


L'Arcardとは
L’Arc-en-Ciel結成30周年を記念した、
オフィシャルクレジットカードです。

入会特典１ 入会特典２ 利用特典

＜入会特典について＞
※ L’Arcard送付時に同封いたします。

＜利用特典について＞
※ 複数デザインの中からランダムにお届けいたします。
※ QUOカードのデザインはお選びいただけません。
※ 同じデザインのQUOカードが複数回送付される場合がございます。QUOカードは500円分となります。
※ 集計期間（サイクル）は、毎月のカードご請求金額の集計と同様です。
※ QUOカードは、ご請求金額が確定した月の翌月上旬に発送されます。
※ 毎月の集計時点で集計金額が10万円（税込）に満たない分は、翌月の集計に繰り越されます。
※ ご利用金額が20万円以上でQUOカードが複数枚送付される場合、1枚ごとに送付されます。 

＜例＞

ショッピング１回払い

上記以外のお支払い方法

締 切 請求額確定 QUOカード発送

毎月1日

毎月末日

当月の10日

翌月の10日

翌月上旬

翌々月の上旬

スマホカードホルダー
プレゼント

限定ステッカー
プレゼント

ショッピングご利用金額
10万円（税込）ごとに
オリジナルデザインの
QUOカードをプレゼント



注1：1日にご利用いただいたショッピング1回払いご利用分を、「あとリボくん」や「ショッピングリボ宣言」
　　等によりお支払方法を変更された場合、そのご利用分の締切日は月末となります。

※カードはご本人様以外の方は利用できません。
※紛失・盗難により第三者に不正使用された場合、署名欄にご署名がない場合は損害額が補償され
ない場合がございます。なお、海外での不正使用防止の観点より漢字でのご署名をおすすめします。

カードをご確認ください ご利用代金のお支払い

暗証番号

ICカード対応レジでのクレジットご利用時やキャッシングを利用する際、
本人確認のため暗証番号の入力が必要です。お申込み時にご登録い
ただいた暗証番号をご利用ください。

カードご利用代金は、以下日程でご指定の口座から自動振替いたします。

注2：１日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。分割払いやリボ払い等は、上記お支払日
　　からのお支払開始となります。

当社では、不正使用防止のため不正検知システムを導入しております。お客様の信用
状況にかかわらず、カード利用を一時的に停止させていただく場合がございます。
ご迷惑をおかけする事もございますが、安心してカードをご利用いただくために
ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

〔不正検知に関わるお願い〕

※暗証番号の誤入力回数はICチップ内に累積され、一定回数を超えるとICカードにブロックがかか
り、IC対応端末機では利用できなくなります（ブロックがかかる前に正しい暗証番号を入力すると
それまでの誤入力回数はリセットされます）。

●第三者による不正使用を防止するため、暗証番号の入力を一定回数お間違い
になると、カードが利用できなくなります。
　その場合は、新しいカードとの交換が必要となりますので、お客さまセンター
までご連絡ください。

ICカードは暗証番号を変更された場合、新しいカードと交換いたします。

※月末のご利用分や一部の加盟店、および海外でのご利用分は、当社へのご利用データの到着日の
　都合により、ご請求が遅れる場合がございます。

●お支払い額はご利用代金明細書でご確認ください。

※ご利用の前に会員規約もよくお読みください。

ご利用可能枠

カードの「ご利用可能枠」は、カード送付台紙に記載しています。

※プロバイダー料金・携帯電話料金、公共料金等は、各社の事務処理の都合等により2ヶ月分をまと
　めてご請求する場合がございます。

16桁の数字です。各種お
問い合わせをいただく際に
も必要です。

会員番号1

カードの有効期限を、月/
西暦（下2桁）で表示して
います。

有効期限2

ローマ字で表示しています。
会員名3

すぐに自筆でご署名ください。
署名欄4

ネットショッピングをご利用の
際、必要となる場合がござい
ます。

セキュリティコード5
5442 1234 5678 9012
00/00
TARO POCKET

お葉書にて「暗証番号の通知サービス」を行っております。暗証番号をお忘れの場合
は、お客さまセンターまでご連絡ください。郵送にて約1週間から10日程でお送りいた
します。

締切日の
翌月1日注2

締切日の
翌々月1日注2

締切日の
翌々月1日注2

毎月1日
締切注1

毎月末日
締切

毎月末日
締切

（分割払い、リボ払い、ボーナス払い等）

カードご利用内容（支払方法） 締切日 お支払日

〈カードのご利用とお支払日のイメージ（一例）〉

カードご利用 当月 翌月 翌々月



世界中の加盟店でご利用いただけます

このステッカーのある当社加盟店と
Visa加盟店でご利用いただけます。

一括でお支払いいただきます。

を

国内利用のお支払方法

海外利用のお支払方法

毎月１日に締め切り、締切日の翌月１日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に、
一括でお支払いいただきます。

ご利用代金をボーナス月にお支払いいただく方法です。
お取り扱い期間、お支払月等は加盟店により異なりますので、
ご利用の際に各店でお確かめください。

ご利用残高に応じて、毎月一定額ずつお支払いいただく方法です。

お支払回数をご指定いただき、お支払いいただきます。
月々1,000円以上のお支払いよりご利用いただけます。
お店により、ご指定いただける分割回数は異なります。

※海外でのショッピングご利用分は「1回払い」となります。

※一度「海外リボ払い変更手続き」をされると、その後のご連絡がない限り、以降の海外ショッピン
グご利用分はすべて「リボ払い」となります。
※ショッピングリボ宣言にお申込みされている方はお手続き不要です。

※

海外ショッピングご利用分の円換算

※実際にカードをご利用になった日の換算レートではございませんので、ご注意ください。

海外でのご利用分は、米国のVisaインターナショナル決済センターでご
利用データを集中決済した際に適用した交換レートに、海外利用にかか
るコストとして、2.20％をプラスしたレートで円換算いたします。

※お取引金額によっては、サインまたはカードを挿入し暗証番号（PIN）を入力する本
人確認が必要となります。
※スマートフォンなどのデバイスの場合、事前に生体認証やモバイルPIN入力などを
求められる場合があります。

国内でも海外でも、対応マークのあるお店であれば、かざすだけで決済
完了！ 

店頭で専用の端末にカードやスマートフォン等のデ
バイスを“タッチ”するだけで決済が完了するため、サ
インや暗証番号は不要！スピーディーな決済が可能
です！

Visaのタッチ決済

＜メリット１＞スピーディーな決済

タッチ決済では、カードホルダー自身がカードをかざす
ため、決済時のカードの受け渡しが不要。
カードの紛失や偽装のリスクも低いため安心してお買
い物を楽しめます。

＜メリット2＞安全なセキュリティ

タッチ決済は海外で特に普及しており、ご利用可能
店舗が多数。海外旅行に必須です！

＜メリット3＞海外でも利用できる

カードだけでなく、タッチ決済に対応しているスマート
フォンやウェアラブルデバイスなら、カードを出さずに
決済が可能！混み合いがちなレジでもスムーズに決済
できます。

＜メリット4＞デバイス選択も可能

タッチ決済の4つのメリット

このマークがあるお店でご利用いただけます



ショッピングリボ払い

上限200万円（要審査）

ショッピングリボ宣言

あとリボくん

一度お申込みいただくとショッピングご利用分のお支払いが自動的に「リボ
払い」に切り替わるサービスです。

ショッピングやキャッシングのご利用分のお支払方法を、ご利用のあとから
「月々定額のリボ払い」に変更できるサービスです。

※引落し日の金融機関4営業日前の前日

【あとリボくん（ご利用明細別）】
会員専用ネットサービスでご利用代金明細書（Web明細）の画面を見ながら、
ご利用明細別でリボ払いに変更できます。

●ショッピングご利用分のお支払いが「リボ払い」に切り替わります（年会費・各種手数
料は対象外）。
●「分割払い」「ボーナス2回払い」「ボーナス併用払い」については、「ショッピングリボ宣
言」お申込み時点ですでにお支払い途中のご利用分は対象外です。
●ショッピングリボ宣言お申込み後は、取消のお申し出がない限り継続されます。

●あとリボくんをお申込みの場合、該当する引落し日のご指定されたご利用分が、すべ
てリボ払いとなります（年会費・各種手数料等は対象外）。
●あとリボくんは、ご希望のお支払日（引落し日）ごとに、お申込みが必要です。
●「分割払い」「ボーナス2回払い」「ボーナス併用払い」については、あとリボくんお申
込み時点ですでにお支払い途中のご利用分は対象外です。

●カードご利用後は、毎月のご利用代金明細書で必ずご利用残高や月々のお支払金
額をご確認ください。●月々のお支払金額を意識して、ご自身のお支払能力に合った計
画的なカードのご利用を心がけてください。●ご利用残高は、全額または一部を繰上げ
返済することができます。●ショッピングリボ払いについてはホームページでもご案内し
ています。

〈お申込み期限〉

※

※引落し日の金融機関4営業日前の前日

〈お申込み期限〉

※

※お支払いコースは、カード種類、ご入会日等により異なる場合がござ
います。
※月々のお支払額には手数料が含まれます。
※弁済金が、算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となり
ます。
※初回手数料が弁済金を上回る場合、初回弁済金は初回手数料の額と
なります。

「ショッピングリボ宣言」「あとリボくん」の詳細とお申込みは
ホームページをご確認ください。

ショッピングリボ宣言 あとリボくん

https://www.pocketcard.co.jp/use/revo/revo_sengen.html
https://www.pocketcard.co.jp/use/revo/ato_revo.html


ネットキャッシング 海外のATMで現地通貨でキャッシング

● 原則24時間365日即時振込み
● 振込み手数料無料

会員専用ネットサービスでお申込みいただくと、カードご
利用代金引落し口座、またはカードご契約者様ご本人
名義のご指定口座に振込みいたします。

全国のCD・ATMでキャッシング

※キャッシングご利用可能枠内で、1万円単位でご指定ください。
※お支払方法は、一括払い、またはリボ払いからお選びください。
※お申込みの翌日が土・日・祝日等金融機関休業日の場合は翌営業日の振込みとなります。
※振込みの確認ができる時間は金融機関により異なります。振込み時間は指定できません。
※当社規定により、お申込みの意にそえない場合がございます。
※一部ゆうちょ銀行口座では、振込み受付ができない場合がございます。

テレフォンキャッシング

● 振込み手数料無料

お電話でお申込みいただくと、金融機関の翌営業日にカードご利用代金
引落し口座へ振込みいたします。

三菱UFJ銀行

●その他全国の提携銀行、地方銀行、第二地方銀行でも
キャッシングをご利用いただけます。

このステッカーのある全国の提携CD・ATMで
ご利用いただけます。
※CD・ATMの利用手数料（法令で定める額の範囲内）が
　かかります。

※CD・ATMの利用手数料（法令で定める額の範囲内）がかかります。

このマークのある世界中のATMで
現地通貨でのキャッシングをご利用
いただけます。

お支払方法

（受付時間 9：00～17：00 土・日・祝日・年末年始を除く）

ご利用いただいた金額はご利用日の翌々月の1日に利息を含め一括でお支払い
いただきます。

14

●ご融資利率／実質年率14.95％～17.95％　●返済方法／元利一括払い、リ
ボルビング払い（残高スライド元利定額方式、元利定額方式）※海外ご利用分はリ
ボルビング払い　●ご利用可能枠／150万円以内（要審査）　●返済期間・回数
／1ヶ月～59ヶ月・1回～59回※ご利用可能枠内で新たに借入をされた場合や臨
時返済をされた場合は、ご利用残高が増減するため、返済期間・返済回数は変更さ
れます。　●遅延損害金／実質年率19.94％　●担保・保証人／不要

キャッシングについて（貸付条件）

※月々 のお支払額には利息が含まれます。
※弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
※初回の利息が表の弁済金を上回る場合、初回の弁済金は初回の利息の額となります。
※新たなキャッシングリボ払いのご利用がないときは、前回（前月）と同額の支払額となります。
※キャッシングリボ払いには、各種お支払いコースがございます。

ご利用があった月の締切日残高 弁済金（月々のお支払額）

詳細はこちら

詳細はこちら

https://www.pocketcard.co.jp/use/cashing/net.html
https://www.pocketcard.co.jp/use/cashing/cd_atm.html


ご利用明細の確認やキャンペーンご応募、ご登録情報の変更等、便利な
サービスをご利用いただけます。

アプリでカード管理がさらに便利に！オートログインで便利！※

ご請求金額がひと目でわかる！

キャンペーンも簡単アクセス！
※パスコードや生体認証の登録も可能です。

※一部割引率の異なる商品や割引対象外商品もございます。
※当社カードでのお支払いの場合に限ります。

ポケットカード会員専用アプリ

各種パッケージツアーが最大８％割引

会員専用ネットサービス

ポケットカードトラベルセンターでお申込みいただくと、各種パッケージ
ツアーが最大8%割引になります。
同行者様もご優待価格でお申込みいただけます。

キャンペーンエントリー

各種登録情報照会・変更※1

■主なサービスの一例

メルマガ登録・解除

※1：会員専用ネットサービスで登録・変更できるもの
・ご自宅の住所、電話番号　　・勤務先変更　　・ご家族、世帯主について　　
・メールアドレス ・引落し口座（一部対象外の金融機関がございます）

［以下の変更については、変更申請書をご請求ください］
・氏名の変更　　・暗証番号の変更

1,980円（税込）

770円（税込）

毎月郵送される「ご利用代金明細書」に代わり、会員専用ネットサービスで
ご利用明細をご確認いただけます。

生活・カーライフをサポート

Web明細サービス　＜登録無料＞

※お申込みが必要です。

詳細およびお申込みはこちら

郵送よりも早く
ご利用内容を確認できる

そのうえペーパーレスで
地球にやさしい

個人情報を廃棄しなくて
いいので安心・安全

過去１５ヶ月分の
利用明細書を確認できる

！

当社カード会員様はもちろん
同居のご家族まで

そのうえペーパーレスで
地球にやさしい

ご登録方法や詳細はこちら

詳細はこちら

ログインはこちら

詳細はこちら

ポケット・サポート・サービス カーライフホッとライン

https://www.pocketcard.co.jp/service/carlife/pocket.html
https://www.pocketcard.co.jp/service/carlife/hotline.html
https://www.pocketcard.co.jp/support/member/online.html
https://www.pocketcard.co.jp/ad/app/
https://wis.pocketcard.co.jp/netservice/login?sessionToken=b49054dea22c19fe5027daa90ea70065
https://www.his-j.com/tyo/corp/pocketcard/
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※IP電話および携帯電話各社のかけ放題プランをご利用の方は

●お電話の際は、お手元にカードをご用意ください。
●音声ガイダンスに従って、ご用件の番号を押してください。
※お客様との通話はサービス向上および内容確認の目的で録音させていただいております。

紛失・盗難保障

★最寄りの警察署、または交番にも必ず届け出てください。

※会員の故意、または重大な過失に起因する場合、および暗証番号を他人に知られ不正使用
　された場合は適用されません。

カードの紛失・盗難にあった時は、すぐに「紛失・盗難専用ダイヤル」までお電話くだ
さい。お電話をいただき次第、カードのご利用を停止し、再発行のためのお手続きを
ご案内いたします。

※カードの再発行には手数料がかかります。

カードをなくされた時の不正使用から会員様をお守りします。万一、他人に不正使用され
た場合でも、紛失・盗難の届け出を受けた日の60日前からその損害を会員規約に基づき
補償します。カード番号等の盗用によるインターネット取引の損害も補償の対象です。

お客様からお問い合わせの多いご質問と回答をご紹介しています。
よくあるご質問（FAQ）

https://faq.pocketcard.co.jp/?site_domain=pocket
https://www.pocketcard.co.jp



