NMR MasterCard
NMRカード特典のご案内

1 ジャックス・ファーストプレゼント!

特典

カードのご利用金額に応じて、
Jデポをプレゼント！

応募された方にもれなくプレゼント！

5万円以上のご利用 2,000円分
7万円以上のご利用 3,000円分
10万円以上のご利用 5,000円分

のJデポが
もれなく
付与されます。

Jデポとは、
Jデポ有効期間内のカードショッピングご利用金額から、
Jデポ金額を差し引いてご請求させていただく値引きシステムです。
※年会費、
キャッシング、
Jデポ有効期間外のご利用分は値引き対象外となります。
※Jデポのご利用金額に対する適用は、
ご利用加盟店から当社に届いた売上データ
等の到着順となります。

例えば 5千円分のJデポが付与されたら…
ご利用金額

通常のご請求金額

「Jデポ」適用のご請求金額

10/10バイクショップで
12,000円をご利用

11/27
12,000円をご請求

11/27「Jデポ」5,000円分適用

●カギ開け
●ガス欠時のガソリン補充
（ガソリン代は実費となります）
●パンク時のスペアタイヤ交換 タイヤ廻り点検
●ジャンピング
（ケーブルをつないでスタートさせる。
）
（現場にて対応可能な30分程度の応急修理を行います。
）
（特殊キーの開錠は対象外となります。
）

5 宿泊・帰宅・搬送費用サービス！

特典

事故・故障の現場が自宅から100km
（直線距離）
以上遠
方。
しかも自力走行不能の場合に上記サービスのうちい
ずれか1つを提供します。

7,000円のご請求

●Jデポ金額はNMRカードのカードショッピングご利用金額より値引きしてご請求させていただきます。
（年会費、
キャッシング、
Jデポ付与以前、
Jデポ有効期間外のご利用分は対象外となります。
）
●Jデポには有効期間がございますので、
必ずご利用代金明細書又は書面でご案内させてい
ただくJデポご利用案内にてご確認ください。
●詳しくは、
カード送付時に同封するご案内をご確認ください。

2 ラブリィポイント！

特典

ラブリィポイントは、
ショッピングの月間ご利用金額に応
じて差し上げるポイントです。このラブリィポイントは、
素
敵なプレゼントに交換いただけます。

3 レッカーかけつけサービス！

特典

50km（走行距離）
までの牽引料金・基本料金、出張料
金、基本作業料、
落輪引上げの無料サービスを行います。

下記のいずれかの書類のコピーをお送り（貼付）ください。
※有効期限のあるものは現在有効なもの
※住民票の写し、
印鑑登録証明書は6ヶ月以内に作成されたもの
※運転経歴証明書は、
平成24年4月1日以降に交付されたもの
※保険証･パスポート は現住所が記載されているコピーをお送りください

●運転免許証、
運転経歴証明書
（現住所を変更している場合は表面と裏面の両面）

●保険証（ご本人のお名前、生年月日及び現住所記載ページ）
●パスポート（顔写真ページと現住所記載ページ）
●特別永住者証明書、
在留カード
（現住所を変更している場合は表面と裏面の両面）

●住民票の写し ●印鑑登録証明書

ジャックス インターコムクラブ
Web会員サービス

※上記本人確認書類の住所と会員申込書にご記入いただいた現住所が異なる
場合は、
現住所の記載されている下記書類のいずれかのコピーをあわせて同
封してください。
●公共料金の領収書（電力会社、水道局、ガス会社、NHK発行のもの）

●国税又は地方税の領収書又は納税証明書

お支払いのしくみ
●締切日…ご利用月の末日締切になります。
●ご利用代金明細書…ご利用月の翌月20日頃に送付させていただきます。
●お支払い…お支払月の27日にご指定の口座より自動引き落としさせていただきます。

事前登録型リボサービス「Jリボサービス」
●事前にご登録いただくと、サービス適用日以降の国内・海外で「翌月1回払」
とご指定いただいた、
ショッピング・キャッシングのご利用が自動的にリボ払
になるサービスです。

ジャックス

検索

↑

カード到着後
3ヶ月以内に
ショッピングで

4 故障時緊急修理サービス！

特典

お申込みのお客様へ・・・
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
により、
クレジットカードのお申
込みを受ける際に、
運転免許証など所定の本人確認書類による本人確認が
義務づけられました。
つきましては、
会員申込書をお送りいただく際には、
誠にお手数ではございま
すが、
お客様のお名前･ご生年月日･ご住所を確認させていただく資料として、
下記の書類を必ずご同封くださいますようお願い申しあげます。
書類のご同
封がないなど、
お客様がご本人様であることの確認ができない場合は、
カー
ドの発行ができませんので、
ご了承ください。

http://www.jaccs.co.jp/
ジャックスホームページ「インターコムクラブ」から各種照会･
ご登録情報の変更・資料請求が24時間可能です。
ホームページへアクセスし、ご登録（無料）のうえ、ご利用ください。

※一部加盟店でのご利用については本サービスの対象外となる場合がございます。
※Jリボサービスご登録中は、
「海外利用時のお支払方法」で「1回払」を選択いただ
いても、自動的にリボ払でのお支払いとなります。

借 入 れ は 計 画 的 に 、借 り す ぎ に 注 意 し ま し ょ う 。

〔貸金の相談・苦情・紛争受付窓口〕
貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051
（受付時間 9:00〜17:30 土・日・祝日、年末年始を除く）
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15

サービスメニュー
ご請求額照会

お支払方法の変更

ポイント照会・引換

ご利用可能額照会

各種ご登録情報の変更

各種資料請求受付

〒150-8932 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号
登録番号：北海道財務局長（11）第00007号
日本貸金業協会会員 第000008号
カスタマーセンター
（お客様相談室）
電話番号［着信先：神奈川県座間市］
（046）
298-6000

安心のロードサービス

お申込みについて
◆お申込み資格◆ 原則として年齢18歳以上（高校生不可）で電話連絡可能な方

＊未成年の方のお申込みには、親権者の方の同意が必要となります。

◆キャッシング枠付帯資格◆ 年齢20歳以上65歳以下でご本人がお勤めで毎月安定した収入
のある方

●お支払方法について
故障時
緊急修理
サービス

レッカー
かけつけ
サービス

愛車を
自宅へ
お届け

宿の手配

宿泊費用
帰宅費用
搬送費用
サービス

帰りの
足の手配

ロードサービス

サービス利用方法
24時間365日いつでも
プロが迅速に現場急行し
その場で対応

▼

フリーダイヤルで
サービスデスクへ連絡

▼

ショッピング

1回払

キャッシング

1回払

回数指定分割払

①宿泊費用・②帰宅費用・③搬送費用サービス
●事故・故障の現場が自宅から100km
（直線距離）
以上遠方。
しかも自力走行不能
の場合、
以下のサービスのうちいずれかをご提供します。

①宿泊費用サービス
自力走行不能により帰宅できない場合宿泊費用を負担します！
●サービス内容
●

自力走行不能になっても安心の無料サービス。

レッカーかけつけサービス
●自力走行不能の場合、
レッカー車が現場に急行し現場から50km
（走行距離）
ま
で無料で牽引いたします。
●サービス内容
● レッカー出動の場合の基本料金
● 出張料金
● 基本作業料
● 50kmまでの牽引料金、
落輪引上げサービス
※超過分はお客様負担になります。
●サービス利用条件
● 事故
・故障を問わず、
自力走行不能の場合。
●サービスの適用対象外
● 故意、
地震・津波・噴火、
無免許運転・車検切れ・酒酔い運転等による事故・故障
は、
本サービスの対象とはなりません。
思いがけないトラブルも安心の無料サービス。

故障時緊急修理サービス
●愛車にトラブルが発生した場合、
現場にて対応可能な30分程度の応急修理作
業を行います。
●サービス内容
現場にて30分程度で対処可能な次の9項目を対象に無料で緊急修理を行います。
①ジャンピング
（バッテリーあがりの際にケーブルをつないでスタートさせる）
②スペアタイヤ交換、
タイヤ廻り点検
（チェーン脱着は対象外）
③国産・外車一般シリンダーインロック開錠
④各種オイル漏れ点検・補充
⑤各種バルブ・ヒューズの取替え
⑥冷却水補充
⑦ボルトの締め付け
⑧パーキングブレーキ固着解除
⑨ガス欠時のガソリン補充

●

事故・故障の現場がお客様の自宅より100km以上遠方で、
自力走行不
能により帰宅できない場合の宿泊施設の手配及び1名：15,000円を限
度として宿泊費用を負担します。
車検証に記される指定乗車人数1名につき15,000円
（税金・サービス
料を含む）
を上限とします。

●

食事代、
通信費等の私的な費用、
または超過分はお客様負担とします。

●

事故・故障当日の宿泊費用に限ります。

②帰宅費用サービス
自力走行不能の場合の代替交通機関の手配 、及び帰宅費用
を負担します！
●サービス内容
●

●

●

●

事故・故障の現場がお客様の自宅より100km以上遠方で、
自力走行不
能の場合の代替交通機関の手配及び1名：20,000円を限度として帰宅
費用を負担します。
代替交通機関とは、
タクシー、
電車
（特急・新幹線を含む、
グリーン車を
除く）
、
飛行機
（普通運賃）
、
船舶等をいいます。
車検証に記される指定乗車人数1名につき20,000円を上限とします。
但 し、
家 族、
友 人 同 士 が タ ク シ ー に 相 乗 り す る 場 合 は1台 に つ き
20,000円が限度となります。
（乗車人数×20,000円とはなりません）
事故・故障当日または翌日の帰宅費用に限ります。

③搬送費用サービス
自宅から100km以上遠方の事故・故障で、修理が完了し
た愛車のご自宅までの搬送の手配及び50,000円を限度
として搬送費用を負担します。
※お客様本人引取りの場合は、片道の交通費（50,000円限度）を負担します。
※交通費は、一般的な公共交通機関利用に限ります。

元金定額リボルビング払

元金定額リボルビング払

●キャッシング利率…実質年率18.00％（遅延損害金 実質年率20.00％）
●資金使途…自由（但し、事業性資金及び他社債務弁済は除く）
●ご利用可能枠…10〜50万円
●ご返済方法
・１回払（元利一括払）
返済回数/1回
返済期間/1〜60日（但し暦による）
・元金定額リボルビング払 返済回数/1〜60回 返済期間/1〜60ヶ月
●担保・保証人…不要
●お支払日…毎月27日（休業日の場合はその翌営業日）

事故や故障のアフターフォローも安心の無料サービス。

カード裏面に記載の
「ロードサービス専用ダイヤル」
にご連絡ください。

トラブル
発 生

（＊ショッピングの場合、
加盟店又はご購入商品・サービスによりお支払方法が異なる場合があります。
）

年会費について

■初年度年会費無料
初年度無料 翌年度以降 2,000円+消費税
※但し、
前年度の年間カードショッピング利用金額計が、
10万円以上で翌年度は無料となります。
お支払いは、
毎年１回、
預金口座より自動引き落としとなります。
（毎年自動継続）
※年間とは、
カード入会月の翌月１日より１年間の期間を指します。
※年会費・キャッシングサービスのご利用分は対象外とさせていただきます。
※年会費のみの請求につきましては、
請求書の発行は省略させていただきます。

年会費
無料！
！

ETCカード(高速道路料金お支払専用カード)

※ETC CARDは、
ETC専用カードです。
高速道路SA・PAを含
むショッピングやキャッシング等の通常のクレジットカード
としては、
ご利用いただけません。
またETCご利用代金のお
支払は1回払となります。
※ETC CARDご利用代金は、
ジャックスカードご利用代金として請求させていただきます。
※ご利用には、
ETC車載器の装着が必要です。

充実保険で、しっかりサポート
【カード盗難保険】

■入会と同時にご加入いただきます。■カードの紛失、盗難によるトラブルを防ぎます。

【ネットあんしんサービス】
■インターネットで不正利用され、
身に覚えがない請求が届いたときに、
当社届出日から90
日前までさかのぼり、
不正利用による損害を補償するサービスです。
※ネットあんしんサービスは、
当社にて第三者による不正利用が認められた場合に適用となります。

ご入会手続き方法
会員規約
（抄）
をお読みになり、
会員申込書と預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に
必要事項をご記入いただき、
金融機関へのお届印をご捺印の上、
本人確認書類を貼付くだ
さい。
会員申込書は添付の返信用封筒に入れ差出人欄にご住所・お名前をご記入の上ポス
トへ。
申込受付後はご入会に際しての審査をさせていただきます。
※意に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。
※会員申込書・預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書・本人確認書類・収入証明書
（写）
のご
返却はいたしかねますので、
ご了承ください。

※お申込みにあたっては、
収入証明書
（写）
をご提出いただく場合がございます。
その際は別途ご案内させていただきます。

