

国内のお買い物で 使おう！
❶ お買い物の際にカードを提示し、
「Visaで」
と伝える

❸「お知らせメール」が届く

※支払回数を聞かれた場合は
「1回で」
と伝えてください。
「デビット
カードで」
と伝えると、
J-Debitと誤認され、
利用できない場合があります。
※ひとつの取引きに複数のVisaカードをお使いいただくことはできません。

※ご指定のメールアドレスにご利用いただいたことをお知らせする
メールが届きます。

Visaで。
一回で。
you receive a message

❹「Visaデビット会員専用Webサイト」
で
利用明細を確認する
※「Visaデビット会員専用Webサイト」
の利用には、別途登録が必要
です。
詳しくはP.22「専用Webサイトのご登録手順」
をご確認ください。

❷ 暗証番号の入力またはサインをする

Check!

※スーパーやコンビニエンスストア等、加盟店によっては、
サインレス
で取引きできる場合があります。
※暗証番号を一定回数以上誤入力すると利用できなくなります。
利用できなくなった場合は、
カード再発行の手続きが必要です。

サイン
入力

※公共料金、高速道路料金、機内販売、
ガソリンスタンドなど、一部
ご利用いただけない加盟店があります。詳しくは当行ホームページ
でご確認ください。
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ご利用方法

ネットショッピングの支 払いも！
安心してお使いいただけるよう、VISA認証サービスをご用意しています。
ネットショッピングを利用前に登録してください。
※P.14「VISA認証サービスの登録・変更」
をご確認ください。

❶ ネットショップ、Webサイトなどの
ショッピングサイトで欲しい商品を選択する
❷ 支払方法で
「クレジットカード」
を選択する

お買い物やレストランなどでの利用は、
国内での使い方と同じです
［ 海外利用時の注意点 ］
● 海外での利用については、
Visaが定める為替レートに当行所定の海外
事務手数料
（3.0%）
を上乗せしたレートで円貨換算いたします。
● 海外での利用については、
利用時の為替レートでいったん引落しま
す。後日利用店舗からの売上データが到着した際に、利用時から
の為替変動による差額の引落し、
または入金を行います。

（例1）為替の変動により後日請求が発生するケース

お客さま
利用当日

※ブランドを選ぶ必要がある場合は
「VISA」
を選択してください。
※「デビットカード」の選択肢がある場合は、
「デビットカード」
を選択
してください。

海 外でのお買い物も！

❸ Visaデビットカードの番号・有効期限を
入力する

ショッピング代金：
$100

加盟店
②利用データを
送信

滋賀銀行

お客さまの決済口座

③利用データを受信

④利用金額を
引落し

利用データ：$100
為替レート：$1=
100円⇒$100×100円
=10,000円

利用データ：
$100

Debit
Card

引落金額：10,000円
利用
データ

⑤後日、
売上データを
送信

後日

※上記に加え、
セキュリティコード
（カード裏面に記載の数字3桁）
等の入力が必要な場合があります。

①海外の加盟店
で利用

即時
引落し

⑥売上データを受信

⑦利用データと
売上データの
差額を引落し

売上データ：$100
為替レート：$1=110円
（10円の円安）⇒
$100×110円=11,000円
（1,000円の差額が発生）

売上データ：
$100

BANK

差額引落金額：1,000円

❹「決定」
・
「注文確定」
などのボタンを
クリックする
※VISA認証サービスの登録がある場合、認証画面に進みます。

売上
データ

BANK

※別途当行の海外事務手数料（3.0%）
がかかります。

（例2）ショッピング代金の変更により後日請求が発生するケース

お客さま
利用当日

❺ ショッピングサイト側での支払処理が
終わると
「お知らせメール」が届く

差額を
引落し

①海外のレストラン
で利用
利用代金：$100レシートに
サインとチップの金額を
記入して会計をする
チップ金額：$15

加盟店
②利用データを
送信

お客さまの決済口座

③利用データを受信

④利用金額を
引落し

利用データ：$100
為替レート：$1=
100円⇒$100×100円
=10,000円

利用データ：
$100

引落金額：10,000円

Debit
Card

❻「Visaデビット会員専用Webサイト」
で
利用明細を確認する

滋賀銀行

利用
データ

後日

⑤後日、
売上データを
送信

即時
引落し

⑦利用データと
売上データの
差額を引落し

⑥売上データを受信

売上データ：
利用代金+チップ金額
$100+$15=$115

BANK

売上データ：$115
為替レート：$1=100円
（為替変動なし）⇒
$115×100円=11,500円
（1,500円の差額が発生）

差額引落金額：1,500円
売上
データ
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※別途当行の海外事務手数料（3.0%）
がかかります。

差額を
引落し

BANK
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ご利用方法

海 外のAT Mで引き出せます！（現地通貨お引出し）
❶ ご利用方法
Visaデビットカードで、世界200以上の国・地域にある
「Visa」
または
「PLUS」
マークのついたATMから、現地通貨で預金が引出せます。
利用可能なATMは銀行だけではなく、主要な国際空港やショッピング
センターなどにも設置されています。
以下のマークを目印に利用ください。

❷ 海外のATMについて
●

Visaデビットカード用の暗証番号を確認ください
暗証番号を一定回数以上誤入力されますとロックがかかり、Visa
デビットカードが利用できなくなります。
※暗証番号をお忘れの場合、
暗証番号を変更する場合、
暗証番号の入力相違
（一定
回数以上）
によりロックがかかった場合等は、
カードの再発行手続きが必要です。

●

海外渡航前に、必ず口座の残高を確認ください

利用可能なATMをVisaのWebサイトからインターネットで検索できます。
パソコン・スマートフォンで Visa 海外ATM

カードが吸い込まれたり、現金が回収されてしまったら

ただちに現地金融機関の係員に状況説明と、返還・返金交渉をして
ください。帰国後では解決が難しい場合があります。
トーク例）
The machine has taken my card. Can I get it back?

❸ 海外のATM・CDの基本操作
アジアにおける一般的なタイプ
1.

INSERT YOUR CARD.

2.

ENTER YOUR PIN
THEN PRESS“ENTER”.

利用金額は即時決済されますので、残高が不足すると利用いただけません。
●

海外ATM引出し手数料

CASH WITHDRAWAL
（引出し）
を押します。

4.

SELECT ACCOUNT
FOR WITHDRAWAL.

SAVING
（普通預金）
を
押します。

5.

ENTER WHOLE DOLLAR
AMOUNT IN MULTIPLES OF
100HK$ UP TO 500HK$,
THEN PRESS ENTER.

金額を指定し、ENTERを押します。
香港では100HK$単位、
台湾では1,000NT$単位、
韓国では10,000ウォン単位と
なっています。

6.

PLEASE TAKE CASH.

現金を受取りください。
香港では、
カードご利用明細書、
現金の順で出てきます。

7.

PLEASE REMOVE CARD
AND TAKE RECEIPT.

カードとご利用明細書を
受取りください。

※一部ATMにおいて、
別途現地金融機関の所定の使用料がかかる場合があります。

為替レートについて
海外での利用については、Visaが定める為替レートに当行所定の
海外事務手数料（3.0%）
を上乗せしたレートで円貨換算いたします。

● ご注意ください

国や機種によってATMの操作方法・画面表示が異なります。
また、
ご利用限度額の範囲内であっても、ATM・CDの機種により、一度に
引出しいただける上限が異なります。
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（ENTERが不要な場合もあります。）

SELECT TYPE OF
FOR WITHDRAWAL.

1回の利用につき220円（消費税込）

●

Visaデビットの暗証番号4桁を
入力し、ENTERを押します。

3.

身の回りの品、
お土産物の購入費、学費、医療費等。
＊現地での宿泊費、交通費、食事代、

●

Visaデビットを挿入します。

※香港では6桁の暗証番号を入力するようになっているATM・CDもありますが、
4桁の暗証番号を入力後、ENTERを押してください。

利用の目的は限定されます
海外における預金のお引出しの目的は、外国為替および外国貿易
法、
およびその関連法律上の許可または届け出を要しない範囲の滞
＊
在費等に限定されます。

検索

※海外ATM使い方ガイドをご覧ください。
●

●

海外ATMロケーター
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ご利用方法

We bサービスを活用しよう！
「Visaデビット会員専用Webサイト」
を利用する

●

Webサービス登録内容の変更
ご利用限度額変更

パソコンや携帯電話などから、
ご利用明細を確認いただけます。
また、
「お知らせメール」
やご利用限度額の設定変更やキャッシュバック実績の
照会などができます。登録方法についてはP.22を確認してください。

国内ショッピング、海外ショッピング、海外ATMの各取引についてそれ
ぞれ1回、1日、1ヵ月の利用限度額を変更することができます。
※利用可能額は、決済口座の残高と設定いただいたご利用限度額の未使用
分のうち、
いずれか低い方になります。

ログイン方法

①

お知らせメール設定変更

当行ホームページ内の
『しがぎん』Visaデビットカードページにアクセス

登録のEメールアドレスごとにお知らせメールを
「通知する」
「 通知し
ない」
の設定変更ができます。
※お知らせメールの利用には、
事前に
「Visaデビット会員専用Webサイト」
の申込み

【 https://debit.cr.mufg.jp/p/login/RW1312010001?cc=02001 】
● 本カードは郵送での「カードご利用明細書」
は発行
されません。
ご利 用 明 細の照 会には「 会員専 用
Webサイト」
を活用してください。

②

および初回登録（パスワード、Eメールアドレスの登録）
が必要です。
※Eメールアドレスの登録・変更は
「Webサービス登録内容の変更」内の
「お知ら
せメールサービス」
から行えます。

●

VISA認証サービス＊の登録・変更
VISA認証サービスのパスワードは
「Visaデビット会員専用Webサイト」
（VISA認証
の新規登録時に同じパスワードが自動で登録されます。

ユーザーID・パスワードを入力し、
「ログイン」をクリック

サービスのパスワードのみ変更することはできません。
）
＊VISA認証サービスに参加しているオンラインショッピングの店舗でVisaデビットを利
用する場合、お客さまが任意で設定したパスワードを入力することで、第三者による不正
利用を防止します。
さらに、
「パーソナルメッセージ」
を設定することで、
アクセスしたログイン
ページが不正なページでないかも確認できます。加盟店によっては、本サービスの登録を
必須としている場合もあります。

入力
クリック
※画面はイメージです。

● ご利用明細照会

直近6ヵ月分のVisaデビットご利用明細を確認できます。
※利用店舗の処理状況等により、
ご利用明細の取引日が実際の利用日と異なる
場合があります。
※海外で利用の場合、為替レートの変動により利用金額が変更となる場合が
あります。

●

キャッシュバック実績照会
前月分のキャッシュバック額を確認できます。
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自動融資サービス（カードローンサポートプラス）のご利用
■

お申込

❷『しがぎん』
ダイレクトでのお借入れ

お申込時年齢が20歳以上65歳未満の場合、
『自動融資サービス
（カードローンサポートプラス）』
へのご入会が必須となります。

テレホンバンキングの場合
キャッシュカード暗証番号で本人確認後、

※審査の結果、
『自動融資サービス
（カードローンサポートプラス）』へのご入会
不可となった場合、
『しがぎん』Visaデビットカードのみの発行となります。
※学生、年金のみの収入の方、無収入の方、20歳未満または65歳以上の
方はお申込みいただけません。
■

返済指定口座へ借入金を即時入金いたします。
『しがぎん』
ハローサポート
0120-556-863

平日9:00〜17:00

国際電話からは077-503-3020
（有料）

いつもご利用いただく
『しがぎん』Visaデビットカードに、
10万円〜200万円の融資枠をセット。
カードローンをご利用いただけます。

インターネット・モバイルバンキングの場合
サービス指定口座にカードローン口座と返済指定

■

口座をご登録いただきますと、振替出金にて返済

融資利率

指定口座に借入金をご入金いただけます。

お借入極度額100万円未満

固定金利

年14.9%（保証料含みます）

お借入極度額100万円以上

固定金利

年9.0〜14.9%（保証料含みます）

※お申込時の審査により融資利率を決定させていただきます。
※融資後の審査または金融情勢等の変化により、
契約期間中に融資利率
を見直しさせていただく場合がございます。

（事前のお申込みが必要です）

■

ご返済方法
毎月5日
（5日が銀行休業日の場合は翌営業日）
にご利用残高に応じて
一定額を自動引落いたします。
また、窓口やお電話にて任意のご返済も可能です。

■

お借入方法
❶ ATMでのお借入れ
総合口座に残高がない場合、
または定期預金を担保にした貸越限度額
がいっぱいになった場合に、融資限度額を超えない範囲内でいつでも
自由にご利用いただけます。
『しがぎん』ATM画面例

カードローンのご利用はこちらを選択してください。

キャッシュカードで普通預金残高以上のお引出し
をされた場合に
「借入」
が発生しますが、
画面表示
は
「お引出し」
となりますのでご注意ください。
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収入と支出のバランスを大切に。
借りすぎにご注意ください。
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