みずほマイレージクラブ
（2018 年 9 月 10 日現在)
[ご留意いただきたい事項]
本商品概要説明書に記載されている「投資信託･金銭信託・外貨預金･公社債・株式・保険など」の商品には、お客
さまにご負担いただく手数料等コスト、ならびに元本割れのリスクがあります。くわしくは各商品のお取り扱い店ま
でお問い合わせください。なお、本商品概要説明書はみずほマイレージクラブの商品についての説明を目的とし
「投資信託・金銭信託・外貨預金・公社債・株式・保険など」の商品の勧誘を目的とするものではありません。
◎みずほマイレージクラブカードのクレジットカード機能は株式会社クレディセゾンまたは株式会社オリエントコーポレ
ーションが提供します。みずほマイレージクラブカード/ＡＮＡの電子マネー楽天Ｅｄｙのサービスは株式会社クレディ
セゾンが、みずほマイレージクラブカード/ＡＮＡのＡＮＡマイレージクラブの機能は全日本空輸株式会社、みずほマ
イレージクラブカードセゾンＳｕｉｃａのＳｕｉｃａ機能は東日本旅客鉄道株式会社が提供します。その他の銀行商品・サ
ービスは株式会社みずほ銀行が提供します。
◎みずほマイレージクラブカード（クレジットカード）のお申し込みには、株式会社クレディセゾンまたは株式会社オリエ
ントコーポーレーションによる審査があります。審査結果によってはご希望にそいかねる場合がありますので、あら
かじめご了承ください。
◎みずほマイレージクラブカード（クレジットカード）の家族カードは、ＵＣブランドとオリコブランドにて年会費無料でお
取り扱いしており、利用者本人と生計を同一にする配偶者･親子で 同姓かつ 18 歳以上(高校生を除く）の方がお申
し込み可能です。家族カードにキャッシュカード機能は付きません。
＜ＵＣブランド＞ANA(8 名まで・年会費無料)、[一般]UC Mastercard (8 名まで・年会費無料)、[ゴールド]UC
Mastercard (8 名まで・1 名まで年会費無料、2 名以降は 1,080 円)
＜オリコブランド＞THE POINT (3 名まで・年会費無料)
◎みずほ JCB デビットは 15 歳以上（中学生を除く）の方がお申し込みいただけます。みずほ JCB デビットには所定の
審査があり、ご希望にそえないことがございます。
◎手数料には、いずれも消費税等が含まれております。
◎旧みずほコーポレート銀行の店舗ではお取り扱いしておりません。
◎みずほ銀行は「みずほ信託銀行」「みずほ証券」とは別法人です。本商品概要説明書は「みずほ信託銀行」「みずほ
証券」の商品をご案内するものではありません。なお、一部「みずほ銀行」「みずほ信託銀行」「みずほ証券」のいず
れかでのみお取り扱いしている商品があります。

１．商品名

みずほマイレージクラブ

２．商品概要

みずほマイレージクラブは、みずほ銀行およびみずほ信託銀行・みずほ証券とのお取引状
況に応じて「みずほ銀行ＡＴＭ・イオン銀行ＡＴＭ時間外手数料無料」をはじめとする「うれ
しい特典」をご利用いただける会員制サービスです。ご希望により、みずほマイレージクラ
ブカード（クレジットカード）をお申し込みいただけます。

３．ご利用いただける方

個人の方に限ります（非居住者の方は対象外となります）。
屋号付きなど事業用としておつかいの口座や、同好会など団体名の口座ではお申し込み
いただけません。
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４．ご入会条件

ご入会には以下の条件を満たしていただく必要があります。
・みずほ銀行に普通預金口座を開設していただくこと。
（みずほマイレージクラブは、おひとりさま一契約となります。）

５．手数料

無料

６．主な特典内容
商品
サービス

（１）うれしい特典
毎月のみずほ銀行およびみずほ信託銀行・みずほ証券とのお取引状況に応じて、以下の
特典がご利用いただけます。
①みずほ銀行ＡＴＭ・イオン銀行ＡＴＭ時間外手数料無料
②コンビニＡＴＭ（イーネット・ローソン・セブン銀行）ご利用手数料・時間外手数料が
月 4 回まで無料（5 回目以降は所定の手数料がかかります）
③みずほ銀行本支店宛の振込手数料無料
④新規・切替・再発行時のカード発行手数料無料
さらに、
Ⅰ みずほダイレクト[インターネット/モバイルバンキング]または
かんたん残高照会（インターネット残高照会）の初回登録（※）をしていた
だき、以下のうち、いずれか 1 つを満たしている場合、他行宛振込手数料も
月 1 回まで無料（2 回目以降の他行宛振込手数料は所定の手数料がかかります）
・毎月の各種預金の月末の最終合計残高 50 万円以上
・みずほ銀行・みずほ証券のＮＩＳＡ/つみたてＮＩＳＡ口座保有
（ＮＩＳＡ口座開設より 2 年間）
Ⅱ 以下のうち、いずれか 1 つを満たしている場合、他行宛振込手数料も
月 4 回まで無料（5 回目以降の他行宛振込手数料は所定の手数料がかかります）
・毎月の各種預金の月末の最終合計残高 500 万円以上
・みずほＪＣＢデビットまたはみずほマイレージクラブカード（クレジット
カード）のいずれか 1 つのカードの年間 100 万円以上ご利用
・資産運用商品の月末の最終残高がある
・お借り入れの月末の最終残高がある

（ただし、金融情勢の変化等によって、期間途中であっても変更することがあります）
（※）成年後見制度をご利用のお客さまは、店頭で別途お手続きいただき、本初回登録以
外のお取引条件を満たしていただくことで「うれしい特典」をご利用いただけます。
（２）みずほマイレージクラブカード（クレジットカード）
ショッピングのご利用に応じて株式会社クレディセゾンが提供する永久不滅ポイントや株式
会社オリエントコーポレーションが提供するオリコポイントが付与されるみずほマイレージク
ラブカード（クレジットカード）をお申し込みいただけます
(年齢等に条件があります。審査の結果、ご希望にそいかねる場合があります)。
（３）みずほマイレージクラブ専用デスク
残高照会やお振込、クレジットカードのご利用可能枠照会などのサービスをまとめて行える
会員専用のフリーダイヤルをご利用いただけます。
７．契約期間等

・1 月 1 日から 12 月 31 日の 1 年間を契約期間とし、1 年ごとの自動更新とします
(ただし、入会年は入会日からその年の 12 月 31 日までが契約期間となります)。
・なお、みずほマイレージクラブカード(クレジットカード)保有の方は、同カードに印字される
期限までの期間が契約期間となります。
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８．会員専用ＩＣ
キャッシュカード

・みずほマイレージクラブカード（キャッシュカード一体型）をお申し込みいただかない場
合、みずほマイレージクラブ会員専用ＩＣキャッシュカードをお申し込みいただけます。
・みずほマイレージクラブ会員専用ＩＣキャッシュカードは、「みずほＩＣキャッシュカード」と
同等のキャッシュカード機能に加え、みずほマイレージクラブ会員証として、裏面には
みずほマイレージクラブ専用デスクの電話番号を記載しております。

９．当行が契約している
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
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772
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（１） うれしい特典
[お取引条件]
みずほダイレクト[インターネット/モバイルバンキング]またはかんたん残高照会（インターネット残高照会）の初回登録を
していただき、以下のいずれか１つのお取引条件を満たしている場合、翌々月に特典をご利用いただけます（みずほ銀
行にてみずほマイレージクラブの代表利用口座と同一のお客さまの口座であることを確認できる口座がお取引条件の判
定対象となります）。
＊1＊2

＊１ 以下のいずれか１つのお取引条件を満たしている場合、みずほダイレクト[インターネット/モバイルバンキング]
またはかんたん残高照会（インターネット残高照会）の初回登録いただかずに「うれしい特典」をご利用いただけ
ます。
・みずほ JCB デビットまたはみずほマイレージクラブカード（クレジットカード）の年間 100 万円以上のご利用
・資産運用商品の月末の最終残高あり
・お借り入れの月末の最終残高あり
・各種預金の月末最終残高 500 万円以上
＊２ 成年後見制度をご利用のお客さまは、店頭で別途お手続きいただき、本初回登録以外のお取引条件を満たしてい
ただくことで「うれしい特典」をご利用いただけます。
お取引条件１
お取引条件４
＊3
みずほＪＣＢデビット またはみずほマイレージクラブカード 引落口座をみずほ銀行に設定いただいているオリコカードの
（クレジットカード）*4 ご利用のお客さま*5
毎月のご利用（3 千円以上）のお客さま＊9＊10*11＊12
＊3 期間中に JCB に到着している売上が対象となります。
ただし、ご利用分の取消等により期間中の売上の合計
が 0 円以下となった場合は、当該期間中のご利用がな
かったものとみなします。年会費など一部費用のお支
払いは対象外となります。
＊4 期間中にクレジットカードのご利用加盟店から各クレジ
ットカード会社へ売上があったお取引が対象となります
（携帯電話料金・インターネットプロバイダー料金等の
お引き落としを含みます）。ただし、お取引期間にクレ
ジットカードのご利用がない場合でも、判定月から遡っ
て 1 年間のいずれか 1 つのクレジットカードご利用金額
が 10 万円以上の場合は、特典をご利用いただけま
す。
＊5 「年間 100 万円以上のご利用」は判定月から遡って 1
年間のみずほＪＣＢデビットまたはみずほマイレージク
ラブカード（クレジットカード）のいずれか 1 つのカード
利用額で判定します。
お取引条件２
給与受取があるお客さま＊6
＊6 通帳のお取引内容欄に「給与」「賞与」と記載されてい
る場合のみ対象となります。
お取引条件３
25 歳未満の学生のお客さま＊7

＊9 オリコカードは株式会社オリエントコーポレーションが発
行するクレジットカードです。
＊10 対象となるカードは Mastercard、Visa、JCB のいずれか
のブランドがついたオリコカードです。ただし、法人カー
ド、ビジネスカード、for Biz カード等、事業性資金決済用
のクレジットカードは対象外です。
＊11 特典のご利用には別途お客さまご自身で株式会社オリ
エントコーポレーションの専用サイトからの登録が必要と
なります。カード契約者ご本人の同意が必要なため、家
族カードではお申し込みいただけません。必ずカード契
約者ご本人が本人会員カードでお申し込みください。
＊12 毎月１日から末日のカードショッピングのご利用で、翌月
10 日までにクレジットカードご利用加盟店から株式会社
オリエントコーポレーションへ請求があったお取引が対
象となります。
お取引条件５
J.Score のスコアを取得し、みずほ銀行との情報共有に同意し
ていただいたお客さま＊13＊14
＊13 株式会社 J.Score はみずほ銀行とソフトバンク株式会社
が設立した株式会社です。
＊14 株式会社 J.Score の商品・サービス内容については、
https://www.jscore.co.jp/よりご確認ください。

＊8

＊7 みずほ銀行ホームページ内の専用サイトからの登録
が必要となります。
＊8 大学、大学院、短大、高専、各種専門学校に在学
中の方が対象となります（予備校除く）。
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お取引条件６
みずほ銀行・みずほ証券のＮＩＳＡ/つみたてＮＩＳＡ口座
(以下ＮＩＳＡ口座)をお持ちのお客さま

お取引条件８
みずほ銀行のお借り入れ（住宅ローン＊29・カードローン
など）*30＊31＊32 の月末の最終残高があるお客さま

＊15＊16＊17＊18＊19＊20＊21＊22

＊15 ＮＩＳＡ口座の開設が完了した月より 2 年間が対象と
なります。2016 年 12 月以前に開設された方について
は、2018 年 11 月末判定まで対象になります。
＊16 月末時点でみずほ銀行・みずほ証券のＮＩＳＡ口座開
設が完了している場合が対象となります。ＮＩＳＡ口座
開設にはみずほ銀行・みずほ証券を通じて税務署あ
ての申請手続きが必要です。税務署の確認には相応
の期間（約 1 ヵ月）がかかる場合があります。
＊17 みずほ銀行でＮＩＳＡ口座をお持ちのお客さまは、投
資信託の指定預金口座がみずほマイレージクラブの
利用口座に登録されていることが必要となります。
＊18 みずほ証券でＮＩＳＡ口座をお持ちのお客さまは、お
取引条件の反映には、別途お手続きが必要となりま
す。
＊19 ＮＩＳＡ口座は、基本的におひとりさま１口座に限り開
設することができます（金融機関等を変更した場合を
除く）。
＊20 ＮＩＳＡ制度（少額投資非課税制度）について、くわしく
はみずほ銀行・みずほ証券の店頭までお問い合わせ
ください。
＊21 みずほ銀行・みずほ証券にＮＩＳＡ口座をお持ちのお
客さまが、その他の金融機関に変更した場合は対象
外となります。
＊22 ジュニアＮＩＳＡにつきましては口座開設のみではお
取引条件 6 の対象となりませんが、ジュニアＮＩＳＡ口
座に資産運用商品の残高がある場合は お取引条件
6 の対象となります。
お取引条件７
みずほ銀行・みずほ信託銀行・みずほ証券の資産運用商品
＊23
（投資信託＊24［ＭＭＦ・ＭＲＦなどを除く］・金銭信託・外貨
預金［特約付き定期預金を含む］・公社債・株式など）の月
末の最終残高があるお客さま＊25*26＊27＊28

＊29 長期固定金利住宅ローン「フラット３５」（機構買取型）
の場合、みずほ銀行が住宅金融支援機構から顧客
情報の提供を受けることについて同意をいただいて
いるお客さまのみが対象となります。
＊30 総合口座貸越、企業提携ローンなど一部対象となら
ない商品がございます。
＊31 お借り入れのお申し込みに際してはみずほ銀行所
定の審査がございます。審査の結果によっては、
お借り入れのご希望にそいかねる場合がございま
すので、あらかじめご了承ください。
＊32 各種ローンには別途諸費用がかかる場合がありま
す。
お取引条件９
みずほ銀行・みずほ信託銀行の各種預金[円預金（普通
〔無利息型を除く〕・貯蓄・定期･財形）など］の月末の最終
合計残高およびみずほ銀行・みずほ証券の MMF・MRF
などの月末の最終合計残高が 30 万円以上のお客さま＊33
＊34＊35＊36＊37＊38

＊33 みずほグローバル口座（円定期預金）の残高も月末
の最終合計残高に含まれます。
＊34 みずほ信託銀行・みずほ証券でのお取引の残高等
の反映には別途お手続きが必要となります。
＊35 月末にお振替をされた場合、お取引時間により
振替額が月末の最終残高に含まれない場合があり
ます。
＊36 総合口座貸越やカードローンのご利用分による
残高のマイナス分は考慮されません。
＊37 MMF・MRＦ購入時は、申込日ではなく、約定日と
同月の月末より残高として判定されます。
＊38 中期国債ファンドも対象となります。

＊23 1 ページにご留意いただきたい事項がございます。
＊24 ＭＭＦ・ＭＲＦ・中期国債ファンドは資産運用商品の
残高には含まれませんが、お取引条件 9 の各種預金
の月末の最終合計残高に含まれます。
＊25 みずほグローバル口座（外貨定期預金）の残高も判定
対象となります。
＊26 みずほ信託銀行・みずほ証券でのお取引の残高等の
反映には別途お手続きが必要となります
＊27 投資信託購入時は申込日ではなく、約定日と同月
の月末より残高として判定されます。
＊28 「保険」は、みずほ信託銀行での販売分（除く平準払
保険）のみ対象となります。
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[お取引状況による判定/特典のご利用期間]
毎月、月末時点でのお取引状況を判定し、翌々月 1 ヵ月
間
＊39＊40＊41
、特典を提供させていただきます。ただし、みず
ほ JCB デビット・みずほマイレージクラブカード（クレジット
カード）・オリコカードのご利用時の判定につきましては、
以下の点にご注意ください。

＊41 振込手数料の特典は、振込指定日ではなく、振込
受付日の時点で判定し、提供させていただきます。
・はじめてみずほマイレージクラブにご入会（ご登録）され
るお客さまは、ご入会（ご登録）月からその翌々月まで、
お取引状況にかかわらず、他行宛振込手数料が月 4 回
まで無料となる「うれしい特典」＊42 をご利用 いただけま
す。
・ お 取引条件に よる 、お取引状況の判定は ご 入会
（ご登録）月の翌月よりはじまります。

＜みずほ JCB デビット＞
●判定月の前月 16 日から判定月の 15 日までのお取引 ＊42 「うれしい特典」は、みずほ銀行がみずほマイレージ
状況での判定となります。ただし、ご利用分の取消等に
クラブのお申し込みを受け付け、所定のお手続き
より、期間中の売上の合計が 0 円以下となった場合は、
（申込登録）が完了した時点（お申し込み受け付け
当該期間中のご利用がなかったものとみなします。
から 1 週間程度）よりご利用いただけます。
●一部ご利用いただけない加盟店（公共料金のお支払い
など）がございます。
●年会費など一部費用のお支払いは対象外となります。
＜みずほマイレージクラブカード＞
●UC カード・セゾンカードは判定月 11 日から翌月 10 日
まで、オリコカードは判定月 1 日から末日までのお取引
状況での判定となります。
●公共料金（電話・電気・ガス・水道・NHK）のお支払いに
おいて、「各社の検針日やその他の事務上の都合など
により、判定月の請求が前月もしくは翌月に合算された
場合」や「お支払い方法の設定によって判定月に請求
が行われない場合」には翌々月のみずほマイレージ
クラブの特典はご利用いただけません。翌々月に特典
をご利用いただくためには他の条件を満たしていただく
必要があります。
●ショッピングの分割払い・ボーナス払いのお引き落とし
分、キャッシング、分割払い手数料、リボ手数料、 年会
費、UC 取扱保険料、寄付金など、一部対象とならない
お取引があります。
＜引落口座をみずほ銀行に設定いただいているオリコ
カード＞
●判定月１日から末日までのお取引状況での判定となり
ます。
●ショッピングの分割払い・ボーナス払いのお引き落とし
分、キャッシング、分割払い手数料、年会費など、一部
対象とならないお取引があります。

＊39〔特典のご利用期間〕は、当月（判定の翌々月）１日か
ら月末となります。ただし、年末年始などに一部日
程が変更されることがあります。
＊40 特典のご利用期間は、当月 1 日の前日 19:00 頃より
24:00 頃の間に、当月の「うれしい特典」の切り替え
が行われます。なお､ご利用可否切替の対象のお
客さまは､上記の時間帯に「うれしい特典」 をご利用
いただけない場合があります｡
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特典１
みずほ銀行ＡＴＭ・イオン銀行ＡＴＭ時間外手数料
無料

平日の夜間・早朝、土・日曜日、祝日など、いつでも手数料無料で
現金のお引出し･ご入金ができます。

特典２
コンビニＡＴＭ(イーネット・ローソン・セブン銀行)
ご利用手数料・時間外手数料が月 4 回まで無料
※5 回目以降は、所定の手数料がかかります。

・イーネットマーク、ローソンＡＴＭマーク、セブン銀行マークの
ある、コンビニＡＴＭが対象となります。
＊イーネットマーク、ローソンＡＴＭマーク、セブン銀行マークの
ない他行ＡＴＭをご利用いただいた場合、特典はご利用いた
だけません。ご利用の前にお確かめください。
＊ＡＴＭが設置されていないコンビニもあります。
＊一部ご利用いただけない時間帯があります。
・無料特典の回数は、毎月 1 日から末日までのうち 4 回となります。
・無料特典のご利用回数は、コンビニＡＴＭご利用時の明細票で
ご確認いただけます。また、みずほダイレクト[インターネット/
モバイルバンキング]・かんたん残高照会（インターネット残高照
会）でも「うれしい特典」のご利用回数をご確認いただけます。

特典３
みずほ銀行本支店宛振込手数料無料
他行宛の振込手数料も最大月 4 回まで無料
みずほダイレクト[インターネット/モバイル
バンキング]またはかんたん残高照会（インタ
ーネット残高照会）の初回登録（※1）をして
いただき、下記のうち、いずれか 1 つのお取引
を行っている場合、他行宛振込手数料が
月 1 回まで無料（※2）
● 各種預金の月末の最終合計残高 50 万円以
上
● みずほ銀行・みずほ証券のＮＩＳＡ/つみた
てＮＩＳＡ口座保有（ＮＩＳＡ口座開設後
2 年間）
下記のうち、いずれか 1 つのお取引を行って
いる場合、他行宛振込手数料が
月 4 回まで無料（※2）
● 各種預金の月末の最終合計残高500 万円以
上
● みずほＪＣＢデビットまたはみずほマイ
レージクラブカード（クレジットカード）
のいずれか 1 つのカードの年間 100 万円以
上ご利用
● 資産運用商品の月末の最終残高がある
＊1 ページにご留意いただきたい事項が
ございます。
● お借り入れの月末の最終残高がある

・みずほダイレクトの利用口座（代表利用口座を含む）間の振替は
手数料無料でご利用いただけます。
・ＡＴＭでのお振り込みについては、キャッシュカードによるお振り
込みの場合のみ対象となります（現金でのお振り込みは対象とな
りません）。
・みずほ銀行ＡＴＭ・イオン銀行ＡＴＭ・みずほダイレクトからの
お振り込みが対象となります。
＊イオン銀行ＡＴＭでお振り込みの場合、所定の振込手数料・時
間外手数料が引き落としされますが、翌営業日付けで、引き落
とされた手数料がお取引口座に返金されます。なお、競走事
業電話投票制度用専用口座の残高確定時には、キャッシュバ
ック金額が反映されない場合があります。
・コンビニＡＴＭでのお振り込みは対象となりません。
・みずほ銀行ＡＴＭ・イオン銀行ＡＴＭ・みずほダイレクト等の限度
額を超えるお取引等により、店頭をご利用いただいた場合、所定
の振込手数料がかかります。みずほマイレージクラブによる手数
料無料特典はございません。
・無料特典の回数は、毎月１日から末日までのご利用回数が対象
となります。・無料特典は、お客さまがご指定になった口座へ入金
ができなかった場合でも 1 回利用としてカウントします。あらかじ
めご了承ください。
・ＮＩＳＡ口座を 2016 年 12 月以前に開設された方については、
2018 年 11 月末判定まで対象になります。

※1 成年後見制度をご利用のお客さまは、店頭で別
途お手続きいただき、本初回登録以外のお取
引条件を満たしていただくことで「うれしい特
典」をご利用いただけます。
※2 無料回数を超えると、所定の手数料がかかりま
す。
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特典４
新規・切替・再発行時のカード発行手数料が無料

・みずほマイレージクラブのお取引条件を満たされている場合、
カードタイプのお切り替えや紛失時の再発行も無料となります。
・みずほマイレージクラブ退会にともない、みずほマイレージクラブ
カード（キャッシュカード一体型）もしくはみずほマイレージクラブ
会員専用ＩＣキャッシュカードをみずほＩＣキャッシュカードへお切
り替えの場合、有料（1,080 円）となります。
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（２）みずほマイレージクラブカード（クレジットカード）
（みずほ銀行との提携により株式会社クレディセゾンまたは株式会社オリエントコーポレーションが提供するクレジット
カードです）
１．商品名

みずほマイレージクラブカード

２．ご利用いただける方

みずほマイレージクラブ会員で 18 歳以上の方（除く高校生の方）がお申し込みいただけます。

[一般] ＵＣ Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ・セゾンＶｉｓａ・セゾンＪＣＢ ／ 年会費無料
＊キャッシュカード・クレジットカード一体型。
＊ＵＣ Ｍａｓｔｅｒcａｒｄのみ家族カード（年会費：無料）取り扱いあり。
[一般] みずほマイレージクラブカードセゾンアメリカン・エキスプレス・カード・ベーシック ／
年会費無料
＊キャッシュカード・クレジットカード一体型。
＊海外旅行傷害保険付帯。
[みずほマイレージクラブカード/ＡＮＡ] ＵＣ Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ ／ 年会費無料
＊キャッシュカード・クレジットカード一体型。
＊家族カード（年会費：無料）取り扱いあり。
＊ＡＮＡマイレージクラブ機能、電子マネー＜楽天Ｅｄｙ＞機能付帯。

３．種類
国内ブランド
国際ブランド
年会費
（消費税等を
含みます）

［みずほマイレージクラブカードセゾンＳｕｉｃａ］ ／ 年会費無料
＊キャッシュカード・クレジットカード一体型。
＊電子乗車券・電子マネーＳｕｉｃａ機能付帯。
＊永久不滅ポイント 200 ポイントを 1,000 円のＳｕｉｃａ電子マネーとしてチャージ（入金）可能。
［みずほマイレージクラブカード/ＴＨＥ ＰＯＩＮＴ］ Ｍａｓｔｅｒcａｒｄ・Ｖｉｓａ ／ 年会費無料
＊キャッシュカード・分離型クレジットカード。
＊家族カード（年会費：無料）取り扱いあり。
＊2 種類の後払い式電子マネー「iＤ/ＱＵＩＣＰａｙ」機能付帯。
[セレクト] ＵＣ Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ ／ 年会費 1,890 円（初年度無料）
＊新規申込は 2007 年 12 月 3 日をもって終了いたしました。
＊家族カード（年会費：1 名につき 702 円）取り扱いあり。
＊海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険付帯。
セゾンアメリカン・エキスプレス・カード ／ 年会費 3,240 円
＊新規申込は 2008 年 10 月 17 日をもって終了いたしました。
＊海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険付帯、海外利用ポイント 2 倍。
[ゴールド] ＵＣ Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ ／ 年会費 10,800 円
＊キャッシュカード・クレジットカード一体型(分離型も取り扱いあり)。
＊家族カード（年会費：1 名につき 1,080 円(1 名までは無料)）取り扱いあり。
＊海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険付帯｡

４．ＩＣクレジットカード
機能

ＩＣチップを搭載
ＩＣカードに対応した端末機が設置された加盟店では、ご利用金額を確認後、暗証番号を
備え付けのピンパッドから入力いただければサインレスでお手続きが完了となります。
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＜ＵＣ・セゾン＞
みずほマイレージクラブカードによるショッピングなどで、株式会社クレディセゾンが提供する
「永久不滅ポイント」を付与させていただきます。
[たまる]
みずほマイレージクラブカードのご利用でたまります。１ヵ月のショッピングご利用総額 1,000
円ごとに 1 ポイントたまります（ポイントの有効期限は無期限です）。
＊キャッシング返済金、カード年会費、一部保険料、および、楽天 Edy や nanaco のクレジッ
トカードチャージ、ユニクロオンラインギフトカードの購入などは、永久不滅ポイントの対
象外となります。
[つかう]
たまった累計ポイント数に応じて「永久不滅ポイントアイテム」の中からお好きなアイテムや
他企業のポイントなどと交換いただけます。
[パートナーズサービス]
パートナー企業でのショッピングのお支払いなどで、みずほマイレージクラブカードをご利
５．ポイント
＊ 永久不滅ポイント
は、株式会社クレ
ディセゾンが提供
するポイントプログ
ラムです。オリコポ
イントは、株式会社
オリエントコーポレ
ーションが提供す
るポイントサービス
です。

用いただくと、株式会社クレディセゾンの発行する永久不滅ポイントが 通常の 2 倍～6 倍た
まります（一部対象外の店舗[テナント含む]・商品・サービスがあります）。
[ポイントサイト｢セゾンポイントモール」]
「セゾンポイントモール」には、永久不滅ポイントがおトクにたまるサービスが満載。 オークショ
ンやクーポン購入､買取査定などでもポイントがたまります｡たとえば､｢セゾンポイントモール｣
経由でお買物をすれば､永久不滅ポイントがいつでも通常(1,000 円につき 1 ポイント)の最大３0
倍たまります。
＜オリコ＞
みずほマイレージクラブカードによるショッピングなどで、株式会オリエントコーポレーションが
提供する「オリコポイント」を付与させていただきます。
［たまる］
みずほマイレージクラブカードのご利用でたまります。１ヵ月のショッピングご利用総額 100
円ごとに 1 ポイントたまります（ポイントの有効期限はポイントの獲得月を含めて 12 ヵ月後の
月末です）。
＊キャッシングのご利用分、オリコプリペイドカードチャージのご利用分、分割払い手数料、

６．主な付帯サービス
＊別途お申し込みが
必要となります。

諸費用、Edy チャージ、nanaco チャージなどは、オリコポイントの対象外となります。
［つかう］
たまったオリコポイントは、パソコンやスマートフォンからすぐにつかえるギフト券や各種ポイ
ントに交換いただけます。
＊オリコポイントの交換には、オリコポイントサイト「オリコポイントゲートウェイ」のご利用登録
(無料)が必要です。
［ネットショッピング「オリコモール」］
総合通販・家電・コスメ・グルメ・旅行予約など約 600 のショップが参加しているショッピングモ
ールです。いつものネットショッピングを「オリコモール」経由にするだけで、ポイントが最低で
も 2％以上たまります(ショッピングご利用時の基本ポイント 1％に加え、ご利用のショップを問
わず 0.5％が特別加算され、さらにご利用のショップごとに 0.5％～15％加算される)。
・ＥＴＣカード
高速道路など有料道路の料金所をノンストップ、キャッシュレスで精算できる「ＥＴＣ」シス
テムに対応した「ＥＴＣ」専用カードを発行しております（年会費無料）。みずほマイレージク
ラブカードに紐づくＥＴＣカードが別途発行されます。
＜セゾン＞最大 5 枚まで発行できます。
＜ＵＣ、オリコ＞みずほマイレージクラブカード 1 枚につきＥＴＣカード 1 枚が発行できます
(家族カード 1 枚ごとにひもづいたＥＴＣカードの発行は可能です)。
・電子マネー「iＤ」、「ＱＵＩＣＰａｙ」機能
＜ＵＣ・セゾン＞
ケータイクレジット「ｉＤ」、「ＱＵＩＣＰａｙ」サービスの取り扱いをしております（年会費無料）。
おサイフケータイにクレジットカードを登録して、おサイフケータイで「ｉＤ」、「ＱＵＩＣＰａｙ」を
ご利用いただけるサービスです
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＊「おサイフケータイ」および「ｉＤ」はＮＴＴドコモの商標または登録商標です。
＊「ｉＤ」のご利用にはＮＴＴドコモのおサイフケータイが必要になります。
＊「ＱＵＩＣＰａｙ」のご利用にはＮＴＴドコモ、au またはソフトバンクのおサイフケータイが必要
になります。
＊おサイフケータイのご利用分は［パートナーズサービス］対象外となります。
＜オリコ＞
みずほマイレージクラブカード/ＴＨＥ ＰＯＩＮＴに「ｉＤ」と「ＱＵＩＣＰａｙ」、2 つの機能を搭載して
いますので、読み取り機にカードをかざして「ｉＤ」、「ＱＵＩＣＰａｙ」をご利用いただけます。
＊おサイフケータイにクレジットカードを登録して、おサイフケータイで「ｉＤ」、「ＱＵＩＣＰａｙ」を
ご利用いただけるサービスもございます。

[パートナーズサービス]
「パートナー企業」でのショッピングのお支払いに、みずほマイレージクラブカードをご利用いただくと、永久不滅ポイ
ントが通常の 2 倍～6 倍たまります。
○パートナーズサービスは、株式会社クレディセゾンが発行するみずほマイレージクラブカードでご利用いただけま
す。株式会社オリエントコーポレーションが発行するみずほマイレージクラブカードは対象外です。
○パートナー企業でのご利用による永久不滅ポイントは、通常「1 回のご利用金額 1,000 円ごとに 1 ポイント」×倍数が
たまります。
○みずほマイレージクラブカードセゾンをご利用のお客さまのボーナスポイント分のポイント加算時期は、通常のご利
用で永久不滅ポイントが加算される時期の翌月となります。
○2 回払い・ボーナス 2 回払いをご指定された場合、セゾンカードは、初回請求時にご利用金額 1,000 円ごと、UC
カードは、1 回のご請求金額 1,000 円ごとに 1 ポイント×倍数がたまります（ボーナス 2 回払いはセゾンのみの
お取り扱いとなります）。
○「ｉＤ」「ＱＵＩＣＰａｙ」のご利用分はパートナーズサービスの対象外となります。
パートナー企業
ご留意事項
全日本空輸
＊ＡＮＡ ＳＫＹ ＷＥＢ(日本サイト)・ＡＮＡ ＳＫＹ ＭＯＢＩＬＥ（携帯用日本サイト）、日本国
（ＡＮＡ）
内のＡＮＡ予約・案内センター、日本国内のＡＮＡカウンターにてご購入いただいた航空
券のみ対象となります。
２倍
＊｢ＡＮＡ ＳＫＹ ＷＥＢ ＴＯＵＲ｣は｢セゾンポイントモール｣からご利用ください｡
ヤマダ電機
＊一部の店舗および「ヤマダウェブコム」では対象となりません。
２倍
＊「ヤマダウェブコム」は「セゾンポイントモール」からご利用ください。
ビックカメラ
２倍

＊「Air BIC CAMERA 成田空港第２ターミナル店」では対象となりません。

ＥＮＥＯＳ
２倍

東武百貨店
東武宇都宮百貨店

＊一部のサービスステーションでは対象となりません。

＊食料品、レストラン街、一部のブランド品等は対象となりません。

２倍

プリンスホテル
２倍

＊ご宿泊、レストランでのご利用が対象となります。
＊ご婚礼、ご宴会、ネットショップ、通販でのご利用は対象となりません。また、一部対象外の
施設があります。

セシール
２倍

－
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ヤナセ
２倍

＊ヤナセでの車両整備（車検・定期点検等）にて、みずほマイレージクラブカード（UC・セゾ
ン）をご利用の場合のみ対象となります。車両購入代金は、みずほマイレージクラブカー
ド（UC・セゾン）での決済を取り扱っておりませんので、対象となりません。 また、対象とな
る店舗は、原則ヤナセ直営店舗およびヤナセグローバルモーターズの各店舗となりま
す。対象店等のお問い合わせはヤナセホットコール（0120-35-5587）までご連絡くださ
い。

富士通
２倍

＊「富士通直販サイトＷＥＢ ＭＡＲＴ」でのお支払いにみずほマイレージクラブカード（UC・
セゾン）をご利用の場合のみ対象となります。

日本通運
２倍

ヤマト
グループ
２倍

日比谷花壇
オンラインショッピングで＊１

６倍
店舗・電話で＊２

２倍

白洋舍
２倍

サンリオ
２倍

韓国ロッテ
グループ
２倍

＊引越サービスをご利用いただいた場合が対象となります。

＊ヤマトホームコンビニエンス、沖縄ヤマト運輸の引越サービスをご利用いただいた場合が
対象となります。
＊１ ＵＣカード/セゾンカードホームページよりリンクの「日比谷花壇フラワーサービス」から
ご購入いただいた場合のみ対象となります。ただし、海外のお届けはボーナスポイン
トの対象となりません。
＊２ デパート店および一部ホテル店舗は対象となりません。また、電話でのご利用は
0120-001187（9:30～17:30/年末年始除く）に限ります。
＊みずほマイレージクラブカード（UC・セゾン）が利用可能な店舗に限ります。ただし、 デ
パート店やスーパー、ショッピングモールなどテナント店舗では原則対象となりません。
＊サンリオのキャラクターテーマパーク「サンリオピューロランド」・「ハーモニーランド」、サン
リオオンラインショップでのお支払いにみずほマイレージクラブカード（UC・セゾン）を ご
利用の場合のみ対象となります。
＜ロッテ百貨店・ロッテホテル・ロッテ免税店・ロッテワールド＞
＊一部レストラン街、専門店街等は対象となりません。
＊ロッテホテルのうちロッテシティホテル（錦糸町、麻浦、金浦空港）は対象外となります。
＊ロッテ免税店のうち、「金浦空港」「金海空港」「仁川空港」の一部、「コエックス店」は対象
外となります。

○パートナーズサービスの記載内容は、2018 年 4 月 2 日現在のものです。パートナーズサービスの内容は随時変
更となります。最新の情報などくわしくは、みずほ銀行店頭またはみずほマイレージクラブホームページまたはＵＣ
カード/セゾンカードホームページにてご確認ください。
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[ポイントプログラム]
＜ＵＣ・セゾン＞
「永久不滅ポイント」がたまります。
＊永久不滅ポイントは、株式会社クレディセゾンが提供するポイントサービスです。
株式会社オリエントコーポレーションが発行するクレジットカードは対象外です。
[永久不滅ポイント交換]
＜みずほマイレージクラブカード会員限定の永久不滅ポイント交換＞
■宝くじと交換（20 歳以上のお客さまが対象）
・永久不滅ポイント 600 ポイントごとに、ジャンボ宝くじ 3,000 円分と交換
＊宝くじへの交換の場合、ドリームジャンボ・サマージャンボ・年末ジャンボ宝くじが対象となります。永久不滅
ポイントの交換受付期間は店頭の宝くじ発売期間と異なりますので、あらかじめご了承ください。店頭での
発売終了日の約 2 週間程度前に終了となります。
＊宝くじは株式会社クレディセゾンでお預かりさせていただき、お届けのご住所宛に明細通知書を郵送させて
いただきます。なお、明細通知書のお届けはお申し込みから最大で 2 ヵ月以上かかる場合があります。お預
かりした宝くじの当せん確認は、株式会社クレディセゾンが抽せん日に行います。当せん金は、支払開始日
の約 1 週間後に代表利用口座へご入金いたします。くわしくはＵＣカード/セゾンカードホームページにてご
確認ください。
■ＡＮＡのマイルへ交換
・永久不滅ポイント 200 ポイントを、ＡＮＡのマイル 600 マイルへ
・(みずほマイレージクラブカード/ＡＮＡをお持ちのお客さま限定)
永久不滅ポイント 100 ポイントを、ＡＮＡのマイル 350 マイルへ
■ビックカメラのポイントへ交換（他のＵＣカードでも交換可能です）
・永久不滅ポイント 200 ポイントを、ビックカメラの「ビックポイント」1,000 ポイントへ
■楽天スーパーポイントへ交換
・永久不滅ポイント 200 ポイントを、楽天スーパーポイント 1,000 ポイントへ
＊ＡＮＡのマイル、ビックカメラの「ビックポイント」への交換は、インターネット（ＵＣ「アットユーネット！」または
セゾン「Ｎｅｔアンサー」）、お電話（みずほマイレージクラブ専用デスク）にてお申し込みください。
＊「楽天スーパーポイント」への交換は、インターネット（ＵＣ「アットユーネット！」またはセゾン「Ｎｅｔアン
サー」）にてお申し込みください。セゾン「Ｎｅｔアンサー」をご利用の場合は、「ポイント交換申請書」をお取り
寄せのうえ、お申し込みください。
○永久不滅ポイントは、永久不滅ポイントアイテムやみずほマイレージクラブのパートナー企業のポイント・宝く
じ・ギフトカード等へ交換できます（交換メニューの一部には、みずほマイレージクラブカード限定のポイント
交換メニューが含まれます。また、ＪＡＬマイレージバンクのマイルへの交換など一部ご利用いただけないメ
ニューもあります）。
○永久不滅ポイントアイテムはＷＥＢサイト（https://www.saisoncard.co.jp/point/item/）でご覧いただけます。
[永久不滅ポイントの交換方法]
【インターネットで】
＜みずほマイレージクラブカード（ＵＣ）をご利用の方＞
・ＵＣカードホームページ「https://www2.uccard.co.jp/」から「アットユーネット！」へ
＜みずほマイレージクラブカードセゾンをご利用の方＞
・セゾンカードホームページ「https://www.saisoncard.co.jp/」から「Ｎｅｔアンサー」へ
【お電話で】
＜みずほマイレージクラブ専用デスク：0120-1-32402＞
（海外からのご利用などフリーダイヤルをご利用いただけない場合は：03-6743-7777（通話料有料））
2 □
1 □
4 □
・ＵＣカードをご利用の方
サービス番号□
# ⇒□
# ⇒□
#
2 □
2 □
3 □
2 □
・セゾンカードをご利用の方
サービス番号□
# ⇒□
# ⇒□
# ⇒□
#
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＜オリコ＞
「オリコポイント」がたまります。
＊オリコポイントは株式会社オリエントコーポレーションが提供するポイントサービスです。
株式会社クレディセゾンが発行するクレジットカードは対象外です。
[オリコポイント交換]
■各種ギフト券へ交換
・500 オリコポイントから各種ギフト券へ等価で交換できます。
Amazon ギフト券、iTunes ギフトコード、nanaco ギフト、Edy ギフト ID、ファミリーマートお買物券、すかいらーく
ご優待券、オリコモールクーポン
■他企業のポイントへ移行
・1,000 オリコポイントから他企業のポイントへ移行できます。
WAON ポイント（1,000 WAON ポイントへ）、ANA マイレージクラブ（600 マイルへ）、JAL マイレージバンク（500 マ
イルへ）、T ポイント（1,000 ポイントへ）、楽天スーパーポイント（1,000 ポイントへ）、ｄポイント（1,000 ポイントへ）、
WALLET ポイント（1,000 ポイントへ）、ベルメゾンポイント（1,000 ポイントへ）
■商品券へ交換
※UC ギフトカードは 20,000 オリコポイント未満の交換の場合、事務手数料がかかります(お申込み 1 件につき＋500
オリコポイント)。
[オリコポイントの交換方法]
オリコポイントのご利用には「オリコポイントゲートウェイ」のご利用登録（無料）が必要です。
【インターネットで】
「https://point.orico.co.jp/」から「オリコポイントゲートウェイ」へ
（３）みずほマイレージクラブ専用デスク
みずほマイレージクラブ会員の方のみがご利用いただけます。
[サービス内容およびご利用時間]
みずほマイレージクラブ専用デスク〔個人のお客さま専用〕
イチバン！

電話番号

ご利用の前に

みずほマイレージ

フリーダイヤル ０１２０－ １ －３２４０２
海外からのご利用などフリーダイヤルをご利用いただけない場合は
03－6743－7777（通話料有料）
音声ガイダンスにしたがってご利用のメニューをお選びください。
ダイヤル回線をご利用の場合は､お電話がつながり次第｢ ｣｢ＰＢ｣｢トーン｣などのボタンを押し､
プッシュトーンへお切り替えください｡

◎サービスにより受付時間が異なります。
◎時間帯によりサービス番号が変更となる場合があります。
◎ご照会の内容によっては、専門の部署にてご回答させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
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