
ー 1 ーー 4 ー

ご利用代金のお支払口座 北洋銀行

クレジット・ちょこっとカード機能付きの組合員
証です。
コープの宅配システムトドックや灯油・店舗など
でのお支払いにご利用いただけます。
●「　　　　　　　　　　　」は、ICチップを搭載したクレジット

カードです。
●ちょこっとカードはコープさっぽろの電子マネーでコープ

さっぽろの店舗でのみご利用いただけます。
●本カードには有効期限があり、有効期限を過ぎたカードはご利

用いただけません。
●クレジットカード取引から生じる一切の債務について、株式会社

札幌北洋カード（以下「保証会社」という）の保証を得ていただ
きますので、このお申し込みにつきまして保証会社で保証審査
を行います。

◆ とは？
お申し込み時の年齢が満18歳以上で、
ご本人または配偶者に安定した収入があり、
コープさっぽろ組合員である方。
※原則、北海道内に居住地と勤務地がある方が対象です。
※未成年の方のお申し込みは親権者の同意が必要です。
※学生の方はお申し込みできません。
※組合員でない方はコープさっぽろで加入手続きをお願いいたします。

家族会員：本会員と生計を同一にするご両親・配偶者・18歳以上
のお子様（高校生を除く）。
※家族会員は本会員カードがお手元に到着後、別途お申し込みくだ

さい。（原則1枚の発行とさせていただきます。）

◆お申し込み対象

組合員証

のご案内

 のクレジットカードに関する説明（入会対象者、年会費等）
や各種特典に関してのご不明な点は、3ページの北洋銀行クレジットカードセンター
までお問い合わせください。

本紙はお申込書の控えとともに、大切にお持ちください。

北洋銀行からのご案内

特典
1 銀行取引によりポイントが貯まる

特典
2

コープさっぽろ以外での
クレジット利用で自動的に
Oki Dokiポイントが貯まる

特典
4

1年目年会費
［1,375円（税込）］（家族会員440円（税込））無料

特典
5

北洋銀行で住宅ローンをご契約の方はさらに
住宅ローン返済条件変更手数料が無料
ATM北洋銀行宛振込手数料が無料

特典
3

貯めたOki Dokiポイントを
いろいろ交換

うれしい特典もりだくさん！

北洋銀行とのお取り引きやクレジットのご利用で貯まったポイントは目的別に3つのコースから選択し、
利用できます。後日、コースを変更することも可能です。
◆コープ利用ポイントコース
コープさっぽろの店舗、または宅配システムトドックで利用できるポイントに還元します。

【最低交換ポイント・交換単位・交換率】200ポイント以上、100ポイント単位＜100ポイントにつき500円＞
【還元時期】毎年10月末時点で保有しているOki Dokiポイントを換算して、12月末を目処に組合員証（本証）
のポイントとして付与します。
◆商品交換コース
Oki Dokiポイントプログラムのバラエティー豊かな商品などと交換できます。
※掲載内容は予告なく変更・終了となる場合があります。

＜お近くの各社ショップで＞
各ショップでのお手続きには、「 　　　　　　　　　　　」をご持参ください。また必要な書類等がある場合も
ございますので、詳しくは各社へお問い合わせください。
一部、お手続きできないショップがございます。
＜お電話で＞
各社携帯電話・PHSから下記のご連絡先まで支払変更申込書をご請求いただき、必要事項をご記入のうえ
ご返送ください。

※1　対象となる事業者：北海道電力　北海道ガス
※2　普通預金口座からの口座振替によるお支払いは対象になりません。

その場合は2年目以降の年会費が必要となりますので十分ご注意ください。
◆電気料金等のお支払い変更方法
各事業者へご連絡の上、専用申込書をご請求ください。

（北海道電力をご利用の方は、北洋銀行の店頭でもお申込書・ハガキをご用意しています。）
※実際にクレジット決済が開始されるまでには2ヵ月程度かかることがございます。
◆携帯電話・PHSご利用料金のお支払い変更方法

★対象の携帯電話・PHSよりお電話ください。
※携帯電話・PHSご契約者とクレジットカード名義人が異なる場合、クレジットカードでのお支払いができな

い場合がございます。
※お支払い方法の変更には1～2ヵ月かかることがございます。詳しくは各電話会社までお問い合わせください。

振込手数料は　　　　　　　　　　　の決済口座キャッシュカードをご利用の上、北洋銀行ATMでの北
洋銀行本支店宛振込に限り無料となります。（他行もしくは他行幹事のATM、コンビニATMをご利用の場
合は無料の対象となりません。）
ATM北洋銀行宛振込手数料は、月末の住宅ローン残高を北洋銀行基準で毎月判定し、翌月3営業日目より
無料の対象となります。

※「有効期限月」は、カード券面に表示されていますので、ご確認ください。
　（例）「有効期限04/21」と表示されている場合の「有効期限月」は「4月」となります。
※金利・手数料・遅延損害金・会員誌購読料などはご利用額の対象とはなりません。

◆年会費請求サイクル
「1年目」とは、カード券面の有効期限月を基準として、翌年の有効期限月末までの1年間となります。2年目
以降の年会費のご請求は、有効期限月の3ヵ月後の10日にお振り替えとなります。

◆年会費無料判定期間

1.給与振込・年金受取
Ａ） 給与振込
お勤め先から給与としてご指定の振込みが期間中に継続して振込みになっているものを北洋銀行判定基準
でカウントします。
Ｂ） 年金受取
公的年金＜国民年金・厚生年金・各共済年金等＞が期間中に振込みになっているものを北洋銀行判定基準
でカウントします。

2.公共料金等口座振替
電気、電話、水道、ガス、NHK、各種税金、保険料について、期間中に口座振替されているものを北洋銀行判定
基準でカウントします。
同一項目で重複したお取り引きがあっても、ポイントは重複しません。
※ただし、4ポイントを上限とします。

3.定期預金
お預け入れの定期預金＜大口定期、スーパー定期、期日指定定期、積立式定期預金等＞の毎月末時点の
合計残高を期間中（6ヵ月）で平均した残高に対して北洋銀行判定基準でカウントします。
譲渡性預金、確定拠出年金専用定期についてはカウントしません。

4.投資信託
期間中に20万円相当額以上の投資信託購入に対して、購入のつど、購入金額に応じたポイントをカウント
します。
ご購入の投資信託を、ご購入の当月中に解約した場合はカウントしません。
投資信託のファンドは問いません。

5.住宅ローン
ほくよう住宅ローン、ほくよう全期間固定金利住宅ローン等住宅関連ローンの期間中の最終月末日残高に
対して北洋銀行判定基準でカウントします。

６.無担保ローン
マイカーローン、教育ローン、リフォームローン等無担保ローンの期間中の最終月末日残高に対して北洋銀行
判定基準でカウントします。※平成21年2月2日以降のお借入分に限ります。

銀行お取り引きポイントのカウントは次のとおりです。（6ヵ月ごとに次のポイントが加算されます）
お取り引き項目

1.給与振込・年金受取
2.公共料金等口座振替
3.定期預金
4.投資信託（20万円以上の購入）
5.住宅ローン（アパートローンを除く）
6.無担保ローン（平成21年2月2日以降実行分）

ポイントの基準
いずれかのお取り引きで
振替実績1項目につき
残高100万円につき
購入10万円につき
残高100万円につき
残高10万円につき

ポイント
20

1（ただし、4ポイントを上限とします）
2
5
5
5

※ポイント項目、ポイント数等は、変更することがございます。この場合、北洋銀行ホームページ等でお知らせします。

「Oki Dokiポイントプログラム」とは、カードの毎月のご利用合計金額1,000円（税込）ごとに1ポイント
貯まり、バラエティー豊かな商品などに交換できる楽しい特典です。
ポイントの有効期限は獲得月から2年間（24カ月）有効です。
※年会費、ショッピングリボ払い・分割払い手数料、キャッシングサービスご利用分、電子マネーチャージ

ご利用分など一部のご利用分は原則としてOki Dokiポイント付与の対象となりません。
詳しくはJCBカードサイト（https://www.jcb.co.jp/）をご覧ください。

※プログラム内容は予告なく変更となる場合があります。

ご利用状況（A、Bいずれか）により2年目以降も年会費［1,375円（税込）］（家族会員440円（税込））無料
（下記A、Bいずれにも該当しない場合は、年会費が必要となります。）
A.携帯電話・PHSご利用料金または電気料金等※1の毎月のお支払いを本カードのクレジット決済※2とする場合。
B.前年1年間でトドックを含むクレジットカードショッピングのご利用をいただいた場合。

 の決済口座店と住宅ローンお取引店が異なる場合、サービスの対象となりま
せん。一部対象とならないローンがございます。
 を退会した場合、住宅ローンを全額返済された場合はサービス対象外となります。

電話会社 受付時間携帯電話・PHSからの
ご連絡先（無料）

局番なし151

局番なし157

局番なし157

局番なし116

9：00AM～8：00PM 年 中 無 休

9：00AM～8：00PM 年 中 無 休

9：00AM～8：00PM 年 中 無 休

2 4 時 間  年 中 無 休

<1年目＞

カード交付日
有効期限月の

10日お支払い分
有効期限月の

翌月10日お支払い分

1年間の判定期間1年間の判定期間

有効期限月の
10日お支払い分

<2年目＞

2019年10月1日現在

お得でうれしい
特典がいっぱい
詳しくは裏面を
ご覧ください

お申し込みに先立ち、以下の事項、ならびに　　　　　　　（JCB）会員規約（抄）、
提携カード特約、ETCスルーカード規定（要約）、QUICPay会員規定（個人用抄）、　　　　　　　保証
委託約款、預金口座振替規定、および個人情報の取り扱いに関する同意書兼年会費等についての確認書
兼住所変更届の内容を、必ずご確認・ご了承くださいますようお願いいたします。

◆マイル自動移行コース
お届出のマイル口座に、年に1度Oki Dokiポイントをマイルに交換し、自動移行します。

【マイル種類】ANA・ANAマイレージクラブ JAL・JALマイレージバンク
【最低交換ポイント・交換単位・交換率】200ポイント以上、100ポイント単位＜1ポイントにつき3マイル＞
【移行時期】毎年10月末時点で保有しているOki Dokiポイントを翌年1月にマイルに移行します。
＜お申し込みにあたって＞
・ ANAマイレージクラブ、またはJALマイレージバンクに会員登録されている方が対象となります。
・ 家族会員の方はお申し込みできません。
・ お申し込みの　　　　　　　　　　　 本会員名義とANAマイレージクラブまたはJALマイレージバンク
の会員名義が異なる場合は、ポイント移行ができません。

・ お申し込み内容に不備があった場合にはマイルへ移行できないことがあります。この場合、マイル移行の
ため一旦減算したポイントをJCBのOki Dokiポイントにお戻しします。
マイルへ移行できないことによりANAマイレージクラブまたはJALマイレージバンクの特典権利を喪失
された場合でも、北洋銀行は一切責任を負わないものとします。

・ ポイント集計の基準月（10月）のお申し込みの場合、お申込日により当年度の移行ができない場合があり
ます。その場合は、次年度からの移行とさせていただきます。

・ マイル移行に伴うOki Dokiポイント減算後のお取り消しはいたしかねますのであらかじめご了承ください。
・ 北洋銀行の都合により、本サービスを変更・取止めすることがあります。サービス内容の変更等については、
北洋銀行ホームページ等でお知らせします。

・　　　　　　　　   　  と 　　　　　   JCB・ 　　　　　   DC等、 　　　　　   を複数枚お持ちに
なっている方のOki Dokiポイントの合算はできません。カードごとにお申し込みが必要となります。

・　　　　　　　　   　  を退会された後のマイルへの移行はできません。
・ マイル積算については、ANAインターネット会員専用情報ページ、またはJALホームページのJALマイ
レージバンク会員専用ページにてご確認ください。

のご案内

※　　　　　　　　　　　　　 は
　コープさっぽろ組合員証をかねた
　クレジットカードです。

※カードは株式会社ジェーシービーより
　簡易書留郵便でお届けします。

◆ 利用代金決済口座店のご本人様名義のお取り引きをカウントします。
＜ご注意＞決済口座店を変更された場合カウントできないことがあります。
◆4月1日から同年9月30日および10月1日から翌年3月31日までの各期間の北洋銀行とのお取り引き

に応じてポイントをカウントします。
◆ が発行された月からの銀行の各種お取り引きに応じたポイントをJCBの「Oki Doki

ポイントプログラム」にボーナスポイントとして年2回加算します。
◆決済口座店以外のお取り引きについてはカウントできません。
◆ご家族名義のお取り引きについてはカウントできません。
＜ご注意＞お客様が複数の　　　　　　　の本会員である場合は、北洋銀行所定の基準でそのいずれか

ひとつのクレジットポイントに加算します。

コープさっぽろの
電子マネー

ちょこっとカード　　も
ご利用いただけます。

C M Y K 51492R29 1A　北洋銀行様
cloverトドックのご案内
2019.8.19
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北洋銀行からのご案内 北洋銀行からのご案内

1.お申し込みにあたりまして

2.ご本人さま確認について
　　　　　　　　　　  の新規お申込にあたりまして、ご本人さまの確認をさせていた
だくことが、法律により義務付けられております。
つきましては、お名前・現住所・生年月日を確認させていただきたく、お手数ではござい
ますが、下記の（1）～（8）のうちいずれか1点を申込書とともに必ず添付してください。
添付いただきました以下の（1）～（8）の書類はご返却いたしかねますが、プライバシー
の保護を十分に配慮し、お取扱いさせていただきます。

申込書にご記入のご住所と氏名が、左記（1）～（8）の確認資料と
相違している場合は、また、ご住所の記載がない場合は補足資料として
次の①～③のうちいずれかの書類1点を左記確認資料と一緒に添付
してください。

①公共料金＜電気・電話（注1）・ガス（注2）・水道・NHK＞の領収書の
コピ－

（注1）固定電話のみ。
（注2）プロパンガスは除きます。

②社会保険料の領収書のコピー
③国税・地方税の領収書のコピー
※上記①～③は領収日付が北洋銀行到着日から6カ月以内のものに限らせてい

ただきます。
※お名前とご住所が記載されていない領収書はお受付できません。
※原本をお送りいただいた場合はコピーさせていただいた後、お返しいたします。
※金額の箇所は見えないよう塗りつぶしてください。

●本申込書の太枠で囲まれた項目は本契約に必須の事項ですので、もれなくご記入をお願いいたします。未記入項目がある場合、
カードの発行が遅れたり、本契約をお断りする場合がございます。

●ご入会に際しては北洋銀行、株式会社ジェーシービー、ならびに保証会社が審査をさせていただきます。審査の結果により、お客様の
ご希望にそえない場合は、発行を見送らせていただきますのでご了承ください。

●すでに北洋銀行にお届けいただいているご住所・ご自宅電話番号等に変更がある場合は、お申し出ください。なお、北洋銀行からの
電話でのご連絡先は、原則としてご自宅電話番号にさせていただきます。

●すでに北洋銀行で　　　　　　   をお持ちの方もコープ宅配システムトドックをご利用の際は、　　　　　　　　　　  のご契約が
必要です。

●カード発行手続きに際し、ご自宅またはお勤め先に、北洋銀行または保証会社より確認のご連絡をさせていただく場合がございます。
●ご契約の印鑑は、決済口座お届け印と同じご印鑑でお願いいたします。
●「　　　　　　　　　     」は、お申し込みいただいてから1カ月程度（お申し込み内容の確認等でさらに時間がかかる場合があり

ます）で、お届けのご住所に株式会社ジェーシービーより簡易書留でご郵送させていただきますので、お受け取り願います。
●入会申込書、および提出いただいた書類は返却いたしかねますので、ご了承ください。

＜変更・ご解約の場合＞
●住所変更・退会等の諸変更のお手続きは最寄の北洋銀行本支店にてお願いいたします。
●　　　　　　　　　　   のクレジットをご利用されている際のお支払口座のご解約は、ご利用額をご精算後にお願いいたします。

＜お申し込みのご注意事項＞
●お支払日にご入金がなく返済が滞った場合は、遅延損害金が発生するとともに、カードのご利用が停止となる場合がございます。
●お支払日にご入金がなく、翌月10日を過ぎた場合は、カード会員資格失効とカードのご返還が必要となる場合がございますので予め

ご了承ください。
●お支払日にご入金がなく、ご返済がなされなかった場合のご請求額は、翌月ご請求金額に加算されず、別途北洋銀行指定口座へ振込

手続きが必要となります。
●毎月20日を過ぎてのATMからの任意返済は翌月ご請求金額が除かれるため、翌月約定日にご請求金額のお支払いが別途必要です。

＜暗証番号のご記入＞
●暗証番号のご記入にあたっては、安全のため以下の事項にご注意ください。
●クレジットカードとキャッシュカードの暗証番号は異なる番号をご指定ください。
●暗証番号は他人に推測されにくい番号をご指定ください。特に右記の番号についてはご使用いただけません。ご記入いただいた

クレジットカードの暗証番号が右記に該当する場合、別番号をご指定させていただくことがありますので、ご了承ください。（別番号は
書面にて通知いたします。）ご記入がない場合、または北洋銀行が暗証番号を不適切と判断した場合には、北洋銀行所定の方法により
暗証番号を登録し通知いたします。

①生年月日の組み合わせ
誕生日の「年（邦暦、または
西暦の下2桁）」、「月」、「日」
の数字を組み込んだ番号
＜例＞誕生日が昭和54年5
月17日の場合「54」「5」

「17」を組み込んだ番号の
ご指定はお避けください。

②電話番号
　（ご自宅・ご勤務先・携帯電話）

③ご住所の地番
④同一数字4桁
　（0000など）

⑤連続数字
　（1234など）

⑥自動車のナンバー

（1）運転免許証のコピーまたは運転経歴証明書のコピー（現住所または氏名の異な
る場合は、裏面のコピーもご用意ください。） （2）各種健康保険証のコピー（現住所、
氏名、生年月日が記載されている欄すべてのコピーをご用意ください。） （3）住民票
の写し （4）住民票の記載事項証明書 （5）印鑑証明書 （6）在留カード （7）特別永住者
証明書 （8）個人番号カード（表面のみ）のコピー（裏面のコピーは送付しないでください。）
※上記（1）、（2）は有効期限内もしくは現在有効なものに限ります。
※また、上記（3）～（5）は作成・発行後6カ月以内のものに限ります。
※（6）～（8）は有効期限内のものに限ります。
※本籍地の確認は不要ですので運転免許証等で本籍地が記載の場合は、見えないよう塗りつぶしてください。
※個人番号の記載がある書類の場合は、復元できない方法で番号を塗りつぶしてください。
　なお、個人番号の「通知カード」はお取扱いできません。

ご記入後は
再度確認を！

　　　　　　　　　　   には
ICチップ搭載
◆ICチップ搭載カードとは…

「IC」とは集積回路（Integrated Circuit）の略で、複雑な電子回路を
顕微鏡で見るようなサイズにまとめあげたものです。このICチップには
お取り引きに関する重要なデータが記憶されています。このICを組み
込んだカードがICカードです。
ICカードは高性能のICチップを埋め込んでそこに膨大な情報を記憶
させています。従来のカードに比べ、偽造や変造が難しいのでセキュリ
ティ機能に優れており、安心してお使いいただけます。
◆紛失・盗難の場合も安心です。
紛失・盗難にあわれてもJCBへ届け出された日から60日前にさか
のぼり、それ以降に不正使用された金額を補償します※。紛失・盗難の
ご連絡は国内・海外ともに24時間・年中無休で承ります。
※会員の方に故意または過失がある場合は、補償の対象とはなりません。

ショッピング ETCスルーカード（ETC専用ICカード）

QUICPay™（クイックペイ）

■キャッシング1回払い
●毎月15日に締め切り、翌月10日（銀行休業日の場合は翌営業日）に元金と

手数料の合計を一括してカードご利用代金お支払い口座から自動振替いた
します。

※ご利用可能枠の範囲内において、1万円単位で繰り返しご利用いただけます。
※JCBのATM、クレジット会社等のCD・ATMではご利用いただけません。

■JCBキャッシングリボ払い
●月づき一定の元金と利息の合計を毎月10日（銀行休業日の場合は翌営業日）

にカードご利用代金お支払い口座から自動振替いたします。
※ご利用可能枠の範囲内において、1万円単位で繰り返しご利用いただけます。
※JCBのATM、クレジット会社等のCD・ATMではご利用いただけません。

●カード利用可能枠について （2012年9月改定）

●新規ご入会時の各利用可能枠は上記の範囲で北洋銀行が決定した額までと
いたします。

※JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれご利用可能枠の設定が
ございますが、同一発行会社のカードにおいてご利用いただける金額の合計は、
カードの設定額のうちで最も高い金額の範囲内となります。

※当行で既に　　　　　　  DCをお持ちで「分割利用可能枠・リボルビング利用枠」
（DCの場合）が設定されている場合は、新たに契約された
の「ショッピング残高枠」は設定されません。

※お支払日のご変更はできません。
※お取引口座からの再振替は、毎月月末営業日まで行います。

キャッシングサービス

●ご利用代金は、毎月15日に締め切り、翌月10日（銀行休業日の場合は翌営
業日）にお支払いとなります。

＜お支払いの種類＞
★ショッピング1回（一括）払い／手数料不要
★ショッピング2回払い／手数料不要
★ボーナス1回（一括）払い／手数料不要

夏と冬のボーナス月に一括してお支払い

★ショッピング分割払い
ご利用金額と手数料の合計を3、5、6、10、12、15、18、20、24回のなかから
ご希望回数に分けてお支払い

★ショッピングリボ払い
ご利用金額や件数にかかわらず、毎月一定の元金に手数料を加えてお支払い
詳しくはJCBカードサイトをご覧ください。
https://www.jcb.co.jp/service/payment/revolving/

★ショッピングスキップ払い
ご利用金額と手数料の合計金額をご指定月10日にお支払い

（ショッピング1回払いのお支払い月の1ヵ月後～6ヵ月後までの月を、お支払い月とし
て指定できます。）

※一部の加盟店では、ご利用いただけないお支払い方法がございます。
※ショッピング分割払い・リボ払い・スキップ払いのご利用条件

について詳しくは、申込書に記載の　  　　　　　会員規
約（抄）、または規定集をご覧ください。

●有料道路の料金所をキャッシュレスで通過可能に
します。ご利用代金のお支払いは、同時にお申し込み
いただく　　　　　　　　　　のご利用代金と
合わせてのご請求となります。

※ETCシステムをご利用いただくためには、ETC対応ICカード
と車載器が必要です。

※ETCスルーカードは　　　　　　　　　　　 とは別送と
なります。その際、ETCスルーカードのお届けが先になる
場合もございます。

※ETCスルーカードの年会費は、北洋銀行が負担いたします。

●QUICPayマークのあるお店で、かざすだけでお支払い完了！カードかモバ
イル（携帯電話）のどちらかを選択いただけます。ご利用代金のお支払いは、
同時にお申し込みいただく　　　　     　　    　 のご利用代金と合わせ
てのご請求となります。

※QUICPayモバイルはお持ちの「おサイフケータイ®」機能付スマートフォン・携帯
電話の機種・ブラウザによってご利用になれない場合があります。

※「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
※QUICPayの1度のご利用可能上限金額は2万円となります。なお、ご利用可能枠は

同時にお申し込みいただく　　　　　　　　　　　に準じます。

カードご利用代金明細の確認をはじめ、便利なサービスが利用できます。MyJCBご利用
のためのID・パスワードは別途通知します。

お申し込み▶ MyJCBの登録を希望の方は同封の申込書でカードの入会と同時にお申し込みで
きます。

ご利用代金明細をインターネットでチェック

［登録無料］

JCBホームページ　https://www.jcb.co.jp/
※お持ちのカードによって、登録できない場合や一部利用できないサービスがあります。

サービス内容

●カードご利用代金明細照会
●ポイントサービスの照会・商品申込
●キャンペーンの登録・参加状況の照会
●ご利用可能額照会
●お客様情報の照会・変更　　　　　　　　など

総   枠 10～100万円

 ショッピング枠

  ショッピング1回払い 10～100万円

 ショッピング残高枠

  ショッピング2回払い 0～50万円

  ボーナス1回払い 0～50万円 

  ショッピングリボ払い 0～50万円

  ショッピング分割払い／スキップ払い 0～50万円

 キャッシング総枠

  キャッシング1回払い 0～10万円

  海外キャッシング1回払い 0～20万円

  キャッシングリボ払い 0～50万円

●クレジットカードに関するお問い合わせ
北洋銀行クレジットカードセンター

＜受付時間9：00～1７：00＞※銀行休業日を除く
0120-889-680

会員専用WEBサービス「MyJCB」
マイジェーシービー 同封の申込書で

申込可能

について

　　　　　　　　　　  は
北洋銀行ATM時間外手数料が無料
1.無料対象のカード
　　　　　　　　　　  の北洋銀行決済口座キャッシュカード
2.無料対象のお取り引き
普通預金口座からのお引き出し・お振込み（振込手数料は別途申し受け致します。）
＜ご注意＞「　　　　　　　　　　   」の決済口座のキャッシュカードがワンパック
カード（普通預金+貯蓄預金一体型カード）のお客さまは、貯蓄預金のお取り引きに
かかわるATM時間外利用手数料が有料となります。
3.無料対象のATM
北洋銀行のATMをご利用の場合に無料となります。（コンビニATM、他行ATM、
一部の他行との共同ATMをご利用の場合は無料の対象となりません。）
一部のATM（他の金融機関と共同で運営している入金・記帳の利用ができない
ATM）では有料となります。
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北洋銀行からのご案内 北洋銀行からのご案内

1.お申し込みにあたりまして

2.ご本人さま確認について
　　　　　　　　　　  の新規お申込にあたりまして、ご本人さまの確認をさせていた
だくことが、法律により義務付けられております。
つきましては、お名前・現住所・生年月日を確認させていただきたく、お手数ではござい
ますが、下記の（1）～（8）のうちいずれか1点を申込書とともに必ず添付してください。
添付いただきました以下の（1）～（8）の書類はご返却いたしかねますが、プライバシー
の保護を十分に配慮し、お取扱いさせていただきます。

申込書にご記入のご住所と氏名が、左記（1）～（8）の確認資料と
相違している場合は、また、ご住所の記載がない場合は補足資料として
次の①～③のうちいずれかの書類1点を左記確認資料と一緒に添付
してください。

①公共料金＜電気・電話（注1）・ガス（注2）・水道・NHK＞の領収書の
コピ－

（注1）固定電話のみ。
（注2）プロパンガスは除きます。

②社会保険料の領収書のコピー
③国税・地方税の領収書のコピー
※上記①～③は領収日付が北洋銀行到着日から6カ月以内のものに限らせてい

ただきます。
※お名前とご住所が記載されていない領収書はお受付できません。
※原本をお送りいただいた場合はコピーさせていただいた後、お返しいたします。
※金額の箇所は見えないよう塗りつぶしてください。

●本申込書の太枠で囲まれた項目は本契約に必須の事項ですので、もれなくご記入をお願いいたします。未記入項目がある場合、
カードの発行が遅れたり、本契約をお断りする場合がございます。

●ご入会に際しては北洋銀行、株式会社ジェーシービー、ならびに保証会社が審査をさせていただきます。審査の結果により、お客様の
ご希望にそえない場合は、発行を見送らせていただきますのでご了承ください。

●すでに北洋銀行にお届けいただいているご住所・ご自宅電話番号等に変更がある場合は、お申し出ください。なお、北洋銀行からの
電話でのご連絡先は、原則としてご自宅電話番号にさせていただきます。

●すでに北洋銀行で　　　　　　   をお持ちの方もコープ宅配システムトドックをご利用の際は、　　　　　　　　　　  のご契約が
必要です。

●カード発行手続きに際し、ご自宅またはお勤め先に、北洋銀行または保証会社より確認のご連絡をさせていただく場合がございます。
●ご契約の印鑑は、決済口座お届け印と同じご印鑑でお願いいたします。
●「　　　　　　　　　     」は、お申し込みいただいてから1カ月程度（お申し込み内容の確認等でさらに時間がかかる場合があり

ます）で、お届けのご住所に株式会社ジェーシービーより簡易書留でご郵送させていただきますので、お受け取り願います。
●入会申込書、および提出いただいた書類は返却いたしかねますので、ご了承ください。

＜変更・ご解約の場合＞
●住所変更・退会等の諸変更のお手続きは最寄の北洋銀行本支店にてお願いいたします。
●　　　　　　　　　　   のクレジットをご利用されている際のお支払口座のご解約は、ご利用額をご精算後にお願いいたします。

＜お申し込みのご注意事項＞
●お支払日にご入金がなく返済が滞った場合は、遅延損害金が発生するとともに、カードのご利用が停止となる場合がございます。
●お支払日にご入金がなく、翌月10日を過ぎた場合は、カード会員資格失効とカードのご返還が必要となる場合がございますので予め

ご了承ください。
●お支払日にご入金がなく、ご返済がなされなかった場合のご請求額は、翌月ご請求金額に加算されず、別途北洋銀行指定口座へ振込

手続きが必要となります。
●毎月20日を過ぎてのATMからの任意返済は翌月ご請求金額が除かれるため、翌月約定日にご請求金額のお支払いが別途必要です。

＜暗証番号のご記入＞
●暗証番号のご記入にあたっては、安全のため以下の事項にご注意ください。
●クレジットカードとキャッシュカードの暗証番号は異なる番号をご指定ください。
●暗証番号は他人に推測されにくい番号をご指定ください。特に右記の番号についてはご使用いただけません。ご記入いただいた

クレジットカードの暗証番号が右記に該当する場合、別番号をご指定させていただくことがありますので、ご了承ください。（別番号は
書面にて通知いたします。）ご記入がない場合、または北洋銀行が暗証番号を不適切と判断した場合には、北洋銀行所定の方法により
暗証番号を登録し通知いたします。

①生年月日の組み合わせ
誕生日の「年（邦暦、または
西暦の下2桁）」、「月」、「日」
の数字を組み込んだ番号
＜例＞誕生日が昭和54年5
月17日の場合「54」「5」

「17」を組み込んだ番号の
ご指定はお避けください。

②電話番号
　（ご自宅・ご勤務先・携帯電話）

③ご住所の地番
④同一数字4桁
　（0000など）

⑤連続数字
　（1234など）

⑥自動車のナンバー

（1）運転免許証のコピーまたは運転経歴証明書のコピー（現住所または氏名の異な
る場合は、裏面のコピーもご用意ください。） （2）各種健康保険証のコピー（現住所、
氏名、生年月日が記載されている欄すべてのコピーをご用意ください。） （3）住民票
の写し （4）住民票の記載事項証明書 （5）印鑑証明書 （6）在留カード （7）特別永住者
証明書 （8）個人番号カード（表面のみ）のコピー（裏面のコピーは送付しないでください。）
※上記（1）、（2）は有効期限内もしくは現在有効なものに限ります。
※また、上記（3）～（5）は作成・発行後6カ月以内のものに限ります。
※（6）～（8）は有効期限内のものに限ります。
※本籍地の確認は不要ですので運転免許証等で本籍地が記載の場合は、見えないよう塗りつぶしてください。
※個人番号の記載がある書類の場合は、復元できない方法で番号を塗りつぶしてください。
　なお、個人番号の「通知カード」はお取扱いできません。

ご記入後は
再度確認を！

　　　　　　　　　　   には
ICチップ搭載
◆ICチップ搭載カードとは…

「IC」とは集積回路（Integrated Circuit）の略で、複雑な電子回路を
顕微鏡で見るようなサイズにまとめあげたものです。このICチップには
お取り引きに関する重要なデータが記憶されています。このICを組み
込んだカードがICカードです。
ICカードは高性能のICチップを埋め込んでそこに膨大な情報を記憶
させています。従来のカードに比べ、偽造や変造が難しいのでセキュリ
ティ機能に優れており、安心してお使いいただけます。
◆紛失・盗難の場合も安心です。
紛失・盗難にあわれてもJCBへ届け出された日から60日前にさか
のぼり、それ以降に不正使用された金額を補償します※。紛失・盗難の
ご連絡は国内・海外ともに24時間・年中無休で承ります。
※会員の方に故意または過失がある場合は、補償の対象とはなりません。

ショッピング ETCスルーカード（ETC専用ICカード）

QUICPay™（クイックペイ）

■キャッシング1回払い
●毎月15日に締め切り、翌月10日（銀行休業日の場合は翌営業日）に元金と

手数料の合計を一括してカードご利用代金お支払い口座から自動振替いた
します。

※ご利用可能枠の範囲内において、1万円単位で繰り返しご利用いただけます。
※JCBのATM、クレジット会社等のCD・ATMではご利用いただけません。

■JCBキャッシングリボ払い
●月づき一定の元金と利息の合計を毎月10日（銀行休業日の場合は翌営業日）

にカードご利用代金お支払い口座から自動振替いたします。
※ご利用可能枠の範囲内において、1万円単位で繰り返しご利用いただけます。
※JCBのATM、クレジット会社等のCD・ATMではご利用いただけません。

●カード利用可能枠について （2012年9月改定）

●新規ご入会時の各利用可能枠は上記の範囲で北洋銀行が決定した額までと
いたします。

※JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれご利用可能枠の設定が
ございますが、同一発行会社のカードにおいてご利用いただける金額の合計は、
カードの設定額のうちで最も高い金額の範囲内となります。

※当行で既に　　　　　　  DCをお持ちで「分割利用可能枠・リボルビング利用枠」
（DCの場合）が設定されている場合は、新たに契約された
の「ショッピング残高枠」は設定されません。

※お支払日のご変更はできません。
※お取引口座からの再振替は、毎月月末営業日まで行います。

キャッシングサービス

●ご利用代金は、毎月15日に締め切り、翌月10日（銀行休業日の場合は翌営
業日）にお支払いとなります。

＜お支払いの種類＞
★ショッピング1回（一括）払い／手数料不要
★ショッピング2回払い／手数料不要
★ボーナス1回（一括）払い／手数料不要

夏と冬のボーナス月に一括してお支払い

★ショッピング分割払い
ご利用金額と手数料の合計を3、5、6、10、12、15、18、20、24回のなかから
ご希望回数に分けてお支払い

★ショッピングリボ払い
ご利用金額や件数にかかわらず、毎月一定の元金に手数料を加えてお支払い
詳しくはJCBカードサイトをご覧ください。
https://www.jcb.co.jp/service/payment/revolving/

★ショッピングスキップ払い
ご利用金額と手数料の合計金額をご指定月10日にお支払い

（ショッピング1回払いのお支払い月の1ヵ月後～6ヵ月後までの月を、お支払い月とし
て指定できます。）

※一部の加盟店では、ご利用いただけないお支払い方法がございます。
※ショッピング分割払い・リボ払い・スキップ払いのご利用条件

について詳しくは、申込書に記載の　  　　　　　会員規
約（抄）、または規定集をご覧ください。

●有料道路の料金所をキャッシュレスで通過可能に
します。ご利用代金のお支払いは、同時にお申し込み
いただく　　　　　　　　　　のご利用代金と
合わせてのご請求となります。

※ETCシステムをご利用いただくためには、ETC対応ICカード
と車載器が必要です。

※ETCスルーカードは　　　　　　　　　　　 とは別送と
なります。その際、ETCスルーカードのお届けが先になる
場合もございます。

※ETCスルーカードの年会費は、北洋銀行が負担いたします。

●QUICPayマークのあるお店で、かざすだけでお支払い完了！カードかモバ
イル（携帯電話）のどちらかを選択いただけます。ご利用代金のお支払いは、
同時にお申し込みいただく　　　　     　　    　 のご利用代金と合わせ
てのご請求となります。

※QUICPayモバイルはお持ちの「おサイフケータイ®」機能付スマートフォン・携帯
電話の機種・ブラウザによってご利用になれない場合があります。

※「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
※QUICPayの1度のご利用可能上限金額は2万円となります。なお、ご利用可能枠は

同時にお申し込みいただく　　　　　　　　　　　に準じます。

カードご利用代金明細の確認をはじめ、便利なサービスが利用できます。MyJCBご利用
のためのID・パスワードは別途通知します。

お申し込み▶ MyJCBの登録を希望の方は同封の申込書でカードの入会と同時にお申し込みで
きます。

ご利用代金明細をインターネットでチェック

［登録無料］

JCBホームページ　https://www.jcb.co.jp/
※お持ちのカードによって、登録できない場合や一部利用できないサービスがあります。

サービス内容

●カードご利用代金明細照会
●ポイントサービスの照会・商品申込
●キャンペーンの登録・参加状況の照会
●ご利用可能額照会
●お客様情報の照会・変更　　　　　　　　など

総   枠 10～100万円

 ショッピング枠

  ショッピング1回払い 10～100万円

 ショッピング残高枠

  ショッピング2回払い 0～50万円

  ボーナス1回払い 0～50万円 

  ショッピングリボ払い 0～50万円

  ショッピング分割払い／スキップ払い 0～50万円

 キャッシング総枠

  キャッシング1回払い 0～10万円

  海外キャッシング1回払い 0～20万円

  キャッシングリボ払い 0～50万円

●クレジットカードに関するお問い合わせ
北洋銀行クレジットカードセンター

＜受付時間9：00～1７：00＞※銀行休業日を除く
0120-889-680

会員専用WEBサービス「MyJCB」
マイジェーシービー 同封の申込書で

申込可能

について

　　　　　　　　　　  は
北洋銀行ATM時間外手数料が無料
1.無料対象のカード
　　　　　　　　　　  の北洋銀行決済口座キャッシュカード
2.無料対象のお取り引き
普通預金口座からのお引き出し・お振込み（振込手数料は別途申し受け致します。）
＜ご注意＞「　　　　　　　　　　   」の決済口座のキャッシュカードがワンパック
カード（普通預金+貯蓄預金一体型カード）のお客さまは、貯蓄預金のお取り引きに
かかわるATM時間外利用手数料が有料となります。
3.無料対象のATM
北洋銀行のATMをご利用の場合に無料となります。（コンビニATM、他行ATM、
一部の他行との共同ATMをご利用の場合は無料の対象となりません。）
一部のATM（他の金融機関と共同で運営している入金・記帳の利用ができない
ATM）では有料となります。

C M Y K 51492R29 1B　北洋銀行様
cloverトドックのご案内
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ご利用代金のお支払口座 北洋銀行

クレジット・ちょこっとカード機能付きの組合員
証です。
コープの宅配システムトドックや灯油・店舗など
でのお支払いにご利用いただけます。
●「　　　　　　　　　　　」は、ICチップを搭載したクレジット

カードです。
●ちょこっとカードはコープさっぽろの電子マネーでコープ

さっぽろの店舗でのみご利用いただけます。
●本カードには有効期限があり、有効期限を過ぎたカードはご利

用いただけません。
●クレジットカード取引から生じる一切の債務について、株式会社

札幌北洋カード（以下「保証会社」という）の保証を得ていただ
きますので、このお申し込みにつきまして保証会社で保証審査
を行います。

◆ とは？
お申し込み時の年齢が満18歳以上で、
ご本人または配偶者に安定した収入があり、
コープさっぽろ組合員である方。
※原則、北海道内に居住地と勤務地がある方が対象です。
※未成年の方のお申し込みは親権者の同意が必要です。
※学生の方はお申し込みできません。
※組合員でない方はコープさっぽろで加入手続きをお願いいたします。

家族会員：本会員と生計を同一にするご両親・配偶者・18歳以上
のお子様（高校生を除く）。
※家族会員は本会員カードがお手元に到着後、別途お申し込みくだ

さい。（原則1枚の発行とさせていただきます。）

◆お申し込み対象

組合員証

のご案内

 のクレジットカードに関する説明（入会対象者、年会費等）
や各種特典に関してのご不明な点は、3ページの北洋銀行クレジットカードセンター
までお問い合わせください。

本紙はお申込書の控えとともに、大切にお持ちください。

北洋銀行からのご案内

特典
1 銀行取引によりポイントが貯まる

特典
2

コープさっぽろ以外での
クレジット利用で自動的に
Oki Dokiポイントが貯まる

特典
4

1年目年会費
［1,375円（税込）］（家族会員440円（税込））無料

特典
5

北洋銀行で住宅ローンをご契約の方はさらに
住宅ローン返済条件変更手数料が無料
ATM北洋銀行宛振込手数料が無料

特典
3

貯めたOki Dokiポイントを
いろいろ交換

うれしい特典もりだくさん！

北洋銀行とのお取り引きやクレジットのご利用で貯まったポイントは目的別に3つのコースから選択し、
利用できます。後日、コースを変更することも可能です。
◆コープ利用ポイントコース
コープさっぽろの店舗、または宅配システムトドックで利用できるポイントに還元します。

【最低交換ポイント・交換単位・交換率】200ポイント以上、100ポイント単位＜100ポイントにつき500円＞
【還元時期】毎年10月末時点で保有しているOki Dokiポイントを換算して、12月末を目処に組合員証（本証）
のポイントとして付与します。
◆商品交換コース
Oki Dokiポイントプログラムのバラエティー豊かな商品などと交換できます。
※掲載内容は予告なく変更・終了となる場合があります。

＜お近くの各社ショップで＞
各ショップでのお手続きには、「 　　　　　　　　　　　」をご持参ください。また必要な書類等がある場合も
ございますので、詳しくは各社へお問い合わせください。
一部、お手続きできないショップがございます。
＜お電話で＞
各社携帯電話・PHSから下記のご連絡先まで支払変更申込書をご請求いただき、必要事項をご記入のうえ
ご返送ください。

※1　対象となる事業者：北海道電力　北海道ガス
※2　普通預金口座からの口座振替によるお支払いは対象になりません。

その場合は2年目以降の年会費が必要となりますので十分ご注意ください。
◆電気料金等のお支払い変更方法
各事業者へご連絡の上、専用申込書をご請求ください。

（北海道電力をご利用の方は、北洋銀行の店頭でもお申込書・ハガキをご用意しています。）
※実際にクレジット決済が開始されるまでには2ヵ月程度かかることがございます。
◆携帯電話・PHSご利用料金のお支払い変更方法

★対象の携帯電話・PHSよりお電話ください。
※携帯電話・PHSご契約者とクレジットカード名義人が異なる場合、クレジットカードでのお支払いができな

い場合がございます。
※お支払い方法の変更には1～2ヵ月かかることがございます。詳しくは各電話会社までお問い合わせください。

振込手数料は　　　　　　　　　　　の決済口座キャッシュカードをご利用の上、北洋銀行ATMでの北
洋銀行本支店宛振込に限り無料となります。（他行もしくは他行幹事のATM、コンビニATMをご利用の場
合は無料の対象となりません。）
ATM北洋銀行宛振込手数料は、月末の住宅ローン残高を北洋銀行基準で毎月判定し、翌月3営業日目より
無料の対象となります。

※「有効期限月」は、カード券面に表示されていますので、ご確認ください。
　（例）「有効期限04/21」と表示されている場合の「有効期限月」は「4月」となります。
※金利・手数料・遅延損害金・会員誌購読料などはご利用額の対象とはなりません。

◆年会費請求サイクル
「1年目」とは、カード券面の有効期限月を基準として、翌年の有効期限月末までの1年間となります。2年目
以降の年会費のご請求は、有効期限月の3ヵ月後の10日にお振り替えとなります。

◆年会費無料判定期間

1.給与振込・年金受取
Ａ） 給与振込
お勤め先から給与としてご指定の振込みが期間中に継続して振込みになっているものを北洋銀行判定基準
でカウントします。
Ｂ） 年金受取
公的年金＜国民年金・厚生年金・各共済年金等＞が期間中に振込みになっているものを北洋銀行判定基準
でカウントします。

2.公共料金等口座振替
電気、電話、水道、ガス、NHK、各種税金、保険料について、期間中に口座振替されているものを北洋銀行判定
基準でカウントします。
同一項目で重複したお取り引きがあっても、ポイントは重複しません。
※ただし、4ポイントを上限とします。

3.定期預金
お預け入れの定期預金＜大口定期、スーパー定期、期日指定定期、積立式定期預金等＞の毎月末時点の
合計残高を期間中（6ヵ月）で平均した残高に対して北洋銀行判定基準でカウントします。
譲渡性預金、確定拠出年金専用定期についてはカウントしません。

4.投資信託
期間中に20万円相当額以上の投資信託購入に対して、購入のつど、購入金額に応じたポイントをカウント
します。
ご購入の投資信託を、ご購入の当月中に解約した場合はカウントしません。
投資信託のファンドは問いません。

5.住宅ローン
ほくよう住宅ローン、ほくよう全期間固定金利住宅ローン等住宅関連ローンの期間中の最終月末日残高に
対して北洋銀行判定基準でカウントします。

６.無担保ローン
マイカーローン、教育ローン、リフォームローン等無担保ローンの期間中の最終月末日残高に対して北洋銀行
判定基準でカウントします。※平成21年2月2日以降のお借入分に限ります。

銀行お取り引きポイントのカウントは次のとおりです。（6ヵ月ごとに次のポイントが加算されます）
お取り引き項目

1.給与振込・年金受取
2.公共料金等口座振替
3.定期預金
4.投資信託（20万円以上の購入）
5.住宅ローン（アパートローンを除く）
6.無担保ローン（平成21年2月2日以降実行分）

ポイントの基準
いずれかのお取り引きで
振替実績1項目につき
残高100万円につき
購入10万円につき
残高100万円につき
残高10万円につき

ポイント
20

1（ただし、4ポイントを上限とします）
2
5
5
5

※ポイント項目、ポイント数等は、変更することがございます。この場合、北洋銀行ホームページ等でお知らせします。

「Oki Dokiポイントプログラム」とは、カードの毎月のご利用合計金額1,000円（税込）ごとに1ポイント
貯まり、バラエティー豊かな商品などに交換できる楽しい特典です。
ポイントの有効期限は獲得月から2年間（24カ月）有効です。
※年会費、ショッピングリボ払い・分割払い手数料、キャッシングサービスご利用分、電子マネーチャージ

ご利用分など一部のご利用分は原則としてOki Dokiポイント付与の対象となりません。
詳しくはJCBカードサイト（https://www.jcb.co.jp/）をご覧ください。

※プログラム内容は予告なく変更となる場合があります。

ご利用状況（A、Bいずれか）により2年目以降も年会費［1,375円（税込）］（家族会員440円（税込））無料
（下記A、Bいずれにも該当しない場合は、年会費が必要となります。）
A.携帯電話・PHSご利用料金または電気料金等※1の毎月のお支払いを本カードのクレジット決済※2とする場合。
B.前年1年間でトドックを含むクレジットカードショッピングのご利用をいただいた場合。

 の決済口座店と住宅ローンお取引店が異なる場合、サービスの対象となりま
せん。一部対象とならないローンがございます。
 を退会した場合、住宅ローンを全額返済された場合はサービス対象外となります。

電話会社 受付時間携帯電話・PHSからの
ご連絡先（無料）

局番なし151

局番なし157

局番なし157

局番なし116

9：00AM～8：00PM 年 中 無 休

9：00AM～8：00PM 年 中 無 休

9：00AM～8：00PM 年 中 無 休

2 4 時 間  年 中 無 休

<1年目＞

カード交付日
有効期限月の

10日お支払い分
有効期限月の

翌月10日お支払い分

1年間の判定期間1年間の判定期間

有効期限月の
10日お支払い分

<2年目＞

2019年10月1日現在

お得でうれしい
特典がいっぱい
詳しくは裏面を
ご覧ください

お申し込みに先立ち、以下の事項、ならびに　　　　　　　（JCB）会員規約（抄）、
提携カード特約、ETCスルーカード規定（要約）、QUICPay会員規定（個人用抄）、　　　　　　　保証
委託約款、預金口座振替規定、および個人情報の取り扱いに関する同意書兼年会費等についての確認書
兼住所変更届の内容を、必ずご確認・ご了承くださいますようお願いいたします。

◆マイル自動移行コース
お届出のマイル口座に、年に1度Oki Dokiポイントをマイルに交換し、自動移行します。

【マイル種類】ANA・ANAマイレージクラブ JAL・JALマイレージバンク
【最低交換ポイント・交換単位・交換率】200ポイント以上、100ポイント単位＜1ポイントにつき3マイル＞
【移行時期】毎年10月末時点で保有しているOki Dokiポイントを翌年1月にマイルに移行します。
＜お申し込みにあたって＞
・ ANAマイレージクラブ、またはJALマイレージバンクに会員登録されている方が対象となります。
・ 家族会員の方はお申し込みできません。
・ お申し込みの　　　　　　　　　　　 本会員名義とANAマイレージクラブまたはJALマイレージバンク
の会員名義が異なる場合は、ポイント移行ができません。

・ お申し込み内容に不備があった場合にはマイルへ移行できないことがあります。この場合、マイル移行の
ため一旦減算したポイントをJCBのOki Dokiポイントにお戻しします。
マイルへ移行できないことによりANAマイレージクラブまたはJALマイレージバンクの特典権利を喪失
された場合でも、北洋銀行は一切責任を負わないものとします。

・ ポイント集計の基準月（10月）のお申し込みの場合、お申込日により当年度の移行ができない場合があり
ます。その場合は、次年度からの移行とさせていただきます。

・ マイル移行に伴うOki Dokiポイント減算後のお取り消しはいたしかねますのであらかじめご了承ください。
・ 北洋銀行の都合により、本サービスを変更・取止めすることがあります。サービス内容の変更等については、
北洋銀行ホームページ等でお知らせします。

・　　　　　　　　   　  と 　　　　　   JCB・ 　　　　　   DC等、 　　　　　   を複数枚お持ちに
なっている方のOki Dokiポイントの合算はできません。カードごとにお申し込みが必要となります。

・　　　　　　　　   　  を退会された後のマイルへの移行はできません。
・ マイル積算については、ANAインターネット会員専用情報ページ、またはJALホームページのJALマイ
レージバンク会員専用ページにてご確認ください。

のご案内

※　　　　　　　　　　　　　 は
　コープさっぽろ組合員証をかねた
　クレジットカードです。

※カードは株式会社ジェーシービーより
　簡易書留郵便でお届けします。

◆ 利用代金決済口座店のご本人様名義のお取り引きをカウントします。
＜ご注意＞決済口座店を変更された場合カウントできないことがあります。
◆4月1日から同年9月30日および10月1日から翌年3月31日までの各期間の北洋銀行とのお取り引き

に応じてポイントをカウントします。
◆ が発行された月からの銀行の各種お取り引きに応じたポイントをJCBの「Oki Doki

ポイントプログラム」にボーナスポイントとして年2回加算します。
◆決済口座店以外のお取り引きについてはカウントできません。
◆ご家族名義のお取り引きについてはカウントできません。
＜ご注意＞お客様が複数の　　　　　　　の本会員である場合は、北洋銀行所定の基準でそのいずれか

ひとつのクレジットポイントに加算します。

コープさっぽろの
電子マネー

ちょこっとカード　　も
ご利用いただけます。
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cloverトドックのご案内
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