
ご利用期間 ポイント加算時期
第2回  2020年10月1日（木）〜2020年10月31日（土）  2021年2月中旬頃
第3回  2020年11月1日（日）〜2020年11月30日（月）  2021年3月中旬頃

2020
October

10
いつもの暮らしに

ポイントためて
秋を楽しもう。

※日付にかかわらず参加登録をした月以降の、１日～月末までを利用対象期間とします。※一度キャンペーンに
参加登録いただくと、キャンペーン終了の11月30日まで登録状態は継続されます。※nanacoオートチャージ･
nanacoクレジットチャージのご利用も対象です。

〈例えば〉10/1〜10/31の参加登録で､第2回以降にご参加いただけます。

この期間内に参加登録

第2回参加 第3回参加

参加登録期間

キャンペーン期間

10／1 10／31 11／30
※登録は継続されているので追加登録不要

※既に登録されている方は追加登録不要。※ 11 月に参加登録された方は、第 3 回に参加いただけます。

1

賞 

品

イトーヨーカドーやセブン- イレブンなどでのご利用分は、
2倍で集計するので5,000円(税込)のご利用で10万ポイントが
当たるチャンス！  ※2倍対象店舗について詳しくは左記「2倍対象店舗」をご確認ください。

〈抽選スケジュール〉第2回開催中！

注意事項・参加登録方法の詳細は、8ページをご覧ください。

10万ポイント1等 毎回5名様

1万ポイント2等 毎回50名様

10ポイント3等 毎回19,945名様

期間中、毎月1日～末日までのセブンカード・プラス／セブンカード
のクレジットショッピングご利用金額1万円(税込)を1口として、
抽選で最大10万ポイントをプレゼント！最大3回抽選チャンス！

〈 参 加 登 録 期 間 〉2020年8月26日（水）～2020年11月30日（月）
〈キャンペーン期間〉2020年9月 1日（火）～2020年11月30日（月） 参加登録方法は8ページ

参加登録必要
キャンペーンコード
224244

セブンカードのお買物でビッグなチャンスが！
第2回

スタート！

1口 5,000円（税込）で参加できます！

さらに

※下記店舗でのご利用金額は2倍で集計いたします。

※ビックカメラについては、コジマ×ビックカメラ店舗およびAirBicCamera成田空港第2ターミナル
店は2倍の対象外となります。

詳しくは こちらを
クリック

https://www.7card.co.jp/campaign/cp_credit2008.html


この期間内に参加登録
第4回参加 第5回参加 第6回参加 第7回参加 第8回参加

参加登録期間
キャンペーン期間

20年9／16 10／15 21年2／15
※登録は継続されているので追加登録不要

マイナポイントの利用は安心・安全です！
● マイナポイントの予約・申込にはマイナンバーカードの

「電子証明書」を使うので、なりすましなどの悪用は困難です。

● 国が買物履歴を収集・保有することはできません。

マイナンバーカードを使って、マイナポイントの
予約・申込を行い、選択したキャッシュレス決済サービスで
チャージやお買物をするとポイントが付与されるのが、

「マイナポイント」の仕組みです！

10:00AM〜6:00PM（日曜･祝日･年末年始休業）

賞
　品

セブンカード・プラス／セブンカードで、nanaco オートチャージまたはクレジットチャージを毎回1回以上ご利用いただくと、
抽選でポイントをプレゼント！

〈抽選スケジュール〉第4回開催中！

注意事項・参加登録方法の詳細は、8ページをご覧ください。

10,000ポイント1等 毎回20名様

1,000ポイント2等 毎回100名様

10ポイント3等 毎回9,880名様

キャンペーン期間中、「毎月16日〜翌月15日までの1カ月間」のご利用を対象に、毎回抽選で最大10,000ポイントをプレゼント！

ご利用いただくには事前のご登録が必要です。
ご登録がまだの方は毎月1回以上nanacoに

クレジットカードから
チャージすると

抽選でポイントが当たるよ！

参加登録方法は8ページ

参加登録必要
キャンペーンコード
224171〈参加登録期間〉2020年6月16日（火）～2021年2月15日（月）

〈キャンペーン期間〉2020年6月16日（火）～2021年2月15日（月）

nanacoクレジットチャージで毎月抽選キャンペーン
第4回
開催中！

「セブン旅デスク」
ご利用優待最大5％プラスして

＊「セブン旅デスク」でお取扱いしている国内旅行プラン、 
   優待条件は下記をご参照ください。

旅行に関する
お申込み・お問合わせは

「セブン旅デスク」で国内パッケージツアーをお申込みいただき
セブンカード・プラス／セブンカードでお支払い（※1回払いのみ）いただくと、

●国内パッケージツアー（国内旅行割引対象ブランド）

※海外旅行取扱ブランドおよび優待条件はお問合わせください。※上記内容は予告なく変更となる場合がございます。
※首都圏発着以外の鉄道利用プラン、インターネット専用商品など、一部ご利用いただけないプランもございます。

※nanaco以外のICカード（電子マネー）、QRコード決済、他社クレジットカードも
対象です。※セブンカード･プラス／セブンカードは対象外です。※マイナポイントの
お申込みでnanacoを選んでチャージすることが必要です。

※キャンペーン途中で予告なく変更、終了となる場合もございます。※エリア別･期間別に適用条件･例外措置が設定される場合がございます。（8/10現在、東京都が目的地となっている旅行、
東京都に居住する方の旅行が対象外となっております）※「Go Toトラベルキャンペーン」対象商品でも、「セブン旅デスク」にてお取扱いできないプランもございます。  

〈セブン＆アイ グループの旅行会社です〉

5%OFF!

3%OFF!

［ジャルパック］［ANAトラベラーズ］

［南西楽園ツーリスト］ ［クラブメッド］

［日本旅行］

［ビッグホリデー］

いつでも 最
大5％
OFF!

国 内 旅 行 代 金 の35％相 当 を 割 引！

さらにセブンカードのお支払いなら

＊お1人様1泊あたり14,000円、日帰りツアーは7,000円が上限となります。
＊旅行代金の15％相当（お1人様1泊最大6,000円／日帰り最大3,000円）の
　「地域共通クーポン」付きプランもご利用いただけます。

＊いつもの「最大5％パッケージツアー優待」が、
  各旅行会社のプランも対象に。 40％

OFF!

合計の適用で
最大

八ヶ岳高原に訪れる旅人の安らぎの場として、多くの人々を癒やし和ませてきた八ヶ岳高原ロッジ。今回は自然郷開郷55周年を記念して、
一年で一番鮮やかな秋の景色をご満喫いただける会員様限定の特別な宿泊プランをご用意いたしました。サラサドウダン・カエデなどの紅葉、
カラマツの八ヶ岳イエローに染まる秋の色彩を存分にご堪能ください。

上記プランのご予約・お問合わせ先

・お部屋はスタンダードルームのご利用で、１日１０室限定のプランとなります。
・料金は１部屋２名様ご利用時のお1人様、税・サービス料込の価格となります。
・夕食は肉料理または魚料理を選べる洋食コースメニューをご用意しました。

宿 泊 条 件 : 14,500円（税込）
2020年10月1日（木）～11月12日（木）の月曜・火曜・水曜・木曜設 定 日 :

八ヶ岳高原ロッジ 紅葉と八ヶ岳 ロッジの暖炉カラマツの八幡イエロー

※新型コロナウイルス感染症などの影響により、上記プランの内容が変更となる場合がございます。

予約コード「AS7」とお申し付け下さい

※写真は全てイメージです。

通 常 価 格 16,800円（税込）:

八ヶ岳高原海の口自然郷開郷55周年記念
秋の彩りに酔う「八ヶ岳高原ロッジ オータム・ステイプラン」

セブンカード会員様特別企画

〈キャンペーン期間〉2021年3月31日（水）まで
マイナポイント登録でポイントゲットのチャンス

セブンカードを使って旅行をさらにおトクにトラベル

●左記以外のパッケージツアーもお取扱いして
     おります。※ご優待内容など詳しくは、お問合わせください。

［近畿日本ツーリスト（国内）］

［クラブツーリズム（海外・国内）］

［ジェイティービー（国内）］

［JR東日本（国内）］

Go Toトラベルキャンペーンとは？
＊宿泊・日帰りの「国内旅行」に行くと、旅行代金の半額相当が支援されます。
＊支援額の70％は旅行・宿泊代金の割引、30％は「地域で使える共通クーポン」が付きます。

※参加登録いただいた回からのご利用が対象となります。ご注意ください。※キャンペーンに参加登録した
回以降のご利用分を対象といたします。※一度キャンペーンに参加登録いただくと、キャンペーン期間終了
時点まで登録状態は継続されます。

〈例えば〉9/16〜10/15の参加登録で、第4回以降にご参加いただけます。

※既に登録されている方は追加登録不要。※10／16〜11／15に参加登録されて方は、第5回から参加いただけます。

詳しくは こちらを
クリック

詳しくは こちらを
クリック

こちらを
クリック

GoToトラベルキャンペーンで
にっぽんを旅しよう。

ご利用期間 ポイント加算時期
第4回  2020年9月16日（水）〜2020年10月15日（木）  2020年11月末頃
第5回  2020年10月16日（金）〜2020年11月15日（日） 2020年12月末頃
第6回  2020年11月16日（月）〜2020年12月15日（火） 2021年1月末頃
第7回  2020年12月16日（水）〜2021年1月15日（金）  2021年2月末頃
第8回  2021年1月16日（土）〜2021年2月15日（月）  2021年3月末頃
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https://www.nanaco-net.jp/how-to/autocharge/
https://www.7card.co.jp/campaign/cp_charge2006.html
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/


いろいろな場所でご利用いただけて、ポイントもたまる。

毎月8のつく日（8日、18日、28日）は、全国のイトーヨーカドーで
セブンカード･プラス／セブンカードをご利用（クレジット払い･カード
提示による現金払い）いただきますと、食料品･衣料品･住まいの
品が、ほとんど全品5％割引になります。
※一部対象外の商品もあります。
※ネットスーパー、ネット通販は対象外とさせていただきます。
※2020年6月1日をもってヨークフーズ（旧イトーヨーカドー食品館の一部店舗）および
ヨークプライス（旧ザ･プライス）は株式会社ヨークへ統合されたため対象外となります。
※現金専用ポイントカードは対象外とさせていただきます。
※店舗により､一部企画が異なる場合があります。
※セールの状況により、企画を変更する場合があります。

セブンカード ･プラスの場合

「nanaco」ポイントを電子マネーに交換

ポイント交換ができるお店（一例）

※一部ご利用いただけない店舗・レジ・商品、ポイント加算率が異なる店舗があります。

●イトーヨーカドー、ヨークマート、ヨークフーズの店頭レジで
　1ポイント以上1ポイント単位で交換できます。
　※カードを初めて利用されるお店では、初回ご利用の翌日以降にポイントを交換できます。

●「ポイントWEBサービス」で
　500ポイント以上100ポイント単位で100,000ポイントまで交換できます。
　※お申込みから約3～4日で交換が完了します。
　※ご利用には予め「ポイントWEBサービス」の登録（パソコンのみ/登録無料）が必要です。

●たまるポイントは「nanacoポイント」です。  

対象店のレジまたはセブン銀行ATMで「残高確認」「チャージ（入金）」を行うと、センターでお預りしていた
ポイントがその場で受取れます。 ※残高確認しないとポイントがカードに反映されません。

※一部、ご利用いただけない店舗やレジがあります。  nanacoモバイルアプリは、ポイント交換をアプリ操作で行えます。

nanacoが使えるお店の一例
nanacoマークが目印！
約678,000店でご利用いただけます！
（2020年6月末現在）

セブンカードの場合
セブンカードのポイントを「nanacoポイント」に交換できます

残高確認・チャージ（入金）できるレジ設置店（一例）

セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークマート、
ヨークフーズ、西武・そごう、デニーズ、アカチャンホンポなど　

「nanaco」ポイントを受取る
「残高確認」または「チャージ（入金）」が必要です   

セブン銀行ATM

対象店のレジで「電子マネーの交換」をお申し出ください

1 電子マネー
1円に交換して、
1円から使えます。

nanaco
ポイント

ポイントをポイントを ポイントをポイントを

たまったポイントを電子マネー「nanaco」で
利用してみませんか。

セブンカードの場合
セブンカードのポイント

セブンカード･プラスの場合
nanacoポイント

＊4 一部の店舗・売場・商品では、ポイントのたまり方が異なります。
※年会費および一部店舗・売場・商品は、ポイント加算対象外です。

＊1 セブン-イレブンでQUICPay（nanaco）でお支払いの場合、ポイント加算の方法が異なります。　
＊2 イトーヨーカドーネットスーパーご利用時のポイントは200円（税込）ごとに1ポイントになります。　
＊3 セブンネットショッピングはオムニ７サイト内の「セブンネットショッピング」が対象となります。　

＊4

＊2

＊4

200円
（税込）ごとに

＊1・＊4

＊4

＊3

＊4

＊4＊1・＊4 ＊3

＊2

＊4 ＊4
＊4

上記のマークのあるお店

200円
（税込）ごとに ポイント1nanaco

上記のマークのあるお店

1200円
（税込）ごとに ポイント

つかうつかうためるためる

2ポイント
nanaco

2
200円
（税込）ごとに

ポイント

11
200円（税抜）ごとに
ショップ
ポイント

クレジット
ポイント

200円（税込）ごとに

1 2
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※セブンカード会員様は「nanacoポイント」への交換が必要です。

55OFFOFF
ほとんど全品ほとんど全品

88毎月毎月 日 日 日1818 2828 はは

ポイントのため方いろいろ、　利用場所もいっぱい。

休日のドライブや
郊外へのお買物でも

普段のお買物で
ポイントが使える

詳しくは こちらを
クリック

詳しくは こちらを
クリック

詳しくは こちらをクリック

詳しくは こちらをクリック
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https://www.7card.co.jp/yutai/iy/index02.html
https://www.nanaco-net.jp/
https://www.7card.co.jp/customer/billing/index.html
https://www.7card.co.jp/point/save.html


期間中、
セブンカード・プラス／セブンカードで
「ショッピングリボ払い」、「ショッピング分割
払い（3回以上）」、「スキップ払い」のご利用
合計金額5万円(税込)を1口として、抽選で
総額1,000万円が当たる！   さらに、抽選で外
れた方のなかから、Wチャンス賞500ポイント
が100名様に当たる！

        総額1,000万円キャッシュバック！

スマリボって？   ショッピング1回払いのご利用分が自動的にショッピングリボ払いになる登録型リボ払いサービスです。※1 

※1 登録型リボ払いサービス「支払い名人」が新しく「スマリボ」に変更となりました。※2 「ゆとりコース」か「標準コース」のいずれかを選択できます。※3 対象のキャンペーンには、適用となる旨を記
載しています。※4  適用となるキャンペーンで、口数が２倍以上となる場合、大きい方が適用されます。

※お支払日は一律10日で表示しています。

指定回数で完済するから
お支払いの完了日がわかる！

お支払いイメージ

ご利用金額6万円で、お支払回数を3回で指定した場合

お支払金額がほぼ一定だから
毎月の支払いが安定！

今月一括だと
ちょっときついから…

例えばご利用金額
〈イメージ〉

6万円
の場合

5月31日に利用

ショッピング利用後分割払い ショッピング利用後リボ払い

< 銀行 > あおぞら/ 新生  < その他 > 信用金庫 / 信用組合 / 農業協同組合 / 生協 / 証券口座 / 農林中央金庫 / 信用漁業協同組合
連合会 / 信用農業協同組合連合会（2020年5月14日現在）

今月のお支払日
2020年
10月のお支払日は

お支払分の変更締切日

12日（月）
2020 7:55PM10 5*年 月 日（月）

＊下記金融機関をお支払口座に指定されている場合は、 7:55PM10 1月 日（木）

1 2

お支払回数を
選べる!

お支払完了日が
わかりやすい !

※加盟店によってはお支払回数が異なる場合があります。

お支払いイメージ

ご利用金額6万円で、お支払金額を1万円で指定した場合

2万円
＋手数料

2万円
＋手数料

2万円
＋手数料6万円

5月31日に利用 5月31日に利用7月10日 7月10日 8月10日 9月10日 12月10日8月10日 9月10日お支払日 お支払日

…6万円 1万円
＋手数料

1万円
＋手数料

1万円
＋手数料

1万円
＋手数料

お支払金額を
選べる!

お支払額が
わかりやすい !

使ったことの

ない人には

断然おススメ
！

スマリボスマリボ
へー
いいじゃん！

やったー♪

使った分の残高によって決まった金額を
無理なく返済できるサービスなんだ！

支払いコースも選べるよ※2

破損や盗難に
あってしまっても
年間100万円まで
補償があるんだって

スマリボに登録していると
対象キャンペーンの口数が
２倍になるんだって！※3 ※4

洗濯機が壊れち
ゃった…先月買ったばか
りなのに

ジャーン
！
そんな時には

選べるコースで無理のないお支払いが可能！POINT1

ショッピングガード保険（国内）を
自動付帯！

POINT2
キャンペーンの
 抽選口数２倍！

POINT3

急な出費は困るわ…

チェック！

※お支払日は一律10日で表示しています。

※購入日から90日間まで

例）6/30に新規で合計120,000円のお買物をした場合【残高スライドゆとりコースのお支払いイメージ】
ご利用残高が100,001円以上の場合、お支払元金は10,000円

7/15
ご利用残高

8/10お支払い
10,000円＋手数料

9/10お支払い
10,000円＋手数料

10/10お支払い
5,000円＋手数料

11/10お支払い
5,000円＋手数料

ご利用残高が100,000円以下の場合、
お支払元金は5,000円

ご利用残高

お支払い元金

締日:7/15 10,000円
10,000円

110,000円 100,000円

5,000円

95,000円

5,000円

90,000円

120,000円

　 
※ご契約状況により、変更手続きの対象外になる場合があります。　※毎月20日7:55PM 〜22日はシステムメンテナンスのため、手続きできません。

※加盟店により、上記以外のお支払回数がご指定いただける場合があります。

ショッピングリボ払い ●手数料（リボ手数料） 手数料率：実質年率15.00%　締切日（毎月15日）時点のご利用残高に、手数料率をかけて算出。※小数点以下は切り捨
て。●お支払額（弁済金）の具体的算定例 5月31日に6万円をご利用の場合（定額コース1万円） ［初回（7/10）の弁済金］10,616円（元金10,000円＋手数料616円〈60,000
円×15.00％（実質年率）×25日（6/16～7/10）÷365日〉） ［2回目（8/10）の弁済金］10,636円（元金10,000円＋手数料636円〈50,000円×15.00％×31日（7/11～8/10）
÷365日〉）※3回目以降の手数料は、2回目と同様の計算方法により算出いたします。※10日が金融機関休業日となる場合は、実際のお支払日までの日数で算出いた
します。 ※日割計算は、1年を365日（うるう年は366日）として計算します。※カード年会費、nanacoを除く電子マネーのチャージ、モバイル Suica、スポーツくじ（toto・
BIG）、JRAダイレクト、エステティックサロン、外国語学校、OAスクール、結婚相談所、家庭教師派遣など一部加盟店でのご利用分はショッピングリボ払いの対象と
なりません。ご利用可能枠 0～150万円  ※左記以外のご利用可能枠の場合があります。
ショッピング分割払い ●手数料（分割手数料）手数料率：実質年率15.00%［初回のご請求］ 締切日の翌日（16日）から翌月10日までの日割計算 ［2回目以降のご請求］
月利計算  ●支払総額の具体的算定例 5月31日に現金価格6万円の商品を3回払いで購入された場合　お支払回数表に基づく手数料計算  60,000円×2.51％＝1,506
円毎月の分割支払金の目安（60,000円＋1,506円）÷3回＝20,502円 　実際のお支払総額  20,368円（初回）＋20,501円×1（第2回）＋20,503円（最終回）＝61,372円 
※お支払回数表に基づき算出する手数料は、初回の日割計算と最終回の端数調整により、実際にお支払いいただく手数料総額とは若干異なります。 

ご利用可能枠 0～150万円  ※左記以外のご利用可能
枠の場合があります。
※毎月の口座振替日以外でもお支払い（繰上返済）が
可能です。お支払残高・お支払金額を確認のうえ、計
画的なご利用を。
まとめ払い お支払い途中で残高を早めに繰り上げて
支払う「まとめ払い」をご利用いただけます。 

■ショッピングリボ払い・分割払いのご利用にあたって

●お支払回数表
支払回数 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回
支払期間 3カ月 5カ月 6カ月 10カ月 12カ月 15カ月 18カ月 20カ月 24カ月

割賦係数（％） 2.51 3.78 4.42 7.00 8.31 10.29 12.29 13.69 16.37

「ショッピング1回払い」を今から、
「ショッピング分割払い・ショッピングリボ払い」に変更できます。

リボ・分割・スキップ
ご利用キャンペーン実施中

お支払いの変更方法

●明細ごとに変更したい場合

●まとめて変更したい場合
お支払い方法を変更

コールセンターで変更

ショッピングお支払方法変更テレホンサービスで変更TOP画面のメニューより「リボ・分割払い&キャッシング」を
選択し、“お支払い方法を変更”をクリック
変更したいお支払日を選択し、ご希望のお支払方法を選択してお手続きください。

受付時間
9:00AM ～5:00PM/日・祝・年末年始休

24時間 / 年中無休 •自動音声

0422-41-7110

0120-977-938

06-6949-0763
011-222-5465
5 を入力 自動音声でご案内、または係におつなぎします。▶︎

東
京

大
阪

札
幌

スマリボ登録者は口数2倍！

ご存じですか？ いつでも役に立つスマリボ！

まだ、
間に合う！

詳しくは こちらを
クリック

「スマリボ」について詳しくは こちらをクリック

こちらをクリック

こちらをクリック

セブンカードのウェブサイトへアクセス

JCB会員様は 「MyJCB」にログイン

Visa会員様は 
「セブンカードWEBサービス（Visa）」にログイン

※事前に「クレジットインターネットサービス」へのご登録が必要です。
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https://www.7card.co.jp/service/credit_payment/sumarevo.html
https://www.7card.co.jp/campaign/cp_revo2006.html
https://my.jcb.co.jp/7cardLogin?_ebx=118.151.184.140.1492493267.7cg421x
https://7card.jcb.co.jp/Login?_ebx=118.151.184.140.1492493267.7cg426h


キャンペーン注意事項・参加登録方法について

「 ICカード 」でのご利用には「暗証番号」が必要です

〒102-8437 東京都千代田区二番町4番地5 ※掲載内容は2020年9月現在のものとなり、サービス内容等が予告なく変更となる場合があります。

パソコンやスマートフォン、お電話で参加登録が可能です。お使いのセブンカード・プラス／セブンカードのカード番号をご用意ください。

※「キャンペーン情報」からご登録ください。 スマートフォンからもOK!

※登録が完了しますと、「参加登録が完了いたしました」と音声アナウンスされます。　※アンケートにご協力いただける場合は、広告番号2桁を入力するアナウンスが流れ
ますので、「99」を押してください。　※ダイヤル回線の場合は、接続後に□または□ボタンを押してください。　※一部の電話機からご利用になれない場合があります。

24時間/
年中無休・自動音声

上記の番号に
電話

カード番号
（16桁）を入力 参加するキャンペーンのキャンペーンコードを入力 参加登録

「1」を入力
参加登録完了
アナウンス

登録
完了もう一度、参加登録

「1」を入力

2020年10月版 S0825173

<P2:nanacoクレジットチャージで毎月抽選キャンペーン>※各回のご利用期間のnanacoクレジットチャージ/nanacoオートチャージのご利用分が対象となり、各回のご利用期間終了後に抽選いたします。
※ご利用期間は毎月16日~ 翌15日までです。※キャンペーンに参加登録した月以降のご利用分を対象といたします。※一度キャンペーンに参加登録いただくと、キャンペーン期間終了時点まで登録状態
は継続されます。※各回の抽選は個別のキャンペーンと見なされるため複数回当選の可能性がございます。※現金チャージでは本キャンペーンの対象となりません。※当選者の発表は各回のご利用期
間終了の翌月末頃のポイント加算をもってかえさせていただきます。

<P1:毎月抽選！最大10万ポイントが当たるキャンペーン>※日付にかかわらず参加登録をした月以降の、１日～月末までを利用対象期間とします。※一度キャンペーンに参加登録いただくと、キャンペーン
終了の11月30日まで登録状態は継続されます。※各抽選は個別のキャンペーンと見なされるため、複数回当選の可能性がございます。※抽選対象となる各期間中のセブンカード・プラス／セブンカード
ご利用金額を株式会社セブン・カードサービスが自動集計し、キャンペーン期間終了後抽選いたします。※お支払口座が同一の本会員様・家族会員様は、全会員様のご利用分を合算いたします。
※「クレジットショッピング」「ショッピングリボ・分割払い」「スキップ払い」のご利用分が対象となります。※nanacoオートチャージ･nanacoクレジットチャージのご利用も対象です。※nanaco および現
金でのお支払分は対象となりません。※一部、キャンペーンの対象、もしくは2倍の対象とならない店舗・ご利用分があります。※年会費、ショッピングリボ払い手数料、分割払い手数料、スキップ払い手
数料、キャッシングサービスなどはご利用合計金額の対象となりません。※ご利用いただいた店舗からの売上票の到着時期によって、合計金額の対象とならない場合がございます。※インターネットショッ
ピングサイトなど、一部加盟店では「カードでのご注文日」と「カードのご利用日」は異なる場合がございます。※ご利用金額2倍の集計対象店舗について、一部2倍の対象とならない店舗・ご利用分がご
ざいます。※当選者の発表は、各ご利用期間終了の4カ月後の中旬頃のポイント加算をもってかえさせていただきます。

<共通>※家族会員様の参加登録は、本会員様から参加登録があったものとみなし、特典は本会員様に進呈いたします。※株式会社セブン・カードサービスが同時期に実施する他の抽選式のキャンペー
ンと重複しての当選はありません。※ポイントはセブンカード会員様の場合、本会員様のカードに加算いたします。セブンカード・プラス会員様の場合、事前にご登録いただいているnanaco にnanaco
ポイントを加算いたします。※キャンペーン期間からポイント加算時点までに、セブンカード/セブンカード・プラスを退会された場合、お支払いの遅延などがあった場合や、  カード規約・規定に違反され
た場合、セブンカード・プラスに紐づけているnanaco を退会されている場合は対象となりません。※ポイント加算時期は予告なく変更させていただく可能性がございます。また、最終的な賞品進呈の
判定は株式会社セブン・カードサービスがいたします。※抽選結果のお問合わせはご遠慮ください。※キャンペーンは予告なく、中止または内容の変更、あるいはキャンペーンを延長させていただく場合
がございます。※キャンペーンでお預かりした個人情報につきましては、会員規約に定める「個人情報の取扱いに関する重要事項」に基づいて適切に処理いたします。※株式会社セブン・カードサービス
の実施するキャンペーンについて、法令上の規制その他の事由によりキャンペーン賞品を進呈できない場合がございますのであらかじめご了承ください。

【注意事項（参加登録必要）】

【注意事項（参加登録必要）】

【注意事項を確認のうえご参加ください】

8

※ICカードの場合は暗証番号の変更にともない、カードが再発行となります。
　再発行手数料としてカード1枚あたり1,100円（税込）をお届けの口座より後日自動振替いたします。

偽造防止効果の高い「ICカード」での取引が始まっています。磁気カードをお持ちの方は、
ICチップがついたクレジットカードをご利用ください。ICカード対応端末を設置している
加盟店でご利用の場合、従来のサインに替わり、暗証番号の入力が必要となります※。

暗証番号がご不明の場合、以下の方法にてご確認いただけます。

暗証番号を変更する場合

クレジットインターネットサービスで お電話で

お支払金額の確認やお客様情報の照会・変更など、
いつでもパソコンやスマートフォンでご利用いただけます。

暗証番号サービス

暗証番号サービス

または

または

24時間／年中無休・自動音声

24時間／年中無休・自動音声

※後日、郵送にてご案内
　いたします。

※Visaブランドはセブン銀行
ATMでの暗証番号変更は
できません。

※一部お取引では、サインが必要となる場合があります。

1

セブン銀行ATMで1

2

お電話で2

0120-977-932 

0120-977-932 

0422-71-7706

0422-71-7706

「クレジットインターネットサービス」にご登録を！

ICチップ

詳しくは こちらを
クリック

https://www.7card.co.jp/customer/credit_net.html

