
商品概要説明書－りそなクラブ－ 
 

りそな銀行 

2023年4月3日現在 

項   目 内      容 

１．商品名 りそなクラブ 

２．ご利用者 当社に普通預金口座をお持ちの個人の方であればどなたでもご利用いただけます。 

ただし、事業用としてご利用の口座や、公営競技電話投票口座等でご利用の口座を除きます。また、非居住者

の方、任意団体はご利用いただけません。 

３．申込方法 店頭、ＷＥＢよりお申込みいただけます。 

４．会費 無料 

５．サービス内容 お取引内容に応じて《りそなクラブポイント》（以下「ポイント」という）がたまり、たまったポイントをポ

イント交換提携企業（以下「パートナー企業」という）が提供するポイントやマイル等に交換や寄付、キャッ

シュバックができます。お取引内容に応じて毎月、「スタンダード」「パール」「ルビー」「ダイヤモンド」の4

段階のステータスが決定され、ステータスに応じてATMご利用手数料等の優遇を受けることができます。 

 （1）ポイント 

の加算 

以下の①②③の対象取引項目について、お取引内容に応じたポイントが加算されます。 

①定例加算ポイント（原則お取引きの翌月20日に加算） 

№ 対象取引項目 単位 
加算ポイント数 
（月間上限) 

1 給与または年金のお受取り(注 1) 月間 10 

2 積立定期お預入れ、積立投資信託ご購入（1回 1万円以上） 月間 5 

3 りそなの iDeCoの掛金お引落し(注 2) 月間 5 

4 
投資信託･りそなファンドラップ・外貨預金･公共債（国債等)等保有 
（月末時価残高 30万円以上 300万円未満） 

月間 20 

5 
投資信託･りそなファンドラップ・外貨預金･公共債（国債等)等保有 
（月末時価残高 300万円以上)  

月間 50 

6 カードローン/消費性ローンご利用（月中平均残高 10万円以上) 月間 20 

7 貸金庫ご契約有 月間 20 

8 りそな HD株主優待 (注 3)  月間 
優待券 1枚あたり 

20～200（注 4） 

9 
りそなデビットカードのご利用（ショッピング） 
（りそなデビットカード〈プレミアム〉の場合は 1千円毎に 20ポイント加算） 

1千円毎 5 

10 
りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉のご利用（ショッピング） 
（ゴールドの場合は 1千円毎に 6ポイント加算） 

1千円毎 5 

11 りそな VISAプラチナカードのご利用（ショッピング） (注 5) 1 千円毎 7 

12 投資信託ご購入、りそなファンドラップご契約 1 万円毎 
3 

（9,000) 

13 外貨預金お預入れ 1 万円毎 
3 

（9,000) 

14 公共債（国債等)ご購入 10 万円毎 
3 

（900) 

15 りそなグループアプリ、マイゲートご利用による他行宛お振込み（注 6） 1 回毎 
3 
（15） 

 
（注1）通帳の摘要欄（マイゲートの入出金明細照会については「お取引内容」欄）に「給与」または「年金」と表示されているものを

加算対象とします。両方のお受取りがある場合でも、一律で月間10ポイントとなります。 

（注2）りそなのiDeCoにご加入で、かつりそなクラブ契約のある口座での掛金引落が対象です。iDeCo＋（イデコプラス）などの事

業主払込や、運用指図者、他社のiDeCoのご契約、りそな銀行等での個人情報利用同意を「非同意」にされた方は対象外

です。 

（注3）株主優待券のご利用をお申込みいただいた方が対象となります。株主優待券は、毎年3月31日時点で100株以上保有され

ている株主さまにお送りします。優待ポイント進呈スケジュールは、お申込方法やお申込時期により異なります。詳しくは、

株主さまへお送りしているご案内をご覧ください。 

（注4）100株以上500株未満で20ポイント、500株以上4,000株未満は100株ごとに5ポイント、4,000株以上は一律200ポイント。 

（注5）りそなVISAプラチナカードは原則として当社からご案内しています。 
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（注6）りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行宛のお振込みは対象外です。 

 

②ファーストアクションポイント（№2・3を除き、原則お取引きの翌月20日に加算） 

各項目、お一人さま１回限りの加算となります（月末のお申込みは翌月扱いとなる場合があります）。 

№ 対象取引項目 加算ポイント数 

1 初めてりそなグループアプリのセットアップ、および無通帳お申込み（注 7） 1,000 

2 初めてりそなデビットカード・りそなデビットカード〈プレミアム〉を 3回以上ご利用（注 8） 500 

3 初めてりそなクレジットカードを 3,000円（税込）以上ご利用（注 9） 500 

4 初めて投資信託・りそなファンドラップを月間 100万円以上ご購入 (注 10) 3,000 

5 初めて NISA口座を利用して投資信託を月間 10万円以上ご購入 (注 11) 500 

  （注7）無通帳とは普通預金の無通帳型のことを指します。りそなグループアプリホーム画面に表示されるお取引店の普通預金が無

通帳の方が対象となり、既にりそなグループアプリをご利用中のお客さまが新たに無通帳に切替えた場合や、既に無通帳をご

利用中のお客さまが初めてりそなグループアプリをセットアップした場合も対象です。なお、次の1～6のいずれかに該当する

場合は対象外となります。 

1.2019年10月以降2020年9月30日までの毎月末時点で、無通帳をご利用かつりそなグループアプリセットアップ済の場合 

2.りそなグループアプリのメイン口座の取引店と無通帳（普通預金）ご利用の取引店が異なる場合 

3.対象口座が解約されている場合 

4.対象口座を通帳に切替している場合 

5.りそなグループアプリを削除している場合 

6.りそなクラブに入会していない場合（退会している場合を含みます） 

（注8）りそなデビットカードまたはりそなデビットカード〈プレミアム〉ご入会の翌月末までに3回以上ご利用（金額は問わず)かつ、ご入

会の翌々月末時点でカードを解約されていない方が対象です。りそなデビットカード〈JMB〉、J-デビットでのご利用は対象外

となります。加盟店の都合等により売上情報がお客さまのご認識より計上が遅くなり、対象外となる場合があります。ポイントは

ご入会から3ヵ月後の20日に加算予定です。2022年4月末時点で対象カードのご契約がある場合は対象外となります。 

（注9）りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉JCB・VISA（一般・ゴールド）、りそなVISAプラチナカードにご入会の翌々月15日ま

でに合計3,000円（税込）以上ご利用かつ、ご入会の翌々月末時点でカードを解約されていない方が対象です。合計3,000円

（税込）以上とは、ご入会から3ヵ月後の20日までに付与されるポイント（カードショッピングご利用分）が、一般は15ポイント以

上、ゴールドは18ポイント以上、プラチナは21ポイント以上の場合です。一般からゴールドカードへの切替などの場合や、加盟

店の都合等により売上情報がお客さまのご認識より計上が遅くなった場合など、対象外となる場合があります。ポイントはご入

会から3ヵ月後の20日に加算予定です。2022年4月末時点で対象カードのご契約がある場合は対象外となります。 

※りそなVISAプラチナカードのご入会は、原則として当社からご案内しています。 

（注10) 2020年3月末以降において投資信託・りそなファンドラップ（ウェルカムプラン含む）ともに残高が無いことを当社所定の基準

で判定します。投資信託のご購入は受渡日基準、りそなファンドラップのご契約は当初運用開始日基準で判定します。購入

時手数料のかからない投資信託を含みます。 

（注11）これまで当社にてNISA（つみたてNISA含む）の残高がないことを、当社所定の基準で判定します。既にNISA口座を保有して

いる方でも、これまで当社でNISA口座を利用した投資信託購入の無い方であれば対象になります。積立投資信託（つみたて

NISA含む）は対象外です。投資信託のご購入は受渡日基準で判定します。 

 

③マイホームマイバンクプラン 

自己居住用住宅ローン（同月内のお借入金額500万円以上かつ借入期間4年以上）をお借入れいただき、一定

期間内に以下ＡＢＣのすべての条件を満たすと、条件を満たした翌々月に10,000ポイントプレゼントしま

す（お一人さま1回限り）。 

条件：実行月を含めて5ヵ月目の月末までに 

Ａ．給与のお受取り（注12） 

Ｂ．りそなデビットカード（Visa）のご利用（注13） 

実行月を含めて5ヵ月目の15日までに 

 Ｃ．りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉のご利用（1回あたり1,000円以上）（注14） 
（注12）通帳摘要欄（マイゲートの入出金明細照会については「お取引内容」欄）に「給与」と表示されているものが対象となります。 

（注13）Jデビットでのご利用は対象外です。 

（注14）対象カードは、りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉JCB・VISA（一般・ゴールド）、りそなVISAプラチナカードです。電

子マネーへのチャージ、キャッシング、カード年会費などは対象外となります。クレジットカードのご利用日によっては、10,000

ポイントの付与が3ヵ月後となる場合があります。 

※りそなVISAプラチナカードのご入会は、原則として当社からご案内しています。 
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○対象取引項目毎のポイント加算条件等の詳細については、店頭までお問合せください。 

○その他、各種キャンペーンに応じてポイントを加算することもあります。キャンペーンの内容、加算ポイ

ント等は店頭またはホームページ等でお知らせします。 

 

（2）ステータ

スと優遇                

お取引きによって決まるステータスに応じてATMご利用手数料や振込手数料の優遇を受けることができます。

公営競技電話投票口座等は手数料優遇の対象外とします。 

【ステータス判定項目と優遇内容詳細】 

ステータス 

ステータス判定項目 

優遇内容 
投資信託・ 
ファンドラップ

コース 
（月末時価残高） 

カードコース 

（年間利用額） 

お預入れ金融

資産コース 

（月末時価残高） 

ダイヤモンド 500万円以上 300万円以上 2,000万円以上 

○ りそなグループ ATM ご利用手数料（バンクタイ

ム、VIEW ALTTE含む）無料*1 

○ コンビニ ATM ご利用手数料キャッシュバック

（月間 3回)*2 

○ 他行 ATMご利用手数料キャッシュバック（月間

3回)*3 

○ りそなグループアプリ・マイゲートご利用による

他行宛振込手数料優遇（月間 3回）*4 

○ グループ本支店宛・他行宛 ATM カード振込手

数料キャッシュバック（月間 3回）*5 

ルビー 50万円以上 120万円以上 500万円以上 

○ りそなグループ ATM ご利用手数料（バンクタイ

ム、VIEW ALTTE含む）無料*1 

○ コンビニ ATM ご利用手数料キャッシュバック

（月間 3回) *2 

○ りそなグループアプリ・マイゲートご利用による

他行宛振込手数料半額優遇（月間 3回)*4 

パール 10万円以上 12万円以上 20万円以上 
○ りそなグループ ATM ご利用手数料（バンクタイ

ム、VIEW ALTTE含む）無料*1 

スタンダード 10万円未満 12万円未満 20万円未満 － 

*1 りそなグループATMは、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行のATMです（みなと銀行のATMは対象外となります）。通

常は平日8:45～18:00以外の時間帯は110円（税込）のご利用手数料がかかります。振込の場合は、別途振込手数料がかかりま

す。 

※バンクタイムは、一部のコンビニエンスストア、ドラッグストア等に設置の「バンクタイム」マークのあるATMです。 

※VIEW ALTTE（ビューアルッテ）ATMは、出金のみ対象となります。 

*2 コンビニATMは、セブン銀行、ローソン銀行、イーネットが設置するATMで、りそなクラブの契約がある取引店のキャッシュカード

を利用して行う入金・出金が対象となります（ゆうちょ銀行のATMはコンビニに設置されていても、「他行ATM」の扱いとなります）。 

*3 他行ATMは、ゆうちょ銀行を含む提携金融機関のATMで、りそなクラブの契約がある取引店のキャッシュカードを利用して行う出

金が対象となります（ゆうちょ銀行は入金も対象です）。 

*4 受付時点（予約の場合は予約時点）でのステータスに応じ、1口座あたり月初から3回目までのご利用が対象となります。 

*5 りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、バンクタイムのATMでりそなクラブの契約がある取引店のキャッシュカードを利用

した場合の、本支店宛、他行宛の振込が対象となります（みなと銀行も本支店宛扱いとなります）。 

※上記手数料優遇の他、「通帳利用手数料」および「未利用口座管理手数料」についてもステータスに応じた手数料優遇がありま

す。詳しくは、「口座に関する重要なお知らせ」またはホームページをご確認ください。 

○みなと銀行のATMでは、りそなクラブのステータスにかかわらず、りそな銀行のキャッシュカードを利用し

た出金は、平日8:45～18:00の時間帯はご利用手数料が無料となり、平日8:45～18:00以外の時間帯はりそ

なクラブのステータスがダイヤモンドの方は月間3回までキャッシュバックになります。 

○りそなグループアプリ・マイゲートを利用したみなと銀行宛の振込手数料は本支店扱いとなり、りそなク

ラブのステータスにかかわらず全て無料となります。 

「ステータス判定項目」について 

毎月月末時点で対象のお取引きを集計し、ステータス判定項目のうちもっとも高いステータスが翌々月1日 

～末日まで適用されます。ステータスは毎月変動する可能性があります。ただし、家族サービスの利用によ

る場合は、その限りではありません。 

 

＜投資信託・ファンドラップコース＞ 

投資信託＋りそなファンドラップ（ウェルカムプラン含む）の月末営業日時価残高合計 



商品概要説明書－りそなクラブ－ 
 

りそな銀行 

＜カードコース＞ 

りそなデビットカード・りそなデビットカード〈プレミアム〉＋りそなクレジットカード〈クラブポイントプ

ラス〉JCB・VISA（一般・ゴールド）＋りそなVISAプラチナカードの年間ショッピング金額合計 

※りそなデビットカード・りそなデビットカード〈プレミアム〉の場合、13ヵ月前の1日～前々月末日までのご利用、その

他の対象カードの場合、14ヵ月前の16日～前々月15日までのご利用が対象となります。 

※りそなデビットカード〈JMB〉は対象外となります。 

※ステータス判定のために算出するショッピング金額は、ショッピングご利用額に応じて加算されるポイントから逆算した

金額の年間合計です。ショッピングの実際の金額がそのまま反映されない場合があります。また、りそなクレジットカー

ド〈クラブポイントプラス〉JCB・VISA（一般・ゴールド）をご利用の方のうち、プレゼントポイントが付与されている

場合、実際のショッピング金額よりも多くご利用があったとみなされ、実際よりも高いステータスが適用される場合があ

ります。 

※りそなVISAプラチナカードのご入会は、原則として当社からご案内しています。 

＜お預入れ金融資産コース＞ 

円貨定期預金＋金銭信託（財形含む）＋投資信託＋りそなファンドラップ（ウェルカムプラン含む）＋外貨預

金＋公共債（国債等）＋実績配当型金銭信託＋生命保険の月末営業日時価残高合計 

※投資信託、りそなファンドラップ（ウェルカムプラン含む）は、ご購入時期によっては、ステータスの反映が翌々月とな

らない場合があります。 

※生命保険は、ご契約中の商品が対象となります（定期保険、医療・がん保険など一部の商品は対象外となります）。なお、

満期後、据置期間となっていて年金支払いが開始していない場合や、保険会社の手続きが未済等、対象外となることがあ

ります。また、「一時払保険料または年間保険料」と「前納保険料」を比較し、いずれか高い金額で判定します(外貨建の

場合、月末時点のTTB（電信買相場）を使用)。 

※普通預金、貯蓄預金、当座預金等の円貨流動性預金、外債は対象外です。 

○上記3コースの他、以下の条件に該当する場合でも記載のステータス以上が適用となります。 

・住宅関連ローンご利用残高100万円以上の方：ルビー 

・新規ご入会の方（1年以内）*6、25歳以下の方*7 、給与・年金ポイント対象取引のある方*8：パール 
*6 りそなクラブの新規入会特典は、再入会の場合対象外となります。 

*7 25歳以下の方が再入会した場合は、入会月の翌月1日から適用されます。 

*8 通帳の摘要欄（マイゲートの入出金明細照会については「お取引内容」欄）に「給与」または「年金」と表示されているものが対

象です。 

・りそなHD株主優待をお申込みの方*9：100株以上2,000株未満（月間20～95ポイント）でパール、2,000株以上4,000

株未満（月間100～195ポイント）でルビー、4,000株以上（月間200ポイント～）でダイヤモンド 
*9 毎年お申込みが必要です。 

（3）家族サー

ビス 

ご家族でりそな銀行内にりそなクラブ会員がいる場合、家族登録をすることでご家族全員ポイント還元率ア

ップや手数料優遇の適用、家族間でのポイントプレゼントができます。メイン会員一人に対しゲスト会員9人

まで招待可能です。 

＜家族の範囲＞ 

・父母がメイン会員：配偶者と子を招待可能 

・子がメイン会員 ：両親と兄弟姉妹を招待可能 

＜ポイント還元率アップ＞ 

家族登録者それぞれ、定例加算ポイントが10％上乗せされます。 

＜手数料優遇＞ 

家族登録者の中にルビー以上の方がいる場合、最も高いステータスが家族全員に適用され、手数料優遇を受け

られます。 

＜家族間ポイントプレゼント＞ 

家族登録者間で、ためたりそなクラブポイントをプレゼントすることができます。 

＜申込方法＞ 

ＷＥＢまたは店頭でメイン会員さまよりお申込みいただけます。ＷＥＢの場合は「りそなグループアプリ」ま

たは「マイゲート」から、登録住所が同一、かつ同姓のご家族に限り申込可能です。 

メイン会員さまのお申込後、ゲスト会員さまの同意をもってサービススタートとなります。 

お申込みにあたっては、同居や同姓等、当社所定の方法でご家族であることを確認させていただきます。 
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６．ポイント交換 

 

たまったポイントは、パートナー企業が提供するポイントサービスのポイントやマイル等に交換や寄付する

ことができる他、埼玉りそな銀行や関西みらい銀行のクラブポイントへの相互交換も可能です。また、ポイン

トをキャッシュバック（現金還元）するサービスも取扱いしています。 

○ポイント交換比率等の諸条件は、パートナー企業毎に異なります。 

○ポイント交換は、ＷＥＢまたは店頭でお申込みください。ＷＥＢの場合は「りそなグループアプリ」または

「マイゲート」から「りそなクラブ会員専用サイト」へ入りお手続きいただけます。 

○ポイントは、パートナー企業が提供する次のポイントやマイル等に交換いただけます。 

【ポイント交換先一覧（パートナー企業名）】 

セブンカードのポイント 
（セブン・カードサービス） 

dポイント 
（NTTドコモ） 

Tポイント 
（Tポイント・ジャパン） 

ジョーシンポイント 
（上新電機） 

タカシマヤポイント 
（髙島屋） 

JALのマイル 
（JAL） 

ヨドバシゴールドポイント 
（ヨドバシカメラ） 

楽天ポイント 
（楽天） 

Pontaポイント 
（KDDI） 

OSAKA PiTaPaポイント 
（大阪メトロサービス） 

WAONポイント 
（イオン） 

nanacoポイント 
（セブン・カードサービス） 

電子マネー「楽天Edy」 
（楽天Edy） 

ANAのマイル 
（ANA） 

KIPSポイント 
（近鉄グループホールディングス） 

ビックポイント 
（ビックカメラ） 

ベルメゾン・ポイント 
（ベルメゾン） 

スターバックスカード入金 
（スターバックス） 

LINE ポイント 
（LINE） 

りそなポイント36 
（りそなカード）※相互交換可能 

赤い羽根共同募金 
（中央共同募金会） 

りそな未来財団 
（寄付金） 

 

７．ポイントの 

有効期限 

○ポイントの有効期限は、ポイント加算月から起算し、翌々年同月以降、最初に到来する会員の誕生月末日

とし、繰越はできません。 

○有効期限までに利用されなかったりそなクラブポイントは失効します。また、有効期限までにポイント交

換をお申込みされた場合でも、会員情報が確認できない等の理由で有効期限到来後にポイント交換がエラ

ーとなった場合には、りそなクラブポイントは失効します。 

８．当社が契約し

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 

９．その他ご留意 

事項 

○りそなクラブ代表口座に公営競技電話投票口座等は指定できません。 

○複数店でお持ちのポイントをとりまとめることはできません。 

○お客さまのご都合により、取引店を変更される場合、本サービスおよびステータスは引継ぎません。変更

後の取引店で新たに本サービスへの申込みが必要です。なお、変更前の取引店のりそなクラブポイントは失

効します。 

○本サービスは、「りそなクラブサービス規定」によりお取扱いいたします。本サービスをご利用の際には、

必ずご覧ください。 

○本商品概要説明書に記載がある商品（投資信託・外貨預金・公共債（国債等）、実績配当型金銭信託、ファ

ンドラップ、生命保険）には、投資対象に係る各種相場環境等の変動等を原因として損失が生じ、投資元本

を割り込むおそれがあります。また外貨預金は為替手数料により投資元本を割り込むことがあります。投資

信託、公共債（国債等）、実績配当型金銭信託、ファンドラップ、生命保険は預金ではなく、外貨預金を含

め預金保険の対象外です。お申込時、保有期間、換金時など商品ごとに所定の費用がかかります。 

○各商品ごとのリスク、手数料詳細について、投資信託は最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および

一体としてお渡しする「目論見書補完書面」、外貨預金、公共債（国債等）は、最新の「契約締結前交付書

面」、実績配当型金銭信託は最新の「商品説明書（目論見書）」、ファンドラップは最新の「契約締結前交付

書面」、生命保険は「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」を店頭にご用意しておりますので、

必ずご覧ください。 

商号等/株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号   

加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 


