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学⽣⽤クレジットカードを⽐較

⼤学⽣・専⾨学⽣・短⼤⽣が申し込み可能な学⽣⽤クレジットカード⼀覧です。学⽣⽤クレジットカード
は、基本的に年会費無料で⼀般カードと同等の機能・サービスが付帯しており、留学の時などにも便利で
す。クレジットカードの⼊会審査は社会⼈になったら厳しくなるので、学⽣の時に申し込んでおくことを
おすすめします。

三井住友VISAデビュープラス（学⽣⽤）

ポイントが通常の2倍︕⼊会後3ヶ⽉間は5倍︕18歳〜25歳の⽅限定カード

5

Ｍｙカード追加

年会費︓1,250円＋税（初年度＆条件付無料）

ポイント還元率︓0.5 % 〜 1.5 %

付帯保険︓海外/×  国内/×  買物/最⾼100万円

キャンペーン中 家族 ETC スピード発⾏

買物保険

もっと詳しく ›もっと詳しく › 公式サイトへ ›公式サイトへ ›

三井住友VISAクラシックカード（学⽣）

在学中の特典がついてキャンパスライフをサポート︕写真⼊りICカードも選べて安⼼･安全

5

Ｍｙカード追加

年会費︓永年無料（在学中）

ポイント還元率︓0.5 % 〜 0.65 %

付帯保険︓海外/最⾼2000万円  国内/×  買物/最⾼100万円

キャンペーン中 年会費無料 家族 ETC

海外保険 買物保険

もっと詳しく ›もっと詳しく › 公式サイトへ ›公式サイトへ ›
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セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード

旅先から国内での買物の保障、⾒慣れたはずの街を魅⼒的にするカード。25歳以下は年会費無料

5

Ｍｙカード追加

年会費︓3,000円＋税

ポイント還元率︓0.5 % 〜 1 %

付帯保険︓海外/最⾼3000万円  国内/最⾼3000万円  買物/最⾼100万円

キャンペーン中 家族 ETC スピード発⾏ 海外保険

国内保険 買物保険

もっと詳しく ›もっと詳しく › 公式サイトへ ›公式サイトへ ›

三井住友VISAクラシックカードA（学⽣）

在学中の特典がついてキャンパスライフをサポート︕海外旅⾏傷害保険⾃動付帯︕写真⼊りICカードも選べ
て安⼼･安全︕

4

Ｍｙカード追加

年会費︓250円＋税（初年度無料）

ポイント還元率︓0.5 % 〜 0.65 %

付帯保険︓海外/最⾼2500万円  国内/最⾼2000万円  買物/最⾼100万円

キャンペーン中 家族 ETC スピード発⾏

海外保険 国内保険 買物保険

もっと詳しく ›もっと詳しく › 公式サイトへ ›公式サイトへ ›

学⽣専⽤ライフカード

学⽣限定サービス「５％キャッシュバック機能」を付帯したライフカード。海外旅⾏傷害保険⾃動付帯など
学⽣⽣活を強⼒サポート

5

Ｍｙカード追加

年会費︓永年無料（在学中）

ポイント還元率︓0.5 % 〜 3.3 %

付帯保険︓海外/最⾼2000万円  国内/×  買物/×

年会費無料 家族 ETC 海外保険

もっと詳しく ›もっと詳しく › 公式サイトへ ›公式サイトへ ›

キーワードを⼊⼒ 検索検索
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三井住友VISAアミティエカード（学⽣）

⼥性のための学⽣クレジットカードでキャンパスライフをサポート︕写真⼊りICカードも選べて安⼼･安全

4.5

Ｍｙカード追加

年会費︓永年無料（在学中）

ポイント還元率︓0.5 % 〜 0.65 %

付帯保険︓海外/最⾼2500万円  国内/最⾼2000万円  買物/最⾼100万円

キャンペーン中 年会費無料 家族 ETC

海外保険 国内保険 買物保険

もっと詳しく ›もっと詳しく › 公式サイトへ ›公式サイトへ ›

ANA VISA カード＜学⽣⽤＞

⼊会時・毎年のカード継続時に1000マイルのボーナスマイル︕クレジット機能・マイレージサービス・
Edyの3つの機能が1枚になったカード

4.8

Ｍｙカード追加

年会費︓永年無料（在学中）

ポイント還元率︓0.5 %

付帯保険︓海外/最⾼1000万円  国内/×  買物/最⾼100万円

キャンペーン中 年会費無料 家族 ETC

海外保険 買物保険

もっと詳しく ›もっと詳しく › 公式サイトへ ›公式サイトへ ›

JALカードnavi(学⽣⽤)

搭乗ボーナスマイル＆naviオリジナルボーナスマイル＆「スカイメイト」区間マイル100％︕在学中年会
費無料︕

5

Ｍｙカード追加

年会費︓永年無料（在学中）

ポイント還元率︓---

付帯保険︓海外/最⾼1000万円  国内/最⾼1000万円  買物/最⾼100万円

年会費無料 ETC 海外保険 国内保険

買物保険

もっと詳しく ›もっと詳しく › 公式サイトへ ›公式サイトへ ›

キーワードを⼊⼒ 検索検索
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JCB CARD EXTAGE（学⽣⽤）

年会費無料、29歳以下限定のスペシャルカード︕⼊会後3ヵ⽉ポイント3倍＆海外利⽤ポイント2倍︕

4.7

Ｍｙカード追加

年会費︓永年無料（在学中）

ポイント還元率︓0.5 % 〜 0.75 %

付帯保険︓海外/最⾼2000万円  国内/×  買物/最⾼100万円

年会費無料 ETC スピード発⾏ 海外保険 買物保険

もっと詳しく ›もっと詳しく › 公式サイトへ ›公式サイトへ ›

マイメロディ VIASOカード

かわいかわいいカードを持ってお買い物をしよう︕サンリオオンラインショップをVIASOeショップを経由
してご利⽤でポイントが通常の４倍︕

Ｍｙカード追加

年会費︓永年無料（在学中）

ポイント還元率︓0.5 % 〜 10 %

付帯保険︓海外/最⾼2000万円  国内/×  買物/最⾼100万円

キャンペーン中 年会費無料 家族 海外保険 買物保険

もっと詳しく ›もっと詳しく › 公式サイトへ ›公式サイトへ ›

MUFGカード・イニシャルカード（学⽣⽤）

在学中年会費無料、WEB明細チェック登録＆年間20万円以上利⽤で翌年度以降も無料

4

Ｍｙカード追加

年会費︓永年無料（在学中）

ポイント還元率︓0.5 % 〜 0.75 %

付帯保険︓海外/最⾼2000万円  国内/×  買物/最⾼100万円

年会費無料 家族 ETC スピード発⾏ 海外保険

買物保険

もっと詳しく ›もっと詳しく › 公式サイトへ ›公式サイトへ ›

セディナカードJiyu!da! ハローキティ

キーワードを⼊⼒ 検索検索
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年会費無料で⾃由に使ってお⽀払いも⾃由⾃在

4

Ｍｙカード追加

年会費︓永年無料（在学中）

ポイント還元率︓0.5 % 〜 1.5 %

付帯保険︓海外/×  国内/最⾼1000万円  買物/最⾼50万円

キャンペーン中 年会費無料 家族 ETC

国内保険 買物保険

もっと詳しく ›もっと詳しく › 公式サイトへ ›公式サイトへ ›

対象カードを⼀覧表で⽐較対象カードを⼀覧表で⽐較

12枚中1〜12枚⽬（1/1ページ）

キーワードを⼊⼒ 検索検索

javascript:void(0);
https://www.ccnavi.net/c_cedyna_jiyuda_hellokitty.asp
https://www.ccnavi.net/official/card.asp?c_cedyna_jiyuda_hellokitty.asp
https://www.ccnavi.net/official/promotion.asp?32
https://www.ccnavi.net/official/promotion.asp?33
https://www.ccnavi.net/official/promotion.asp?166


2020/3/30 学⽣⽤クレジットカードを⽐較

https://www.ccnavi.net/student.asp 6/11

機能・⽬的・タイプ別に⽐較

年会費で選ぶ

» 年会費無料

» 初年度無料

» 初年度無料のゴールドカード

» 使い⽅次第で無料

海外旅⾏・マイレージ

» 年会費無料で海外旅⾏保険付

» 海外旅⾏保険が⾃動付帯

» 空港ラウンジサービス付帯

» 国内旅⾏保険が付帯

⼀般・クラシックカード

» クラシックカード

» ⼀般クレジットカード

» 20代限定クレジットカード

» キャンペーン中

ゴールドカードを⽐較

» ヤングゴールドカード

キーワードを⼊⼒ 検索検索
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» 30代からのゴールドカード

» 初年度無料のゴールドカード

» プラチナカード

⼊会キャンペーンで選ぶ

» ⼀般クレジットカード

» ゴールドカード

» 学⽣専⽤カード

» ETCカード

電⼦マネー機能で⽐較

» 楽天Edy機能付き

» QUICPay対応

» おサイフケータイiD対応

» Suica機能付き

付帯保険・安⼼で選ぶ

» 海外旅⾏保険が付帯

» 国内旅⾏保険が付帯

» 海外・国内旅⾏両保険が付帯

» ICチップ搭載カード

ポイント還元率を⽐較

» ⾼還元率クレジットカード

» ⾼還元率ゴールドカード

» クレジットカード還元率

» ゴールドカード還元率

ＥＴＣカードを⽐較

» ETC専⽤カード

» キャンペーン中のETCカード

キーワードを⼊⼒ 検索検索

https://www.ccnavi.net/thirtygold.asp
https://www.ccnavi.net/shonendo_gold.asp
https://www.ccnavi.net/platinum.asp
https://www.ccnavi.net/menu_campaign.asp
https://www.ccnavi.net/campaign.asp
https://www.ccnavi.net/campaign_gold.asp
https://www.ccnavi.net/campaign_student.asp
https://www.ccnavi.net/campaign_etc.asp
https://www.ccnavi.net/menu_emoney.asp
https://www.ccnavi.net/edy.asp
https://www.ccnavi.net/quicpay.asp
https://www.ccnavi.net/id_credit.asp
https://www.ccnavi.net/suica.asp
https://www.ccnavi.net/menu_hoken.asp
https://www.ccnavi.net/abroad.asp
https://www.ccnavi.net/domestic.asp
https://www.ccnavi.net/travel_hoken.asp
https://www.ccnavi.net/ic.asp
https://www.ccnavi.net/menu_point.asp
https://www.ccnavi.net/point_creditcard.asp
https://www.ccnavi.net/point_goldcard.asp
https://www.ccnavi.net/point.asp
https://www.ccnavi.net/point_gold.asp
https://www.ccnavi.net/menu_etc.asp
https://www.ccnavi.net/etc_only.asp
https://www.ccnavi.net/campaign_etc.asp
https://www.ccnavi.net/etc_free.asp
https://www.ccnavi.net/official/promotion.asp?166


2020/3/30 学⽣⽤クレジットカードを⽐較

https://www.ccnavi.net/student.asp 8/11

» 年会費無料のETCカード

» 全てのETCカードを⽐較

⾞・ドライバーズカード

» ドライバーズカード

» ガソリン代割引・お得

» ロードサービス付帯

» ⾼速道路でオトク

カードキャッシング⽐較

» 即⽇スピード発⾏・振込

» 限度額300万円以上

» 限度額500万円以上

» ⾃動審査

学⽣専⽤カード⽐較

» 学⽣専⽤クレジットカード

» 海外旅⾏保険が付帯

» ⼥⼦学⽣向けカード

» 学⽣が申込可能な⼀般カード

⼥性⽤カードを⽐較

» ⼀般⼥性・OL向けカード

» 主婦におすすめ

» ⼥⼦学⽣向けカード

» ⼥性専⽤キャッシング

法⼈向けカード⽐較

» 法⼈向けクレジットカード

» 法⼈向け⼀般カード

» 法⼈向けゴールドカード

キーワードを⼊⼒ 検索検索
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» 法⼈向けETCカード

⽀払⽇で選ぶ

» ⽀払⽇が1⽇〜6⽇

» ⽀払⽇が7⽇〜12⽇

» ⽀払⽇が13⽇〜18⽇

» ⽀払⽇が19⽇〜24⽇

カードデザインで⽐較

» ⼀般カードデザイン

» ゴールドカードデザイン

» 学⽣専⽤カードデザイン

» ＥＴＣカードデザイン

国際ブランドで選ぶ

» ＶＩＳＡ

» Mastercard

» ＪＣＢ

» American Express

発⾏⽇数で選ぶ

» 即⽇発⾏可能なカード

» 3⽇以内に発⾏可能なカード

» 5⽇以内に発⾏可能なカード

» 1週間以内に発⾏可能なカード

新着クレジットカード

セディナカードJiyu!da!
年会費無料で⾃由に使ってお⽀払いも⾃由⾃在

Ne
w!

キーワードを⼊⼒ 検索検索
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ライフカードゴールドビジネス（デポジット）
開業直後でも持てる新しいビジネスカード。デポジットだからこそできる原則保証⼈、決算書不要︕

ちば興銀ガン保障付カードローン〈あんしんアップ〉
来店不要・WEB完結型︕カードローン〈あんしんアップ〉は、ガン保障付のカードローン。

JCB CARD W plus L
ポイント⾼還元率︕「JCB CARD W」のサービスにLINDAリーグの優待も付帯された⼥性向けカード。

ラグジュアリーカー ダイナースクラブカ 三井住友VISAカード MUFGカード

ＪＣＢカード ＤＣカード VIASOカード 三菱ＵＦＪ銀⾏

常陽銀⾏ アメリカンエキスプ オリコカード ライフカード

ジャックスカード イオンカード セブンカード セゾンカード

ツタヤカード エポスカード ファミマTカード ポケットカード

Ne
w!

Ne
w!

Ne
w!

キーワードを⼊⼒ 検索検索

https://www.ccnavi.net/c_life_gold_depo.asp
https://www.ccnavi.net/c_anshinup.asp
https://www.ccnavi.net/c_jcb_card_w_plus_l.asp
https://www.ccnavi.net/official/promotion.asp?35
https://www.ccnavi.net/luxury_card.asp
https://www.ccnavi.net/diners_club.asp
https://www.ccnavi.net/smbc_card.asp
https://www.ccnavi.net/mufg_card.asp
https://www.ccnavi.net/jcb_card.asp
https://www.ccnavi.net/dc_card.asp
https://www.ccnavi.net/viaso_card.asp
https://www.ccnavi.net/mufg.asp
https://www.ccnavi.net/joyobank.asp
https://www.ccnavi.net/american_express.asp
https://www.ccnavi.net/orico_card.asp
https://www.ccnavi.net/life_card.asp
https://www.ccnavi.net/jaccs.asp
https://www.ccnavi.net/aeon_card.asp
https://www.ccnavi.net/seven_card.asp
https://www.ccnavi.net/saison_card.asp
https://www.ccnavi.net/tsutaya_w_card.asp
https://www.ccnavi.net/epos_card.asp
https://www.ccnavi.net/famima_card.asp
https://www.ccnavi.net/pocket_card.asp
https://www.ccnavi.net/nissen_ge.asp
https://www.ccnavi.net/ana_card.asp
https://www.ccnavi.net/jal_card.asp
https://www.ccnavi.net/tokyu_card.asp
https://www.ccnavi.net/official/promotion.asp?166


2020/3/30 学⽣⽤クレジットカードを⽐較

https://www.ccnavi.net/student.asp 11/11

ニッセンクレジット ＡＮＡカード ＪＡＬカード 東急カード

ビューカード ⼩⽥急ポイントカー 東京メトロ 楽天カード

NTTグループカード NTTドコモ dカード Yahoo! カード コスモ⽯油カード

出光カード シェルカード エムアイカード
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