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平成 27 年 6 月 22 日 

各 位 

株式会社 新生銀行 

株式会社アプラスフィナンシャル 

 

新生銀行グループにおける海外プリペイドカード事業への参入について 
～外貨預金から直接チャージできる「海外プリペイドカード GAICA」を平成 27 年 7 月をめどに取扱開始、 

「外貨サービスの新生銀行」が外貨の新しい活用手段を提供～ 

 

株式会社新生銀行（東京都中央区、代表取締役社長  工藤英之、以下、「新生銀行」）および連結 

子会社の株式会社アプラスフィナンシャル（東京本部：東京都新宿区、代表取締役社長  野口郷司、以下、

「アプラスフィナンシャル」）は、海外プリペイドカード事業に参入いたします。 

 

アプラスフィナンシャルの連結子会社、株式会社アプラス（東京本部：東京都新宿区、代表取締役社長  

野口郷司、以下、「アプラス」）が Visa のメンバーシップを活用し、海外専用の「海外プリペイドカード GAICA」

（読み方「ガイカ」、以下、「GAICA」）を発行、専用ウェブサイトを通じて申し込んだお客さまに対して、円で  

チャージして海外の ATM から現地通貨を引き出す機能などを提供いたします。さらに、新生銀行の「新生   

総合口座パワーフレックス」（以下、「パワーフレックス」）のお客さまに対しては、パワーフレックスの外貨普通預金

から外貨を直接チャージできる機能や、帰国後に、余った外貨残高を外貨普通預金口座に戻せる機能など

を提供いたします。新生銀行とアプラスは、平成 27 年 7 月をめどに、速やかに取扱開始することを目指します。 

  

1. 「海外プリペイドカード GAICA」の概要  

GAICA は、満 13 歳以上の国内在住のお客さまを対象とした、国際ブランド Visa を付した海外利用専用

の年会費無料プリペイドカードであり、お客さまは円でチャージした金額（1 回あたり 100 万円以内）の範囲内で、

「Visa」、「PLUS」マークの表示のある、世界 200 以上の国と地域、230 万台（2014 年 12 月末現在）の ATM

から現地通貨を引き出せるほか、チャージした金額の範囲内で Visa 加盟店にてカードショッピングができます。 

カードへのチャージは、お客さまが、アプラスが指定する口座へ円資金を振り込む形で行います。また、海外  

プリペイドカードのチャージ残高は専用ウェブサイトからお客さまが指定する銀行口座に送金指示することにより、

払い戻しが可能です。 

 

さらに、GAICA のオプション機能として、お客さまがパワーフレックスをご利用の場合には、円に加えて、米ドル、

ユーロ、英ポンド、豪ドルの 4 通貨の外貨普通預金から、24 時間いつでも外貨をカードに直接チャージし、  

あまった場合にはパワーフレックスの当該通貨の普通預金口座に戻せる「Flex 機能」をご利用いただけるため、

さらに利便性が高まります。なお、Flex 機能は、GAICA の発行後に追加することも可能です。詳細は、別添の

商品概要をご参照ください。 

 

2. 新事業参入の目的  

新生銀行では、第二次中期経営計画（以下、「第二次中計」）における個人向け業務戦略として    

グループ一体となった顧客基盤の拡大を目指しています。また、リテールバンキング業務においては、「外貨   

サービスの新生銀行」として、13 種類の取扱外貨数、外貨送金サービスの拡充や為替手数料の引き下げ 

など、商品やサービスの拡充に力を注いでまいりました。今般、GAICA の取り扱いを開始することで、お客さまに 

外貨の新しい活用手段を提供し、パワーフレックスの利便性の向上を図り、「外貨サービスの新生銀行」として

の認知をさらに確かなものにしていきたいと考えています。 

 

アプラスフィナンシャルでは、成長戦略の一環として、子会社のアプラスを通じて、クレジットカード事業に続く

新規カード事業として海外プリペイドカード事業に参入いたします。プリペイドカードは、クレジットカードに比べて、

個別与信がなく利用対象者の幅が広いため、アプラスでは、プリペイドカード発行に適した新たな業態の企業

へのアプローチにより、従来のクレジットカードなどの顧客に加え、新たな顧客基盤の拡大が期待できます。この

ため、旅行代理店や学校法人など、海外でプリペイドカードを利用するニーズのある企業や団体に対して、 

発行提携を提案していきます。また、新生銀行の口座を通じて外貨預金から直接チャージできるオプション 

機能を提供することで、すでに海外プリペイドカードを発行している他社との差別化を図るとともに、将来的には

国内で利用可能なプリペイドカードの開発を検討いたします。 
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海外への渡航者数は増加傾向にあり、海外観光消費は 3 兆円の水準に達していることから  (※ )、新生   

銀行とアプラスフィナンシャルでは、海外プリペイドカード事業を通じて、第二次中計に掲げるグループ一体と   

なったコア顧客の拡大に寄与してまいります。 

 
(※) 日本旅行業協会の旅行統計 2014 年度（2014 年 7 月）によれば、海外旅行者数は平成 24 年には過去最高の 1,849

万人を記録、平成 25 年も 1,747 万人に達している。また、国土交通省観光庁の旅行・観光消費動向調査によれば、    

平成 24 年の海外観光消費は 3.2 兆円となった。 

 

【「海外プリペイドカード GAICA」の主な機能概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

お問い合わせ先 

株式会社新生銀行 IR・広報部 高橋、江口   Tel. 03-6880-8303 

株式会社アプラスフィナンシャル 企業戦略部 金崎  Tel: 03-5229-3986 

 

 

 

 

 

パワーフレックスから直接
チャージできます 【標準機能の場合】 

♦チャージは、アプラスが指定する口座に、国内送金が可能
な時間帯（9:00-14:30）に円資金を振り込む方法とな
ります。 

（※）ご利用に際しては、所定の手数料がかかります。手数料の詳細は別添をご参照ください。 

（※） 
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別 添 

■「海外プリペイドカードGAICA」券面デザイン 

 
 

■「海外プリペイドカードGAICA」商品概要 

 

【商品概要】 
 海外プリペイドカードGAICA 

GAICA標準機能 Flex機能 

カード発行者 株式会社アプラス 株式会社アプラス 

発行形式 Visaプリペイドカード Visaプリペイドカード 

申込方法 インターネットで専用申込ページから申込み インターネットで専用申込ページから申込み 

申込対象者 満13歳以上（未成年者は取引目的(利用目的)を含

めて親権者の同意を得たうえで申込みいただくものとし

ます）で、かつ下記発行条件を満たすお客さま 

・日本在住であること 

・Eメールアドレスがあること （申込み時、ご利用時に

必要となります） 

満13歳以上（未成年者は取引目的(利用目的)を含

めて親権者の同意を得たうえで申込みいただくものとし

ます）で、かつ下記発行条件を満たすお客さま 

・日本在住であること 

・Eメールアドレスがあること （申込み時、ご利用時に

必要となります） 

・ご本人名義の新生総合口座パワーフレックスを保有

し、新生パワーダイレクトを使用登録していること 

有効期限 5年 5年 

チャージ（入金）が可

能な通貨 

日本円 日本円、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル 

カード機能・サービス 標準機能 標準にFlex機能を追加 

 

【手数料】 
 GAICA標準機能 Flex機能 

通貨 手数料 補足説明 通貨 手数料 補足説明 

年会費 日本円 無料 カードの会費となります。 日本円 無料 カードの会費となります。 

チャージ手数料 

日本円 無料 

チャージ専用口座への入金時に徴

収する手数料です。 
日本円 無料 会員専用サイトの「チャージ」メニュ

ーから Flex機能により左記外貨を

チャージする際に徴収する手数料

です。 

左記外貨の場合、チャージされた

通貨で手数料を控除いたします。 

※当該手数料を差し引いた金額

がチャージされます。 

米ドル 

チャージ

金 額 の

3.5% 

ユーロ 

英ポンド 

豪ドル 

為替手数料 

日本円 

利用金

額 の

4.0％ 

日本円をチャージし海外ATMで現

地通貨引き出し時および海外

Visa加盟店でカードショッピングご

利用時に徴収する手数料となりま

す。 

為替手数料は、日本円換算した

利用金額に対して左記手数料率

を乗じたものとなります。 

本手数料は、チャージ残高より控

除いたします。 

日本円 

利用金

額 の

4.0％ 

日本円をチャージし海外ATMで現

地通貨引き出し時および海外

Visa加盟店でカードショッピングご

利用時に徴収する手数料となりま

す。 

為替手数料は、日本円換算した

利用金額に対して左記手数料率

を乗じたものとなります。 

本手数料は、チャージ残高より控

除いたします。 

左記外貨のご利用時には、本手

数料はかかりません。 

米ドル 

無料 

ユーロ 

英ポンド 

豪ドル 
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ATM手数料（※1） 

日本円 
200 円 /

回 

海外ATMで現地通貨引き出し時

に、徴収する手数料となります。 

本手数料は、チャージ残高より控

除いたします。 

日本円 
200 円 /

回 

海外ATMで現地通貨引き出し時

に、徴収する手数料となります。 

本手数料は、チャージ残高より控

除いたします。 米ドル 
2.00 米

ドル/回 

ユーロ 1.75ユー

ロ/回 

英ポンド 1.50 英

ポンド/

回 

豪ドル 2.50 豪

ドル/回 

払い戻し手数料 

日本円 
500 円 +

税/回 

チャージ残高から会員の指定する

口座へ払い戻しする際に徴収する

手数料となります。 

本手数料は、チャージ残高より控

除いたします。 

日本円 

無料 

会員専用サイトの「払い戻し」メニ

ューから会員の新生総合口座パ

ワーフレックスへ払い戻しする際に

徴収する手数料となります。 

 

※会員の新生総合口座パワーフ

レックスが解約されている場合は、

払い戻しができません。その際は、

新生総合口座パワーフレックス以

外の会員が指定する口座に払い

戻します。払い戻しには500円+税

/回の手数料がかかります。 

米ドル 

ユーロ 

英ポンド 

豪ドル 

再発行手数料 

日本円 
500 円

＋税/回 

カード再発行の際に徴収する手数

料となります。 

本手数料は、チャージ残高より控

除いたします。 

日本円 
500 円

＋税/回 

カード再発行の際に徴収する手

数料となります。 

本手数料は、チャージ残高より控

除いたします。 

利用明細発行手数

料（発行を希望する

場合） 
日本円 

200 円

＋税/件 

カードの利用明細を郵送する際に

徴収する手数料となります。 

本手数料は、チャージ残高より控

除いたします。 

日本円 
200 円

＋税/件 

カードの利用明細を郵送する際に

徴収する手数料となります。 

本手数料は、チャージ残高より控

除いたします。 

暗証番号通知手数

料（暗証番号を失

念された場合） 

日本円 
200 円

＋税/件 

暗証番号忘れにより、郵送で暗証

番号を再通知する際に徴収する

手数料となります。 

本手数料は、チャージ残高より控

除いたします。 

 

※暗証番号はご登録住所宛に郵

送いたします 

日本円 
200 円

＋税/件 

暗証番号忘れにより、郵送で暗

証番号を再通知する際に徴収す

る手数料となります。 

本手数料は、チャージ残高より控

除いたします。 

 

※暗証番号はご登録住所宛に

郵送いたします 

緊急再発行手数料

（Visaカウンターのご

利用時） 
日本円 

2,000 円

＋税/件 

海外でカードの紛失や盗難などの

場合にVisaグローバル・カスタマー・

アシスタンス・サービス・センターを通

じてカードの緊急再発行の際に徴

収する手数料となります。 

本手数料は、チャージ残高より控

除いたします。 

日本円 
2,000 円

＋税/件 

海外でカードの紛失や盗難などの

場合にVisaグローバル・カスタマー・

アシスタンス・サービス・センターを

通じてカードの緊急再発行の際に

徴収する手数料となります。 

本手数料は、チャージ残高より控

除いたします。 
（※1）海外ATMで現地通貨引き出し時に控除するATM手数料のほかに、ATM設置金融機関が手数料を徴収することがあります。(以下、「お取引手数料/

ご利用手数料」) お取引手数料/ご利用手数料は、ATM設置金融機関によって異なります。 

 

【限度額】（GAICA標準機能・Flex機能） 
  限度額（※2） 補足説明 

チャージ 100 万円以内 1 回にチャージいただける金額の上限になります。 

海外 ATM 利用 

  

  

15 万円以内 / 回   

海外 ATM でご利用いただける金額の上限になります。 

  

30 万円以内 / 日 

30 万円以内 / 月 

海外カードショッピング利用 

  

  

100 万円以内 / 回   

海外カードショッピングでご利用いただける金額の上限になります。 

  

100 万円以内 / 日 

100 万円以内 / 月 
（※2）手数料を含めた日本円換算での相当額。 
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【利用方法】 
 GAICA標準機能 Flex機能 

チャージ（入金）方法 三井住友銀行のチャージ専用口座へ振込む方法で

チャージします。 
※振込まれたチャージ金額は、時間帯によってチャージ残高

への反映に時間がかかります。 

  なお、反映時間は、金融機関の営業日の10：00、13：

00、16：00（日本時間）となります。 

※金融機関の営業時間外に振込みをされた場合は、翌営

業日の午前10時ごろ (日本時間)に反映されます。 

※振込みにかかる手数料は、お客さまのご負担となります。 

  手数料はご利用金融機関やご利用の曜日・時間により

異なりますので、金融機関にお問合わせください。 

会員専用サイトにおいて、チャージ通貨と金額を指定

する方法でチャージします。 
※新生総合口座パワーフレックスの普通預金口座および外

貨普通預金口座からGAICA(Flex機能付き)に直接チャージ

されます。 

※24時間、365日対応可能です（新生銀行のシステムメンテ

ナンス時間は除きます） 

※チャージは即時にチャージ残高に反映されます。 

利用方法 事前にチャージした金額の範囲内で、以下のサービス

がご利用できます。 
 ・海外Visa加盟店でのカードショッピング利用（1回払いの

み） 

 ・海外にある「Visa」「PLUS」ロゴマークのあるATMで現地通

貨の引出し 

※日本国内のVisa加盟店、ATMでの利用はできません。 

※円換算のレートは、国際ブランド（Visa）が適用したレートを

適用しています。 

事前にチャージした金額の範囲内で、以下のサービス

がご利用できます。 
 ・海外Visa加盟店でのカードショッピング利用（1回払いの

み） 

 ・海外にある「Visa」「PLUS」ロゴマークのあるATMで現地通

貨の引出し 

※日本国内のVisa加盟店、ATMでの利用はできません。 

※円換算のレートは、国際ブランド（Visa）が適用したレートを

適用しています。 

※ご利用にあたり、所定の現地通貨（米ドル・ユーロ・英ポン

ド・豪ドル）の場合、ご利用金額が該当通貨のチャージ残高

内であれば直接決済となります。 

払い戻し方法 払い戻しは、会員の指定する口座に振込む方法によ

り払い戻します。 
※ 払い戻しは手数料がかかります。 （詳細は手数料一覧

をご確認ください） 

会員専用サイトにおいて、払い戻し通貨と金額を指定

する方法で払い戻します。 
※新生総合口座パワーフレックスの普通預金口座および外

貨普通預金口座にGAICA(Flex機能付き)から直接払い戻

しされます。 

※24時間、365日対応可能です。（新生銀行のシステムメン

テナンス時間は除きます） 

※払い戻し手数料は無料です。 

残高照会 会員専用サイトの残高照会メニューからチャージ残高

ならびにご利用の累積額が確認できます。 

会員専用サイトの残高照会メニューからチャージ残高

ならびにご利用の累積額が確認できます。 

利用明細照会 会員専用サイトの利用明細照会メニューから過去6ヶ

月間の利用明細が確認いただけます。 

会員専用サイトの利用明細照会メニューから過去6ヶ

月間の利用明細が確認いただけます。 

利用停止・利用停止

解除 

会員専用サイトの各種変更TOPメニューの「利用停

止・解除」から手続きができます。 

会員専用サイトの各種変更TOPメニューの「利用停

止・解除」から手続きができます。 

 

 

 


