
選べるエスティオカード

shigagin card STIO（一般カード）

shigagin card STIO GOLD（ゴールドカード）

＜ブルームレッド＞

＜ゴールド＞

＜ムーンブラック＞

＜レイクブルー＞ ＜フォレストグリーン＞

ご 利 用 のし おり

カ－ド利用前に本ご利用のしおりを必ずご確認のうえ、
カードをご利用ください。
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ご利用の前に

STIO（エスティオ）の
ご利用方法についてご案内いたします。

shigagin card 

「shigagin card STIO（エスティオ）」は、
キャッシュカ－ドとクレジットカ－ドが1枚になったカ－ドです。

2023年3月中旬にカードデザインをリニューアルしました。

カ－ド表面
本人会員カ－ド
（キャッシュ・クレジット一体型）

家族会員カ－ド（クレジットカード）
家族会員カ－ドを希望された方のみ

ICチップのご案内

本人会員カ－ド
（キャッシュ・クレジット一体型）

家族会員カ－ド（クレジットカード）
家族会員カ－ドを希望された方のみ

カ－ド裏面

カ－ド裏面には必ずサインをしてください！！
●カ－ド裏面の署名欄に自筆にてご自身のサインを、サインペンかボ－ル
ペンでご記入ください。サインは日本文字、ロ－マ字どちらでも世界中で
通用します。

●ご本人のサインのないカ－ドはご利用いただけないだけでなく、紛失・盗難
などで第三者に不正利用された場合の損害が補償されません。思わぬトラブルから身を守る
ためにも、カ－ド裏面には必ずサインをご記入ください。なお、なぞりや訂正のあるサインは
加盟店などでご利用いただけない場合がございますので、書き損じなどにご注意ください。

ICチップは構造が複雑で偽造されにくいことから、磁気ストライプより安全性が高くなります。
「shigagin card STIO（エスティオ）」に搭載されたICチップには、磁気ストライプの数百
倍以上もの情報を記憶させることができ、この中にお客さまの「クレジット情報」および「預
金口座情報」（本人会員カ－ドのみ）等を登録いたします。

クレジットカードの
会員番号です

カードの有効期限
です「月（2桁）/年（2
桁）」で表示してい
ます。「年」は西暦
の下2桁となります

普通預金の口座
番号等です「店番」
-「預金種別」-「口座
番号」「カード発行
番号」の順で記載
されています



02

■本人会員：1,375円（消費税込み）
■家族会員：1名さまにつき440円（消費税込み）

上記いずれにも合致しなかった場合、年会費［本人会員：1,375円（消費税込み）、家族会員：1名につき
440円（消費税込み）］を有効期限月の2カ月後の10日に請求させていただきます。

■『しがぎん』でダイレクト型消費者ローンご利用

※ダイレクト型消費者ローンとは、『しがぎん』スピードローン（ジャストサポート）［無担保・不動産担保型］、 
Sカードローン（サットキャッシュ）および自動融資サービス（カードローンサポートプラス）などの個
人向け消費者ローンです。ただし、総合口座貸越、事業者向け貸出を除きます。

年会費お支払月の前々月末に、『しがぎん』でダイレクト型消費者ローン（カード
ローン含む）のご利用がある場合。

年会費お支払月の前々月末に、『しがぎん』で住宅ローンのご利用がある場合。

■年会費
「shigagin card STIO（エスティオ）」のご利用には、所定の年会費が必要にな
ります。年会費は、ご請求月の10日（休日の場合は翌営業日）にクレジットカ
－ドご利用代金のお支払口座より自動引落しとなります。

【一般カード】shigagin card STIO

一般カ－ド年会費無料のご案内

■本カードには有効期限がございます
「shigagin card STIO（エスティオ）」には有効期限がございます。有効期限
到来後は、旧カードがご利用いただけなくなります。有効期限が近づきました
ら、審査を行ったうえで、当行より新カードをお届けいたしますので、旧カード
はICチップと磁気ストライプ部分をハサミで切断のうえ、破棄してください。

■本人会員：11,000円（消費税込み）
■家族会員：1名さま無料、2名さまからは1名さまにつき1,100円（消費税込み）

【ゴールドカード】shigagin card STIO GOLD

※「shigagin card STIO（エスティオ）」口座を返済口座とするローン利用に限ります。

■『しがぎん』で住宅ローンご利用

「年間1回以上のクレジットカードご利用」とは
有効期限月※の翌々月10日ご請求分～翌年の
有効期限月の翌月10日ご請求分まで。

「有効期限04/25」と表示されている場合の有効期限月は「4月」です。この場
合、前年6月10日請求分～本年5月10日請求分が年間のご利用となり、この間
に請求が1回でもあれば翌年度の年会費（本年6月10日請求分）が無料となります。

■年間1回以上のクレジットカードご利用

初年度は年会費が無料となります。2年目以降は以下のいずれかのご利
用がある場合、年会費が無料になります。

※有効期限月はSTIOカード券面に表示されています。
（例）

※ただし、カード年会費・手数料・金利・遅延損害金等は、ご利用金額の対象外となります。
※カード種類を変更した場合、前のカードのご利用実績は引き継がれません。

※『shigagin card STIO（エスティオ）』口座を返済口座とするローン利用に限ります。
※当行が指定する住宅ローンに限ります。

前年1年間に1回以上の
クレジットカードのご利用があれば
翌年度の年会費が無料！
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■ご利用代金明細書について
当行では環境負荷軽減の取り組みの一環といたしまして、ご利用
代金明細書（以下「ご利用明細書」）は、スマートフォン、パソコン
にてDCブランド会員向けウェブサイトである「DC Webサービス」内
の「ご利用代金明細照会」から、ご確認いただきます。

「DC Webサービス」のID登録（→P.19）

〈お手続き方法〉

〈例外事項〉

DC Webサービスのログイン画面から
「はじめてご利用の方（新規ID登録）」を押す

DC Webサービスにログインして「WEBサービストップ」を押す

各種登録・申込みの「オンライン明細書切替サービス」を押す

「オンライン明細書切替サービスの登録」からお手続きください

「利用者規定同意」をご確認のうえ画面の案内にしたがってお手続きください

「オンライン明細書切替サービス」の登録

1
STEP

2
STEP

以上のお手続きにより、電子メールにて請求額の確定をお知ら
せいたします。また、いつでもどこでもスマートフォン、パソコンか
ら素早くご確認いただけます。
紙のご利用明細書の郵送を希望される場合、または上記オンライン明細
書切替サービスのお手続きが完了していない場合は、ご利用明細書を
郵送いたします。

以下の場合、ご利用明細書発行手数料はかかりません。 
・STIO入会後6カ月間
・法令の定め等※1によりご利用明細書の発行が義務付けられる場合 
・ご利用代金のお支払時に満75歳以上の場合※2
※1①ご利用明細書に、以下のショッピング利用のお支払方法によるご利用代金が含ま
  れる場合
  ・2回払い  ・分割払い  ・ボーナス一括払い  ・リボルビング払い 
  ②ご利用明細書に、リボルビング払いのショッピング利用に係る請求が含まれる場合
  ③ご利用明細書に、キャッシングサービスによるご利用代金が含まれる場合

※2お客さまによるお手続きは必要ございません。

その際には、発行および送付に係る手数料（1通99円:消費
税込み）をご負担いただきます。

IDをお持ちの方は
STEP2へ
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■お取扱いは大切に
スマートフォン・携帯電話・テレビ・ヘッドホンステレオ・バッグや財布の金口など、
磁気を帯びたものを近づけると、カ－ドの磁気が低下して使用できなくなる場
合がございます。カ－ドを折り曲げたり磁気に近づけないように、ご注意ください。

■偽造カード被害にご注意ください
昨今、クレジットカードの偽造（カードの磁気データをコピーして作られる偽造カ
ード）、ならびに不正利用による被害が急増しております。このような被害を未
然に防ぐためにも、カードの管理は十分ご注意ください。

■不正利用防止にご協力ください
お客さまに安心してカードをご利用いただくために、下記の対応をとらせていた
だく場合がございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

●カードご利用時、通常の手続きとあわせてご本人さまのご利用であることを確認させてい
ただくため、お電話にて簡単な質問をさせていただく場合がございます。
●お客さまの平均的なカードご利用状況とは異なるお取引きや不正利用の傾向が見られる
お取引きの場合、一時的にカードのご利用を保留し、上記同様の対応をとらせていただく
ことがございますので、ご協力をお願いいたします。万一、海外でカードがご利用いただけ
ない場合には「DCホットライン２４」（→P.16）までご連絡ください。
●直近のカードご利用内容が、ご本人さまによる正規のご利用であったことを確認させていただ
くため、ご登録のご自宅もしくはお勤め先へ、電話にてご連絡させていただくことがございます。

磁石による磁気データの読取不能

カードの折れ曲がり、変形、衝撃、
異物付着、傷、水濡れ・・・など

ハンドバッグや
財布の金口

低周波治療器
肩こり用磁石貼付健康器具

イヤホン、スピーカー
（ステレオ・ラジオ・・・など）

マグネット等の磁石

車の電磁ロックキー、
マンションのカードキー

スマートフォン、携帯電話などの
電波を発するもの

カードご利用時と保管時のご注意
●財布が身体から離れた状態でサービスを受けるようなお店では、十分にご注意ください。
●お店でカードを利用する際は、極力ご自分の目の前で売上処理をお願いしてください。
●財布やカードケースなどの貴重品は、長時間手元から離すことのないようにしてください。
特に車中での保管・放置は絶対にしないよう、ご注意ください。

●空き巣や車上荒らしの被害に遭った際は、カードが盗まれていなくても、当行まで速やかに
ご連絡ください。
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■カード挿入方向にご注意ください
「shigagin card STIO（エスティオ）」には、キャッシュカード機能がついています。
キャッシュカードとしてご利用いただく際は、ご利用になるATMによってカードの
挿入方向が異なりますのでご注意ください。

■暗証番号のお取扱いにご注意ください

●取引選択画面は、ご利用になるATMによって異なりますので、ご不明な場合はATM設置
金融機関等にお問い合わせください。

●一部金融機関の「IC対応ATM」では「shigagin card STIO（エスティオ）」をICキャッシュ
カードとしてご利用いただけない場合がございます。

キャッシュカードの暗証番号は、ATMで変更いただけます。ただし、クレジット
カードの暗証番号変更はカードの再発行手続が必要となります。詳しくはP.15
をご参照ください。

■銀行・カード会社等を装った詐欺にご注意ください
最近、銀行・カード会社や警察官等を装い、電話やEメール等でお客さまの個人
情報やカードの情報を聞き出す悪質な詐欺事件が発生しておりますので、十分
ご注意ください。
また、銀行員や銀行協会の職員等が店舗外でカードを預かることは一切あ
りません。カードを渡さずに、その場でお取引店にご確認ください。

②「IC未対応ATM」でご利用の場合
提携金融機関、コンビニの「IC未対応ATM」でご利用いただく場合は、青色の
矢印の方向にカードを挿入してください。

①「IC対応ATM」でご利用の場合

②「IC未対応ATM」でご利用の場合

※逆の方向に挿入すると「クレジットカード取引」となる場合がございますのでご注意ください。

※当行が設置している
ATM（店舗外ATM含む）
は、すべて「ICカード対応
ATM」です。

キャッシュカードとしてのご利用

①「IC対応ATM」でご利用の場合
『しがぎん』や提携金融機関・コンビニの「IC対応ATM」でご利用いただく場合は、
キャッシュカードのお取引きはICチップで行いますので、赤色の矢印の方向に
カードを挿入してください。
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■キャッシュカードでのご利用限度額
「shigagin card STIO（エスティオ）」のキャッシュカードは、「１日あたりのご利用
限度額」および「１カ月あたりのご利用限度額」を定めております。下記ご利用限
度額では不都合なお客さまは、別途お手続きをいただくことで変更が可能です。

お電話一本でキャッシュカードのご利用限度額を変更いただけます。なお、代
理人カードの変更の受付けはできません。増額変更は、『しがぎん』ダイレクト会
員に限り受付けできます。次の範囲でご自由に設定いただけます。
①1日あたりのご利用限度額・・・10万円～1,000万円（10万円単位）
②1カ月あたりのご利用限度額・・・10万円～5,000万円（10万円単位）

「shigagin card STIO（エスティオ）」は、「J-デビットカード」
としてもご利用いただけます。詳しくは『しがぎん』ホームペー
ジよりご確認ください。

上記ご利用限度額では不都合なお客さまは、通帳（またはカード）とお届け
印をご持参のうえ、当行窓口までお越しください。次の範囲でご自由に設定
いただけます。
①1日あたりのご利用限度額・・・10万円～1,000万円（10万円単位）
②1カ月あたりのご利用限度額・・・10万円～5,000万円（10万円単位）

①カードによる現金お引出し（※1）
③カードによる他預金（通帳）へのお振替え（※2）

※商品によっては、ご利用いただけない場合がございます。

１日あたりのご利用限度額 50万円

１カ月あたりのご利用限度額 200万円
※１カ月あたりの「1カ月」とは、毎月1日から末日までをいいます。

■ご利用限度額（１口座ごと）

■ご利用限度額の対象取引

■店頭でのご利用限度額の変更

■電話によるご利用限度額の変更

平日9:00～17:00（銀行休業日は除く）
国際電話からのご利用は077-503-3020（有料）

ご利用限度額の変更は『しがぎん』ハローサポート

J-デビットカードとしてのご利用について

0120-556-863

②カードによるお振込み（※1）
④J-デビットカードお取引き（※3） 

（※1）提携金融機関等のATMでは200万円を超えるお取引きはできません。
（※2）普通預金部から総合口座定期預金部へのお振替えなど、

同一取引店の本人名義預金（同一名義）への振替取引は含まれません。
（※3）J-デビットカードでは100万円を超えるお取引きはできません。

※増額変更の場合は、運転免許証等のご提示をお願いする場合がございます。
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ご注意事項
サイン・暗証番号入力の前に、ご利用内容をご確認ください

カードご利用の際は、売上票（Ｓａｌｅｓ Ｓｌｉｐ）のご利用
日・ご利用金額を必ずご確認のうえ、サイン・暗証番号
を入力してください。ご利用内容にご不明な点がござ
いましたら、必ずその場でご確認いただいた後に、サイ
ン・暗証番号のご入力をお願いいたします。また、お支
払いをカードから現金にご変更された場合も、同様の
お手続きをお取りください。

ショッピングでのご利用について

■「ICクレジット対応端末」が設置されていない
加盟店でのご利用

■「ICクレジット対応端末」が設置されている
加盟店でのご利用

※売上票にご署名いただく必要はございません。（暗証番号の入力がご署名の代わりとなります）
※ICクレジットカード対応端末であっても、端末の種類によっては、暗証番号の入力を要求しない
場合がございます。その場合は従来通り売上票にサインをお願いいたします。

※暗証番号を一定回数以上間違えて入力すると、カードがご利用いただけなくなります。
その際は再発行が必要となります。

「shigagin card STIO（エスティオ）」は、上記のマークのある加盟店なら世界
中どこでもご利用いただけます。多くの加盟店でご利用いただけるようクレ
ジット情報はICチップ・磁気ストライプ両方に記憶しております。ご利用いた
だく加盟店によってご利用方法が異なりますのでご注意ください。

カードを提示
してください。

カードを提示し、
ICカードリーダーに
挿入してください。

売上票（お客さま控）と
カードをお受取り
ください。

加盟店で作成された
売上票の内容（金額等）
をご確認のうえ
ご署名ください。

売上票（お客さま控）と
カードをお受取り
ください。

ICカードリーダーに
表示されたご利用額を
ご確認のうえ、

ご登録のクレジットカード
暗証番号を

入力してください。

クレジットカードとしてのご利用



タッチ決済のご案内
タッチ決済とは、非接触対応のカードを店頭で
専用端末にかざすだけでお支払いが完了できる
サービスです。
※利用店舗やお支払い金額により、暗証番号の入力、
またはサインが必要な場合があります。
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Visaのタッチ決済が使えるお店はこちらから

詳しくはVISAのホームページをご覧ください。

■タッチ決済の3つのメリット

■タッチ決済のご利用方法

サインや
暗証番号は不要！
スマートにお支払いが

完了します！

安全なセキュリティで
安心してお使い
いただけます！

国内外で利用できる
店舗が多数！
旅行に便利です！

メリット1 メリット2 メリット3

店頭やレジ前に
このマークがあるお店で
ご利用いただけます。

タッチ決済を使える
お店かを確認

カードは手渡さず、
お客さまが
お持ちください。

お会計の際、
「タッチ決済で」と伝える

店員の指示に従って、
専用端末にタッチして
お支払い完了！

専用端末に
カードをかざす

タッチ
決済で

ピ♪

STEP 1 STEP 2 STEP 3

このマークが目印です。
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●ご利用にはクレジットカードの暗証番号が必要です。
●三菱UFJニコス株式会社をはじめ、ノンバンクなど金融機関以外のATM・CDではご利用に
なれません。
●提携金融機関の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。
●ご利用額は、キャッシング利用可能枠内で1万円以上、1万円単位となります。
●当行ATMおよび国内提携ATMでのキャッシングによるお借入れ時にATM利用手数料を
別途請求させていただきます。
［取引金額］ 1万円：110円（消費税込み） 2万円以上：220円（消費税込み）

■国内キャッシング

キャッシングでのご利用について

キャッシングのご利用は
こちらを選択してください

キャッシングのご利用は
矢印の方向に挿入してください

『しがぎん』ATM画面例

「shigagin card STIO（エスティオ）」のキャッシングは、ご利用可能枠内
で何度でもご利用いただけます。お支払方法には「1回払い（一括払い）」と
「リボ払い」があり、ご利用可能枠・ご融資利率はカードをお送りする際の台
紙または「ご利用代金明細書」にてご確認いただけます。
●暗証番号を一定回数以上間違えて入力すると、カードのご利用ができなくなります。
その際は、再発行が必要となります。

当行ATMおよび三菱UFJニコス株式会社が指定する金融機関やコンビニ
のATM・CDでご利用いただけます。

●ATMでのご利用時にはクレジットカードの暗証番号が必要です。
●キャッシングのお支払方法に「リボ事前登録サービス」（→P.11）を設定され
ている場合を除き、海外キャッシングのお支払いは一括払いとなります。

■海外キャッシング（キャッシュアドバンス）
右記マークのあるATMや、VISAの加盟提携金融機関の窓口で、キャッシング
がご利用いただけます。金融機関の窓口でご利用の場合は、
「shigagin card STIO（エスティオ）」とパスポートをご提示ください。
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■1回払い（一括払い）

■ボーナス一括払い（手数料不要）

■2回払い（手数料不要）

ご利用代金を、ご希望のお支払回数に分割してお支払いいただく方法です。
カード提示の際、ご希望のお支払回数をご指定ください。
●分割払いの手数料率およびご利用可能お支払回数は、「会員規約」に記載されています。
●加盟店によって、ご利用可能お支払回数が異なります。加盟店にてご確認ください。

■分割払い（実質年率14.9%）

毎月15日までのご利用分は、翌月10日にご指定口座から自動引落しとなります。

毎月15日までのご利用分は、翌月・翌々月の10日の2回に均等に分けてのお支
払いとなります。
●加盟店によっては、取扱最低額を設けている場合もございます。

夏または冬のボーナス時期にまとめてのお支払いとなります。
●加盟店によっては、取扱最低額や異なるご利用期間を設けている場合もございます。

（ショッピング:手数料不要／
 キャッシング:実質年率14.9％）

8月10日
1月10日

12月16日～6月15日
7月16日～11月15日

お支払日 ご利用期間

ご利用代金のお支払い
ご利用代金は毎月15日に締切り、翌月10日（銀行休業日の場合は翌営業
日）にカードご利用代金支払口座よりお引落しとなります。お支払日が近づき
ましたら、必ずカードご利用代金お支払口座の残高をご確認ください。
●一部の加盟店および海外でのご利用分は、売上票処理の都合でご利用代金の請求
月が遅れる場合がございます。
●海外でのご利用分は、日本円に換算してからのご請求となります。円換算レートは、
VISA Worldwide Pte,Limitedが適用するレートを使用いたします。必ずしもご利用日
の換算レートではございません。また、海外でのショッピングご利用分は、適用レートに諸
事務処理などの費用を加算させていただきます。

お支払方法のご案内
「shigagin card STIO（エスティオ）」のお支払方法は、ショッピングでは下記
の5種類を、キャッシングでは「１回払い（一括払い）」と「リボ払い」をご利用
いただけます。
●ショッピングの場合、リボ払い・分割払いとも初回締切日の翌日以降、手数料が発生いたします。
キャッシングの場合は、一括払い・リボ払いともご利用日の翌日より利息が発生いたします。
●加盟店によってはご利用いただけないお支払方法もございます。
詳しくは、各加盟店にてご確認ください。

お支払い
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海外でのお支払方法について
海外でのお支払方法は「１回払い（一括払い）」のみとなります。
海外で「リボ払い」をご希望の方は下記「リボ事前登録サービス」をご活用ください。

ご利用の回数や金額にかかわらず、あらかじめ設定されたお支払コースに
沿って、毎月ほぼ一定の金額をお支払いいただく方法です。
●お客さまのお支払コースは、カードをお送りする際の台紙および「ご利用代金明細書」に
記載されています。

●お支払方法の詳細については、「会員規約」に記載されています。
●ショッピングのリボ払いご利用残高の合計がリボルビング利用可能枠を超過した場合、
その超過額は毎月のお支払額とは別に一括でお支払いいただきます。
●以下のご利用分は、リボルビング払いの取扱対象外となりますのでご注意ください。
カード年会費、ギフトカード・プリペイドカードご購入分、および提携会社から収納代行事務
を委託された各種保険料等

■リボ払い（実質年率14.9%）

毎月定額・自由に増額したい方に■リボ事前登録サービス
事前にご登録いただくことにより、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
でお支払いいただく方法です。

リボ事前登録サービスに関するお問い合わせ先
滋賀銀行クレジットセンター 0570-077-590

平日９：００～１７：００（銀行休業日は除く）

ご注意事項
●サービスのご登録には、審査がございます。お客さまのご利用状況などによっては、「都度
指定」から「リボ事前登録サービス」へのコース変更ができない場合がございますのでご
了承ください。
●お申込みは本人会員さまからのみとなり、家族会員さまはお申込みいただけません。
●カード種類のお切替えなど、カード番号が変更となった場合は、再度お申込みが必要です。
●ご登録日以降のご利用代金は、お支払方法のご指定の有無にかかわらず、リボ払いと
させていただきます。なお、家族カードのご利用分も対象となります。
●リボルビング利用可能枠を超過した場合、その超過額は月々のお支払額とは別に一
括払いとなります。

●キャッシングのご利用は、国内・海外ともATMなどで選択されたお支払方法にかかわらず、
リボ払いとなります。
●以下は、お切替えの対象外となります。
キャッシングリボご利用分、ギフトカード・プリペイドカードご購入分、カード年会費、収納
代行分（各種保険料等）等。

お支払い例（元金定額方式でショッピング「5千円コース」の場合）
例えば・・・9月10日に5万円の家具を購入

毎月のお支払い

追加のご返済
今月は余裕があるので追加で



12

ご利用可能枠を超えるカード利用をご希望の場合
ご利用可能枠を超えるカード利用を予定されている場合は、１週間前までに「滋賀銀行
クレジットセンター」（0570-077-590）までご相談ください。（審査・手続きが必要となります）

●金額はお客さまによって異なります。ご自身のクレジットカードのご利用可能枠については、
必ずカードをお送りする際の台紙または「ご利用代金明細書」にてご確認ください。

ご利用可能枠について
「shigagin card  STIO（エスティオ）」のご利用可能枠については、カード
をお送りする際の台紙および「ご利用代金明細書」でご案内しております。

利用可能枠例

分割払い・リボ払いは、まとめてのご返済も可能です

■分割払いの場合
残高の一括お支払い

お支払期間の途中で、分割払いのご利用残高を一括でご返済いただけます。
分割・リボ払いは、まとめてのご返済も可能です。ご希望の場合は、「滋賀銀
行クレジットセンター」までお問い合わせください。
※お申し出の時期によっては、翌月のご請求分と調整させていただく場合がございます。

■リボ払いの場合
繰上返済

ご都合に合わせてお好きな時に、繰上返済いただけます。ご希望の場合は、
「滋賀銀行クレジットセンター」までお問い合わせください。

①お客さまの「ショッピング」と「キャッシング」を合わせてご利用可能な金額
②お客さまの「ショッピング」としてご利用可能な金額
※クレジットカード利用可能枠と同額となります。
③ショッピング利用可能枠の範囲内で、2回払い、ボーナス払い、分割払い、
リボ払いとしてご利用可能な金額
※原則、ショッピング利用可能枠と同額となります。
※カードをお送りする際の台紙には割賦取引利用可能枠の記載はございません。ショッピング
利用可能枠と割賦取引利用可能枠が異なる場合は、別途「割賦取引ご利用可能枠のご
案内」にてご案内いたします。

④割賦取引利用可能枠の範囲内で、リボ払いとしてご利用可能な金額
⑤ショッピング利用可能枠の内、キャッシングとしてご利用可能な金額
⑥キャッシング利用可能枠の範囲内で、リボ払いとしてご利用可能な金額
※キャッシング利用可能枠と同額となります。

クレジットカード利用可能枠
ショッピング利用可能枠

内 割賦取引利用可能枠
内 リボルビング利用可能枠

キャッシング利用可能枠
内 リボルビング利用可能枠

50万円
50万円
50万円
50万円
5万円
5万円
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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）利用方法
いつもご利用いただくSTIOに、10万円～200万円のご融資枠をセット。
急な出資や万一の残高不足の立替機能としてカードローンをご利用いただけます。

①「IC対応ATM」でご利用の場合

②「IC未対応ATM」でご利用の場合

お電話の場合

平日9:00～17:00（銀行休業日は除く）

キャッシュカード暗証番号で本人確認後、返済指定口座へ借入金を即時入
金いたします。

インターネットの場合

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、振替出金にて返済指定口座に借入金をご入金いただけます。（事前のお
申込みが必要です）

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。

『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。

0120-889-201ローン専用ダイヤル

■ATMでのお借入れ（普通預金残高が出金金額に満たない場合のみ）

■『しがぎん』ダイレクトでのお借入れ

①「IC対応ATM」でご利用の場合
『しがぎん』や提携金融機関・コンビニの「IC対応ATM」でご利用いただく場合は、
キャッシュカードのお取引きはICチップで行いますので、赤色の矢印の方向に
カードを挿入してください。

②「IC未対応ATM」でご利用の場合
提携金融機関、コンビニの「IC未対応ATM」でご利用いただく場合は、青色の
矢印の方向にカードを挿入してください。
※逆の方向に挿入すると「クレジットカード取引」となる場合がありますのでご注意ください。

滋賀銀行クレジットセンター 

カードローンとしてのご利用

※当行が設置している
ATM（店舗外ATM含む）
は、すべて「ICカード対応
ATM」です。
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■バックアップサービス

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

02.03

02.05

03.05

02.06

02.10

02.10

02.25

02.25

02.28

詳しくは『しがぎん』ホームページの商品説明書をご覧ください。

公共料金（電気、電話、水道、ガス、NHK）、税金、家賃等の自動支払等でうっかり
入金を忘れ残高不足となった時も自動的に融資。安心のバックアップサ－ビスです。

※対象となる口座振替は通帳等の摘要欄に電気料、電話料、水道料、ガス料、ＮＨＫ、
学費、税金、新聞代、保険料、家賃、会費、集金、管理費、清掃料、地方税、クレジット、
振替、ご返済（カードローンを除く当行借入）、証貸、手貸、代理貸、住金として引落しさ
れるものに限ります。
※一部対象外となるものがあります。

①ATMにて残高以上の出金をされた場合、カードローン機能が働き、資金をご融資
いたします。
※普通預金の残高3,000円ですが、現金20,000円をお支払いし、残高ー17,000円と表示。
同日付けで当座貸越口座から17,000円を自動的に振替（借入）し、普通預金残高を0円といたします。

②残高が0円で、電気料の引落しがあった場合、バックアップサービス機能が働き、資
金をご融資いたします。
※普通預金の残高0円ですが、電気料11,000円を引落し、残高ー11,000円と表示。
同日付けで当座貸越口座から11,000円を自動的に振替（借入）し、普通預金残高を0円といたします。

③月末時点での借入残高は28,000円（2月10日:17,000円＋2月25日:11,000円
＜5千円超10万円以下＞）となることから、5,000円のご返済となります。
借入残高に応じた返済額は『しがぎん』ホームページの商品説明書をご覧ください。
※総合口座の定期預金に残高がある場合は、総合口座貸越が優先されます。
※当日中に貸越額をご入金されますと、借入は発生いたしません。

■自動融資サービス（カードローンサポートプラス）商品内容

■通帳記載方法

①残高3,000円で
ATMで20,000円の
出金をした場合

②残高0円で電気料
11,000円の引落し
があった場合
③借入残高28,000円
に応じた返済
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●暗証番号の変更によるカードの再発行に際し、紛失等で旧カードをお持ちでない場合は、
1枚につき1,100円（消費税込み）の再発行手数料が必要となります。

※無担保カ－ドロ－ン（ジャンボ、ビジネスを除く）以外のロ－ン取引は、「住民票の写し」等の確認
書類が必要になりますので、事前にお取引店までご確認ください。

※お取引内容によっては、お電話にて住所変更が可能です。

カードに関するお問い合わせ先

届出事項の変更について
■住所変更

クレジットカード暗証番号について

・窓口でのお手続き

・お電話でのお手続き

■カード再発行

お持ちいただくもの

暗証番号をお忘れになられた場合は、カード再発行の手続きをお取りいただく
こととなります。なお、家族会員さまの暗証番号についても同様の取扱いと
なります。

カードの磁気不良および暗証番号をお忘れになられた場合で、以下の条件を
全て満たされるお客さまはお電話での再発行ができます。
①カードがお手元にある方
②SMSの受信できるスマートフォンをお持ちの方
③以下のいずれかの顔写真付き本人確認資料をお持ちの方
・運転免許証 ・マイナンバーカード ・在留カード
※本人確認資料と現住所が相違している場合は対応不可です。

「shigagin card STIO（エスティオ）」、「お届け印」、
「本人確認資料」（運転免許証・パスポート等）

お持ちいただくもの
「shigagin card STIO（エスティオ）」、「お届け印」、「通帳」、

「本人確認資料」（運転免許証・パスポート等）

0570-077-590滋賀銀行クレジットセンター
平日9:00～17:00（銀行休業日は除く）

平日9:00～17:00（銀行休業日は除く）
0120-556-863『しがぎん』ハローサポート

●上記を満たされない場合は窓口でのお手続きとなります。

連絡先について
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海外でカードの紛失・盗難にあった場合、またはカードがご利用いただけなかっ
た場合はすぐにご連絡ください。日本語音声によるガイダンスで、オペレータに
おつなぎします。また、海外でカードをなくされた場合は、「緊急カード」を発行す
ることもできます。
※緊急カード受取場所には制限がございます。また、地域によってはカードの入手までに時間がかかる
場合がございます。
※緊急カードの発行には、1枚につき11,000円（消費税込み）の手数料がかかります。ただし、ゴールド
会員は無料です。
※家族カードの緊急カード発行は、必ず本人会員さまの同意が必要となりますので、ご了承ください。

DCホットライン24（料金着信人払い／24時間日本語対応）

DCホットライン24へご連絡ください■海外

すぐに下記の連絡先までご連絡ください。キャッシュカ－ド機能（一体型のみ）
およびクレジットカード機能の利用停止の手続きを行います。
不正に利用された場合、当行に不正利用に関するお手続きをいただいた日か
らさかのぼって60日前以降に発生した損害について補償します。

カード紛失・盗難にあった場合・または
海外でご利用できなかった場合

※故意または重大な過失等がある場合は補償の対象となりません。
カードの再発行には、1枚につき1,100円（消費税込み）の手数料が必要となります。

詳しくは三菱UFJニコスのホームページをご覧ください。

■国内

間違い電話にご注意いただき、おかけの際は電話番号をもう一度ご確認ください。

0570-077-590滋賀銀行クレジットセンター

DCカード盗難紛失受付センター

平日9:00～17:00（銀行休業日は除く）

上記以外の時間は、下記までご連絡ください。

0120-664476
三菱UFJニコス株式会社
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『しがぎん』ATMに加え、全国のセブン銀行、ローソン銀行ATM、イ
ーネットATM手数料が曜日・時間帯に関係なく月3回まで「無料」
となります。

■当行ATM時間外手数料 - - - - - - - - - 

『しがぎん』にて住宅ローンをご利用のお客さまが一部繰上返済
をされる場合、STIO［エスティオ］のご提示により、一部繰上返
済手数料が無料となります。
※窓口にてSTIO[エスティオ]をご提示ください。
※一部繰上返済とSTIO［エスティオ］の同時申込は対象となりません。
※一部繰上返済額100万円以上が対象となります。全額繰上返済される場合、および一部繰上
返済額が100万円未満の場合は対象外となり当行所定の手数料がかかります。

※当行所定の手数料につきましては、当行ホームページをご覧ください。

STIO［エスティオ］なら、時間外手数料がかからないので、最長
7:00～23:00まで気がねなくご利用いただけます。
※高島市役所朽木支所前のATMは対象外となります。
※一部STIO［エスティオ］のご利用いただけないCDがございます。
※『しがぎん』ATM時間外手数料110円（消費税込み）
※STIO口座の代理人カード（キャッシュカード機能のみ）は『しがぎん』ATM時間外手数料
無料の対象外となります。

■住宅ローン一部繰上返済手数料 - - - - - - 

無担保ロ－ン「ジャストサポ－ト」をお借入れの際には金利を年0.2％
引下げいたします。
※「ジャストサポ－ト」についての詳細は、『しがぎん』窓口、または「滋賀銀行クレジットセンタ－」
（→P.15）までお問い合わせください。
※窓口で「shigagin card STIO（エスティオ）」をご提示ください。
※ローン金利については、『しがぎん』窓口でご確認ください。

■無担保ローン金利を - - - - - - - - - - - - 

いつでも

年▲0.2 %

無料

（2023年3月現在）

（2023年3月現在）

無料

■一般カード年会費 - - - - - - - - - - - - - 
初年度は年会費が無料となります。2年目以降は当行所定の条件
を満たすと無料となります。詳しくはP.02をご参照ください。

初年度 無料

ゴールドカード会員

STIOのサービス・特典
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■「サービスショップ」での優待

コツコツためて、
ハッピーになる。

クレジットカードご利用ポイント 倍

たとえば、

たとえば、

etc・・・

エコショップ

OFF

OFF

で

ワンドリンクサービス

で

ケ－キ5％off

で

お支払料金より
5％off

で

3,000円以上お買上げで
粗品プレゼント

eco

決済

提示 提示

予約

※「サ－ビスショップ」の内容は変更される場合がございます。

（2023年3月現在）

環境配慮企業でのご利用は、環境を意識した生活の第一歩です。ぜひ特典いっぱいの
「エコショップ」をご利用ください。

「サービスショップ」との提携により、「shigagin card STIO（エスティオ）」
をご提示等いただくと、さまざまなサービスが受けられます。

■「ポイントショップ」での優待
「ポイントショップ」との提携により、「shigagin card STIO（エスティオ）」のクレジ
ットカードご利用で、DCハッピープレゼントのポイントが通常の２倍たまります。

「サ－ビスショップ」「ポイントショップ」において「エコショップ」を選定しております。
「エコショップ」とは、新エネ大賞、グリーン購入大賞、日本環境経営大賞、企業フィ
ランソロピー大賞、滋賀CSR大賞、滋賀LOHAS大賞等の受賞実績、また、当行独自の
「PLB格付」の付与実績をもとに、当行が選定させていただいた環境配慮企業です。

※「ポイントショップ」の内容は変更される場合がございます。

「サービスショップ」「ポイントショップ」「エコショップ」の
優待内容については『しがぎん』ホームページの「STIOモール」にて
ご確認ください。

※DCハッピープレゼントおよびポイントの詳細はP.20,P.21をご参照ください。

2
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■DC Webサービス
会員専用WEBサ－ビスでもっと便利に

DC Webサ－ビスは、パソコン・スマホで簡単に照会・手続きができるSTIO会
員専用のサポ－トサ－ビスです。IDの登録は無料です。shigagin card STIO
専用ホ－ムペ－ジ内の「DC Webサービス」にログインのうえ、ご利用ください。

https://www2.cr.mufg.jp/newsplus/shigagin/

【ご利用方法】

【メニュ－一覧】

「利用者規定同意」「お客様情報入力」「IDパスワ－ド登録」

※ご登録の際は、お手元にSTIOとご利用代金お支払口座番号が、わかるものをご用意ください。

（注）DCハッピ－プレゼント応募は、応募受付期間中のみとなります。

サ－ビス名

ご請求額・ポイント照会

ご利用代金明細照会

ご利用可能額照会

秒速振込みサ－ビス「借りスマくん」

リボ事前登録サ－ビス「皆リボくん」

リボ切替サ－ビス「ゆとリボくん」

リボ払いの設定変更

サ－ビス名

オンライン明細書切替サ－ビス

DCハッピ－プレゼント応募（注）

キャンペ－ン登録

各種料金カ－ド支払申込受付

オンラインショッピング認証サ－ビス

DC ETCカ－ド申込み

エクスプレス予約サービス申込み

ホームページより登録する場合

QRコードより登録する場合

ID登録

ID登録
クリック！

shigagin card STIO
専用ホ－ムペ－ジ
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■DCハッピープレゼント
クレジットカードのご利用金額に応じて、ポイントを差しあ
げます。たまったポイントで、お好きな商品と交換したり、
他社ポイントプログラムにポイントを移行したり、楽しみ方
はいろいろです。

●お手元に「shigagin card STIO（エスティオ）」をご用意ください。
●ポイント照会・商品応募受付・パンフレット請求は、音声応答にて承ります。
●ポイント照会には、クレジットカードの暗証番号が必要となります。

②お持ちのポイントを確認
●ＤＣ Ｗｅｂサービス（→P.19）からご確認ください。
●電話で確認：ＤＣハッピープレゼントデスクまでお電話ください。（コード番号25） 

③商品を応募
●ＤＣ Ｗｅｂサービス（→P.19）からご応募ください。
●電話で応募：ＤＣハッピープレゼントデスクまでお電話ください。（コード番号26） 

たとえば、

※年1回リニューアルいたします。

ハッピースウィング
コース

商品交換コース

三菱UFJニコスギフトカード コーヒーメーカー布団クリーナー

（2023年3月現在）

ドコモプレミアクラブ Pontaポイント 楽天スーパーポイント
など・・・

など・・・

①ポイントをためる
●１カ月間のショッピングご利用金額合計1,000円ごとに基本ポイントを
1ポイント付与いたします。
※キャッシング、手数料・利息などは、ポイントの対象外となります。
※ポイントの有効期限は最長3年度です。
●さらに、「リボ払い・分割払い（3回払い以上）」ご利用分はポイントが2倍。
※リボ払いおよび分割払いご利用分は、「ご利用代金明細書」の「新規ご利用額」欄に
記載された表示金額に対し換算されます。

※ポイントショップでの「リボ払い」「分割払い（3回払い以上）」ご利用分はポイントが3倍となります。

【お好きな商品に交換または他社ポイントプログラムに移行】

DCハッピープレゼントデスク ☎03-3770-3030
［お問い合わせ］9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始は休み）
［ポイント照会］9：00～20：00（無休）
［商品応募受付］24時間（5月15日～翌年3月末日）
［パンフレット請求］24時間（5月15日～翌年3月末日）

お問い合わせ

三菱UFJニコスが提供するサービス
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※各年度のショッピングご利用金額が50万円未満の場合は本サービス対象外です。
※リボ払い、分割払い、ポイント対象外取引は本サービスの対象外です。

1年度間のご利用金額が
100万円以上の方は

翌年度の基本
ポイントの50%分を
加算いたします。

基本
ポイント
50%
 UP！

1年度間のご利用金額が
50万円以上
100万円未満の方は

翌年度の基本
ポイントの20%分を
加算いたします。

基本
ポイント
20%
 UP！

検 索DC 優待特典

■ポイント優遇サービス
当年度のショッピングご利用金額に応じて、翌年度の獲得ポイントを優遇
する特別なサービスです。

ツアーデスク
会員さまに充実のラインアップをご用意しております。ツアーデスクなら
ご来店の必要もなく、WEBもしくはお電話でご予約いただけます。
ツアーデスクでお申込みいただきますと、いつでも海外・国内パッケージツ
アーの基本旅行代金が最大5％OFFになります。

レンタカーサービス
日本全国の提携レンタカー会社、海外の提携レンタカー会社にて、会員さま
ならではの優待料金でレンタカーサービスをご利用いただけます。

チケットサービス
コンサート、ミュージカルなど、各種チケットをWEBサイトからいつでも
簡単にお申込みいただけます。さらに、優待割引公演や特典付公演など、
会員さまだけのお得なチケット情報も満載です。

海外アシスタンスサービス「ハローデスク」
海外旅行サービスの窓口「ハローデスク」と「ハローデスク東京」をご用意し
ています。窓口では、海外旅行に関する各種サービスのご案内や予約手配
等海外旅行に関するサポートをいたします。

■優待特典
海外・国内旅行の際に役立つサービスや、保険、エンタメ・レジャー情報な
ど、会員さまがご利用いただける優待特典についてご案内します。

その他の特典については三菱UFJニコスサイトより
ご確認いただけます。
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■海外旅行保険・国内旅行傷害保険
ゴールドカードには、海外旅行保険・国内旅行傷害保険が付帯されています。
本人会員・家族会員の方に、傷害死亡・後遺障害などを補償いたします。

■保険のご案内
旅行からお買い物まで安心をご提供いたします

■ショッピングセイバー
ゴールドカードにてご購入された商品の損害を、ご購入日から90日間補償いたします。
※海外旅行保険・国内旅行傷害保険やショッピングセイバ－の内容は変更になる場合がございます。
最新の詳細情報（適用条件等）は「ゴ－ルド保険ご利用のしおり」をご請求のうえ、ご確認ください。

■空港ラウンジサービス
ゴ－ルドカ－ド限定のサ－ビスです

ご搭乗前にゆったりおくつろぎいただけるエアポートラウンジをご用意いたしました。
ご旅行やご出張の際にぜひご利用ください。

【ご利用方法】
ご利用の際は、受付で必ずゴールドカードと当日の搭乗券あるいは航空券をご提示
ください。カ－ドのお忘れなどにより、ご提示いただけない場合はご利用できませんの
で、ご了承ください。
※各航空会社のチェックイン不要の搭乗サービス（ＩＣチェックインサービス・スキップサービスなど）
をご利用の場合は搭乗券の代わりにご搭乗の便名と行き先をお申し出ください。（一部のラウンジ
では、携帯電話やパソコンに表示される内容確認画面等、当日のご搭乗が確認できるものをご提
示いただく場合がございますのでご了承ください。） 

※貸切や満室時には、ご利用いただけない場合がございます。
※ご同伴の方は有料となります。

お問い合わせ
DCカードコールセンター ®0120-10-6075

９：００～１７：0０ 年中無休（除く年末年始）
三菱UFJニコスWEBサイト https://cr.mufg.jp

新潟空港
富山空港
小松空港
神戸空港
米子空港
岡山空港
出雲空港
高松空港
広島空港
山口宇部空港
福岡空港
北九州空港
大分空港
長崎空港
熊本空港
那覇空港

ホノルル国際空港
旭川空港
新千歳空港
函館空港
青森空港
秋田空港
仙台空港

成田国際空港
羽田空港

富士山静岡空港
中部国際空港
伊丹空港

関西国際空港
徳島空港
松山空港
宮崎空港
鹿児島空港

［ラウンジ設置空港］

※ラウンジの設置場所などの詳細は、三菱UFJニコスWEBサイトにてご確認いただけます。

ゴールドカード限定
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検 索しがぎんSTIO

滋賀銀行クレジットセンター

検 索STIOモール

連絡先：全国銀行協会相談室

shigagin card STIO（エスティオ）に
関するお問い合わせ先

平日9：00～17：00（銀行休業日は除く）

0570-077-590

当行が契約している指定紛争解決機関は
一般社団法人全国銀行協会です。

［ 電話番号 ］
0570-017109
または 

03-5252-3772

STIOモールはこちら


