
 

【無料・無審査でＶＩＳＡカードを手に入れる方法】 

 

ネットでアフィリエイトやビジネスをするのに 

ネット銀行の口座と 

さらにＶＩＳＡカードをもっていたほうが 

何かと便利です。 

 

ひろゆきが無料・無審査で 

ネット銀行のＶＩＳＡカードを手に入れる方法を 

お教えします。 

 

ネットで稼ぐには 

後々必要になると思いますので 

まだ持っていないあなたは 

この機会に手に入れましょう。 

 

 

 

 

作者：ひろゆき 
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■はじめに 

 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。 

できない場合は最新の Adobe Reader をダウンロードしてください。 

（無料です＾＾） 

→ http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html

 

【著作権について】 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

このレポートの著作権は、作成者ひろゆきに属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部 

又は一部をいかなる手段においても 

複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部を 

いかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

Copyright(C) 2007ひろゆきAll rights reserved.        2 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html


著作権等違反の行為を行った時 

その他不法行為に該当する行為を行った時は、 

関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、 

民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。 

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。 

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化 

見解の変更等を行う権利を有します。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが 

万一誤り、不正確な情報等がありましても 

著者・パートナー等の業務提携者は、 

一切の責任を負わないことをご了承願います。 

このレポートを利用することにより生じた 

いかなる結果につきましても、著者・パートナー等の業務提携者は 

一切の責任を負わないことをご了承願います。 
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Copyright(C) 2007ひろゆきAll rights reserved.        4 



■無料・無審査ということは？ 

 

無料、しかも無審査でということは 

無職でも学生でも、ブラック破産者でも 

ＶＩＳＡカードを手に入れることができるということです。 

 

ひろゆきです、こんにちは。 

無職でもＶＩＳＡカードを手に入れる方法を言います。 

 

基本的にクレジットカードを無職者がもつことはできません。 

あたりまえの話ですが、返済能力がない人にお金はどこもかしません。 

 

しかし、あなたが満１６歳以上であればＶＩＳＡカードとして使える、 

デビットカードというものを作ることができます。 

 

デビットカードというのは 

クレジットカードのような４桁が４つ、１６桁の番号をもっているんですが 

銀行から直接お金が引き落とされるカードです。 
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本来、デビットカードというのは 

銀行のカードのことを言うようです。 

 

お店でも、デビットカードＯＫというところは、 

銀行のキャッシュカードを出せば 

そこから直接お金を引き落としてくれます。 

 

それのＶＩＳＡカード版と言えばいいでしょう。 

要するに直接、お金を引き落としてくれるわけです。 

 

逆に言えば 

口座にお金がなければ、それは決済不能と処理されます。 

 

ＶＩＳＡデビットカードは 

イーバンク銀行で「イーバンクマネーカード」を作ります。 

 

まずは「イーバンクマネーカード」について簡単に説明しますね。 

そして次に、作り方をお伝えします。 
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■イーバンクマネーカードって何ですか？ 

 

イーバンクのサイトには 

「イーバンク銀行が発行する VISA デビット機能付キャッシュカードです。

お客さまの当行普通預金口座残高の範囲内で 

国内外の VISA 加盟店にてショッピングが可能です」 

と記載があります。 

 

もっとも「VISA デビット機能付キャッシュカードです」と言われても 

「？」な方が多いのでは。 

 

「VISA デビット機能」というところが 

「？」な部分だと思います。 

 

「VISA デビット機能」は 

「VISA が使えるお店でカード決済を利用すると 

銀行口座（イーバンク銀行口座）から 

ほぼリアルタイムに現金が引き落とされる」という機能です。 
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こういう機能を「デビット機能」というらしい。 

「VISA」の決済ネットワークを使うから 

その機能名称を「VISA デビット」といいます。 

 

イーバンクマネーカードには 

「VISA」のロゴが付いていますが 

これは「VISA」のお店で使えますという意味であり 

「クレジットカード」であることを意味しません。 

 

因みにお店の方には「イーバンクマネーカード」が 

「クレジットカード」なのか「デビットカード」なのかはわかりません。 

 

よってお店で支払う際にも「デビットで」等と言っても 

あまり意味がありません（かえって混乱を招く場合があります） 

 

お店の人に「お支払い回数は？」と聞かれたら 

とりあえず「１回で」と言っておけばいいでしょう＾＾ 
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それでも「？？」な方は 

「VISA のお店で使えるプリペイドカード 

（あるいは電子マネー）みたいなもの。 

 

利用可能金額（残高）は 

そのときのイーバンク普通預金残高」 

という理解でよろしいかと思います。 

 

それでも「？？？」という方は 

実際利用していただくのが一番。 

 

その後イーバンクの残高照会で 

ご利用金額が引き落とされているのを見れば 

ご理解いただけると思います。 

 

もちろん、イーバンク口座の普通預金残高が 

ご利用金額に満たない場合は 

利用ができませんのでご注意ください。 
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■「イーバンクマネーカード」の申込について  

 

2007 年 7 月 23 日(月)よりイーバンク銀行で、 

VISA デビット機能付きキャッシュカード 

「イーバンクマネーカード」の発行が開始されました。  

 

イーバンクマネーカードとは 

VISA デビット機能とイーバンクキャッシュカードの 

機能を持ったカードです。 

 

イーバンクのキャッシュカードは 

セブン銀行 ATM と郵便局の ATM で利用でき便利です。 

 

※イーバンクマネーカードは、満 16 歳以上の個人が対象です。 

    

●イーバンク銀行は口座維持手数料無料！ 

気軽に口座が持てます。  
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●ネット専業銀行最低水準！  

・ イーバンク口座同士振込    無料！  

・ 他行振込手数料    一律 160 円（税込）  

・ 郵貯口座への振込    一律 100 円（税込）  

 

●入出金可能 ATM  

・ 全国の郵便局 ATM  

・ セブン銀行 ATM  

他行口座から ATM、ネットバンキングによる振込も可能 

 

●入出金方法   

・ 入金手数料無料  

・ セブン銀行 ATM からの出金は無料 

郵便局 ATM からの出金月 5 回無料 

（イーバンクマネーカード、イーバンクカード OMC の場合）  
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■８種類から選べる VISA デビット機能付きキャッシュカード 

 

インターネット専業銀行の 

イーバンク銀行株式会社（本社：東京都千代田区 

代表取締役社長：松尾 泰一、以下「イーバンク」）は 

 

世界中の VISA 加盟店で使用でき 

イーバンク口座から即時に引き落とすことができる 

VISA デビット機能付きキャッシュカード 

「イーバンクマネーカード」を 

 

2007 年 7 月 23 日より 

あなたが満 16 歳以上であれば 

インターネット上で簡単に申込むことができる様になりました。 

 

全 8 種類のデザインから選べるイーバンクマネーカードは 

VISA デビットご利用金額の 1.0%が 

イーバンクポイントとして貯まる 
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「ゴールドカード」（月会費 300 円（税込））と 

同 0.2%が貯まる「クラシックカード」（会費無料）の 

2 種類があります。 

 

 

 

貯まったポイントは 1 ポイント＝1 円で換金し、 

あなたのイーバンク口座にキャッシュバックできるほか 

ゴールドカード会員は 

JAL マイレージバンクのマイルと交換することも可能です。 
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■「ゴールドとクラシック、どちらを選んだほうがよいですか？」 

 

イーバンクのサイトには 

「会費を年払いの場合は 

毎月 31,250 円以上の VISA 決済でお得になります。」 

と記載があり、こちらが模範解答かと思います 

 

ですが、私が思うに基本的には「好み」の問題だと思います。 

 

ゴールドならではの各種特典 

（ポイント付与率は５倍、ショッピング保険付帯 

ＪＡＬのマイルに交換できる等）もあるので 

一概にポイント／利用金額だけでは比較できませんしね。 

 

私の場合、以前作りすぎた各種クレジットカードを 

イーバンクマネーカード（ゴールド）を利用することで 

一掃しようと思っております。 
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そんなカード達をご紹介しますと 

 

１）電鉄系カード 

 

某沿線に住んでいるので、定期券購入や系列スーパーでの 

ポイント付与を考慮して作るも 

「VISA」で定期券が購入できるようになり 

スーパーでのポイント付与率も大幅に減少。 

 

わずかだけど年会費もあるし（忘れていた） 

ほぼ利用意義がなくなったと判断しました。 

 

２）デパート系カード 

 

年会費に見合う買い物はしないなあと思いつつも 

食料品購入でも 1％のポイントがつくし 

それなりに利用価値はあるような気がしていましたが 

 

Copyright(C) 2007ひろゆきAll rights reserved.        15 



同率のポイントがイーバンクマネーカード（ゴールド）で 

付与されるのでこちらで代用可能と判断しました。 

 

その他、年会費無料ということで作ったカードで 

財布はパンパンというのはよくある状況。 

 

それらの解消がイーバンクマネーカード（ゴールド）で 

出来るのではないかなあと思っています。 

 

はじめてＶＩＳＡカードと作る方は 

クラシック（会費無料）で十分です。 

やっぱり「好み」の問題だと思います。 

 

 

次のページからは 

実際にＶＩＳＡカードを申し込んで見ましょう。 
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■作り方 

 

ネット環境がある人は、すぐに手続きが可能です。 

 

まず、イーバンク銀行のホームページにいきます。 

→ http://www.ebank.co.jp/

 

 

 

「口座開設申込はこちら」ボタンをクリックします。 
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次のページで個人口座開設を申し込みます。 

 

 

 

ページの下までよく読み 

「申し込みフォーム」ボタンをクリックします。 

 

 

 

次にいきます。 
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同意確認に納得できたら「同意する」にチェックを入れます。 

 

 

 

「プライバシーポリシー」と「イーバンク各種規定」をよく読み 

納得できましたら各々の同意するにチェックを入れて 

 

「申し込みをする」ボタンをクリックします。 
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次にお客様情報入力フォームを入力します。 

 

 

 

必要事項を入力して 

最後に誤入力が無いかよく確認をします。 

 

そして、よければ「確認をする」ボタンをクリックします。 
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次にイーバンクマネーカード利用規定をよく読み 

同意できた場合「同意する」にチェックを入れて 

「次へ」ボタンをクリックします。 

 

 

 

ちょっと休憩しましょう＾＾ 

・・・ティータイム♪・・・ 

あと少しです。 

さあ、どんどんいましょう！ 
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カード情報を入力しましょう。 

 

 

 

 

すべての項目に入力が完了しましたら 

「確認する」ボタンをクリックします。 
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次に入力確認画面が表示されますので 

確認をしてよければ 

「申し込みをする」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

以上で、口座開設の申込が完了ました。 

お疲れ様でした＾＾ 

 

登録番号は、必ず控えておいてくださいね。 

  

※お申込みに際しての問合せ 

FAX にて本人確認書類を 

送付する場合に必要になります。   

  

最後にあと少しです♪ 
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クレジットカード機能付キャッシュカードを申込まずに 

口座開設を完了する場合は本人確認書類を以下の方法で送りましょう。 

 

本人確認がとれれば以下のような 

ＶＩＳＡデビットカードが送られてきます。 

 

晴れてクレジットカードの取得が完了です。 

後日郵送されてきます。   

お楽しみに＾＾ 
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■このレポートの作者ひろゆきの自己紹介 

 

はじめまして、ひろゆきです。 

茨城県に住んでいます。 

 

【好きな言葉】 ・「すべては良い方向に向かっている。」 

          ・「ありがとう。」 

【好きなこと】 ・アフィリエイト 

         ・旅行 

         ・サイクリング 

         ・海や山や森など自然の中で過ごすこと 

         ・格闘技観戦 

         ・将棋 

         ・「その時歴史が動いた」を観ること＾＾ 

【好きな本】 ・「ソース」 

【稼いだお金ですること】 子供の笑顔が増えることに使う。 
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子供の笑顔が大好きです＾＾ 

旅行も好きで 

日本国内はほとんど制覇しました。 

 

 

■ひろゆき関連サイトのご紹介 

 

●「ネットで高収入とフリースタイルを手に入れる方法」と 

いうものを発行しています。 

 

「ネットで高収入とフリースタイルを手に入れる方法」 

→ http://www.mag2.com/m/0000235746.html

 

このメルマガでは本には載っていない 

ネット上だけのネットで稼ぐ極秘情報 

読者限定特典などを配信しています。 

バックナンバーも公開しています。 
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●ブログも運営しています。 

メルマガ・ブログアフィリエイト 

「ネットで高収入とフリースタイルを手に入れる方法」 

→ http://afirieitostyle.livedoor.biz/

 

いずれも無料で 

有用な情報が多数みられる 

サイトとなっていますので 

ご活用頂けたらと思います。 

 

 

■ひろゆきの無料レポート 

 

このほかにも今までに 

ひろゆきが発行した無料レポートの 

直リンクを張っておきます。  

 

お役にたてるかもしれません。 
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（直リンクで、スグに読めます） 

 

○無料レポート「アフィリエイトって何ですか？」 

→ http://afirieitostyle.livedoor.biz/repo/afiri_nani.pdf

 

○疑問解決！「無料レポートって何ですか？」 ＮＥＷ8/6完成！ 

→ http://afirieitostyle.livedoor.biz/repo/repo-nani.pdf

 

これからも末永くお付きあい頂ければ幸いです。 

今後ともよろしくおねがいします。 

                                      ひろゆき 

 

 

 

すべては良い方向に向かっている。 
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