
2010 年 9 月 30 日 

三菱ＵＦＪニコス株式会社 

                                                 株式会社ジェーシービー 

 

三菱ＵＦＪニコスとジェーシービーが共同開発 

１０月１日、ＪＣＢブランドの「ＭＵＦＧカード」３種類デビュー！ 
～ 「ＭＵＦＧカード」に５つ目の国際ブランド追加！多様なニーズに対応の豊富な商品バリエーション！～

 

三菱ＵＦＪニコス株式会社（以下、三菱ＵＦＪニコス）と株式会社ジェーシービー（以下、ＪＣＢ）はこの度、三

菱ＵＦＪニコスの「ＭＵＦＧカード」ラインアップとして、ＪＣＢブランドの３種類の新カードを共同で開発、１０月１

日から会員募集を開始します。 

 

新たに発行するカードは、「ＭＵＦＧカード ゴールド ＪＣＢ」「ＭＵＦＧカード ゴールドプレステージ ＪＣＢ」

「イニシャルカード ＪＣＢ」の３種類。三菱ＵＦＪニコスは既に、「スヌーピーカード ＪＣＢ」などＪＣＢブランド搭

載のカード約１３０万枚を発行しており、さらに今般、主力商品「ＭＵＦＧカード」シリーズの拡充を目指し、    

ＪＣＢブランドの魅力を盛り込んだ新カードを市場に投入するものです。 

 

三菱ＵＦＪニコスはこの新カード発行により、「ＭＵＦＧカード」の国際ブランドラインアップをＪＣＢ、Ｖｉｓａ、 

ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ、アメリカン・エキスプレス、中国銀聯の５つに拡充させたこととなり、会員の多様なニーズに対

応できる豊富な商品バリエーションによって、一層の売上・会員獲得の拡大が図れるものと期待しています。

なお、会員獲得は、初年度１０万人、将来的には１００万人規模を目指します。        

 

ＪＣＢは、ＪＣＢブランドの「ＭＵＦＧカード」会員の皆様に、日本発唯一の国際クレジットカードブランド運営

主体として国内外の加盟店ネットワークを提供するのみならず、世界６０ヵ所に設置された海外渡航者向け

サービス窓口「ＪＣＢ ＰＬＡＺＡ」や、特徴ある会員向け利用促進キャンペーンといった、ＪＣＢならではの付加

価値の高いサービスを提供していきます。 

 

＜新カードの概要＞ 

１．年会費（税込） 

・「ＭＵＦＧカード ゴールド ＪＣＢ」・・・初年度無料、次年度以降 2,000 円 

・「ＭＵＦＧカード ゴールドプレステージ ＪＣＢ」・・・10,500 円 

・「イニシャルカード ＪＣＢ」・・・学生：在学中無料、社会人：初年度無料、次年度以降 1,312 円。但し、   

ＷＥＢ明細登録かつショッピング年間利用額 20 万円以上で次年度無料 

２．付帯サービス 

三菱ＵＦＪニコスが提供する「ＭＵＦＧカード」（又は「イニシャルカード」）の会員特典のほか、ＪＣＢの各種ブ

ランドサービス（「ＪＣＢ ＰＬＡＺＡ」や各種キャンペーンなど）が利用可能。 ※詳細は別添参照 

以上 

 

 

 

 

 



＜ご参考＞ 
カード名称 ＭＵＦＧカード  

ゴールドプレステージ JCB 

ＭＵＦＧカード 

ゴールド JCB  

イニシャルカード JCB  

申込資格 

 

20 才以上で本人に安定した

収入のある方（学生除く） 

18 才以上で本人または配偶

者に安定した収入のある方

（学生除く） 

18才～29才で本人または配

偶者に安定した収入のある

方、または18才～29才の学

生の方（高校生除く） 

本人 10,500 円 2,000 円（初年度無料） 学生：在学中無料 

社会人：1,312 円（初年度無

料） 但し、ＷＥＢ明細登録か

つショッピング年間利用額 20

万円以上で次年度無料 

年会費（税込） 

 

家族 無料 1 名無料 

2 人目から 1 名 420 円 

１名につき 420 円 

 

利用可能枠 50 万円～300 万円 10 万円～200 万円 学生：10 万円 

社会人：10～100 万円 

海外旅行傷害保険 最高 5,000 万円（自動付帯） 

 

最高 2,000 万円（自動付帯） 
※ショッピング年間利用額が 20 万円

未満の場合次年度最高 100 万円 

最高 2,000 万円（自動付帯） 
※ショッピング年間利用額が 20 万円

未満の場合次年度最高 100 万円 

国内旅行傷害保険 最高 5,000 万円（利用付帯） 

 

最高 2,000 万円（利用付帯） 

 

- 

ショッピング保険 年間補償限度額 300 万円 年間補償限度額 100 万円 
※国内での購入商品は分割・リボ払

いのみ対象） 

年間補償限度額 100 万円 
※国内での購入商品は分割・リボ払

いのみ対象） 

海外渡航便遅延保険 

 

最高 2 万円（自動付帯） - 

 

- 

 

 

付

帯

保

険 

国内渡航便遅延保険 

 

最高 2 万円（利用付帯） 最高 2 万円（利用付帯） - 

有効期限 

 

24 ヶ月 24 ヶ月 24 ヶ月 

基本ポイント 1,000 円につき 1 ポイント。 1,000 円につき 1 ポイント。 1,000 円につき 1 ポイント。入

会後 3 ヶ月間はポイント 3 倍）

グローバルＰＬＵＳ ショッピング年間利用額に応じて翌年度の基本ポイント優遇 

年間 50 万円以上は 1.2 倍、100 万円以上は 1.5 倍 

ショッピング月間利用額に応

じて、当月の基本ポイントが

アップ（3 万円以上 1.2 倍、10

万円以上 1.5 倍） 

アニバーサリーポイント 指定月（年 1 回）のポイントが

2 倍 

指定月（年 1 回）のポイントが

1.5 倍 

- 

プレミアムスタープログラ

ム 

年会費支払い、ショッピング年間利用額 50 万円以上の際に優

遇マーク（★印）を 1 つ付与。★が 5 つ貯まるとボーナスポイン

トの権利獲得。ボーナスポイント「プレミアム BONUS」は年 1

回、前年獲得の基本ポイントの最大 20％分 

年会費支払い、ショッピング

年間利用額 50 万円以上の際

に優遇マーク（★印）を 1 つ付

与。（ファイブスターの特典

「プレミアム BONUS」はゴー

ルドへランクアップしてから適

用。） 

ＰＯＩＮＴ名人.com 会員向けネット通販ポータルサイト。約 450 店が出店。同サイトを経由してネットショッピングを

すると最大 25 倍のボーナスポイント付与 

 

 

ポ

イ

ン

ト

特

典 

ＰＯＩＮＴ名人.マイセレクト 

 

- - マイセレクト対象店からお好

みのショップを 5 店舗まで登

録。登録したショップで買い物

をするとボーナスポイントが

アップ。 

空港ラウンジサービス 国内 26 空港及びﾎﾉﾙﾙで利

用可 

- - 

トラベルサービス ・世界の主要都市 60 ヵ所に展開する JCB 会員向け海外サービス窓口「JCB PLAZA」で、日本

語での各種情報の提供や、レストラン・オプショナルツアー手配などのサービスを提供 

・各地の優待情報を地域別に紹介した「JCB ショッピング＆ダイニングパスポート」を進呈 

コールセンター 

 

 

フリーダイヤル 24 時間受付 

（ＭＵＦＧカードゴールドプレステ

ージデスク） 

ナビダイヤル 24 時間受付 

（ＭＵＦＧカードコールセンター） 

ナビダイヤル 

9：00～17：30、年末年始は休み 

（MUFG カードコールセンター） 

 

 



 

 

 

 

「ＭＵＦＧカード ゴールドプレステージ ＪＣＢ」 

「ＭＵＦＧカード ゴールド ＪＣＢ」 

「イニシャルカード ＪＣＢ」 


