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新生活を応援！

新しい季節、
頑張るあなたを応援します。

8ページの「注意事項・参加登録方法について」を必ずご確認ください。

〈参加登録期間〉2021年2月25日(木)～2021年8月31日(火)
〈 ご 利 用 期 間 〉2021年3月1日（月）～2021年8月31日（火） 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
224529

セブン&アイ共通商品券10万円分が当たる！クレジットご利用キャンペーン

さらに
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、2万5千円(税込)
のご利用で抽選に参加いただけます。　

※2倍対象店舗について詳しくは右記「2倍対象店舗」をご確認ください。
※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
Air BicCamera 成田空港第2ターミナル店は2倍の対象外となります。

キャンペーン期間中のセブンカード・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5万円(税込)を1口として抽選で
セブン&アイ共通商品券が最大10万円分当たる！

スタート！

詳しくは

こちらを
クリック
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詳しくはセブンカードのキャンペーンページでご確認ください

紙のカードご利用代金明細書の破棄がご不要に! 
他の人に見られる心配もありません。

キャンペーン期間中にWEB明細サービス「MyJチェック （登録無料）」を初めて登録し、

パソコンやスマートフォンからキャンペーンに参加登録した会員様へもれなく　　　　　　　プレゼント！ 

※過去に一度も「MyJチェック」に登録されたことがない初めての会員様が対象となります。
※本キャンペーンでは、2021年1月20日（水）～2021年5月31日（月）の期間中に新たにセブンカード・プラスが発行された新規ご入会の方は対象外となります。
※本キャンペーンの条件達成によるポイントは2021年5月末頃に本会員様のカードに加算いたします。ただし、都合により遅れる場合がございます。
※本キャンペーンの参加登録はパソコンまたはスマートフォンからになります。電話による参加登録はできません。
※キャンペーン期間からポイント加算時点までに「MyJチェック」の設定を解除された場合、キャンペーンの対象となりません。
※株式会社セブン・カードサービスが実施する他の「MyJチェック」登録に関するキャンペーンと重複して対象となった場合、本キャンペーンの対象となりません。
※本キャンペーンは本会員様のみ対象となります。家族会員様がキャンペーンに参加登録したとしても、本会員様が参加登録していない場合は､
　キャンペーン対象となりません。
※本キャンペーンでプレゼントするポイントは本会員様の1枚のカードにつき200ポイントまでとなります。
※本キャンペーンは予告なくキャンペーンを継続させていただく場合がございます。

ご注意ください!

まずはインターネットで

※クレジットインターネットサービスとはセブンカード・プラス／セブンカードをご利用中のJCB会員様、Visa会員様がそれぞれのパソコン、スマートフォンからご利用できる無料のインターネットサービスです。
※クレジットインターネットサービスをご登録いただくと「MyJチェック」も同時登録となり、紙のカードご利用代金明細書の発行を停止します。ただし、会員様のご利用内容により紙のカードご利用代金明細書を発送させていただく場合があります。
※紙の明細書が必要な場合はPDFをダウンロードいただけます。

「MyJチェック」登録方法

セブンカード会員様向けキャンペーン

もれなく

5,000
ポイントプレゼント

セブンカード・プラス／セブンカードの2021年2月〜4月(3カ月間)の
クレジットショッピングご利用合計金額35,000円(税込)以上ご利用いただいた会員様限定
「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」最大7,000ポイントプレゼント

2021年2月1日（月）0:00〜2021年3月31日（水）23:59の期間中にキャンペーンの参加登録をされていること

キャンペーン期間中、本キャンペーンページの「お申込みはコチラ」から遷移したページにて
「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」のお申込みを完了し、2021年7月31日（土）までに供給開始していること

セブンカード・プラス/セブンカードでお支払いいただき、2021年3月支払い〜2021年10月支払いの
ご請求明細書にて、「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」の初回お支払いが確認できた方

キャンペーンに参加登録されたセブンカード・プラスまたはセブンカードにて、
「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」に限らず、2021年2月1日(月)〜4月30日(金)の
クレジットショッピングご利用合計金額が35,000円以上(税込)あること

参加登録期間中「キャンペーンに参加」ボタンから参加登録のうえ、下記①②③④の条件をすべて満たした方に、
最大7,000ポイントプレゼントいたします。（「ＥＮＥＯＳでんき」：5,000ポイント、「ＥＮＥＯＳ都市ガス」：２,０００ポイント）

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
224480

パソコンや
スマートフォンで
参加登録必要

〈キャンペーン期間〉2021年2月1日（月）～2021年3月31日（水）

対象プラン／供給エリア

「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」に関するお問合わせは

ＥＮＥＯＳでんき・都市ガス
カスタマーセンター

IP・国際電話などからは03-6627-1763
受付時間： 9:00AM〜5:00PM (第3日曜日／年末年始休）0120-77-8704

ポ
イ
ン
ト
加
算
時
期

「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」の初回決済対象期間：
2021年3月支払い〜2021年10月支払いのご請求明細書にて、

「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」の初回お支払いが確認でき次第、
2021年6月末〜10月末日まで順次加算させていただきます。
※ポイント加算のご連絡は、実際のポイント加算をもって代えさせていただきます。
　ただしやむを得ない事情により遅れる場合があります。

ポイント加算スケジュール（2021年）
「ＥＮＥＯＳでんき」
「ＥＮＥＯＳ都市ガス」
料金初回請求

3月
〜6月 7月 8月 9月 10月

ポイント加算時期 6月
末頃

7月
末頃

8月
末頃

9月
末頃

10月
末頃

都市ガス

もれなく

2,000
ポイントプレゼント

でんき

特典

条件④

条件③

条件①
条件②

※北海道Aプラン、北海道動力プラン、東北Aプラン、東北動力プラン、東京５アンペアプラン、東京動力プラン、中部Aプラン、中部動力プラン、北陸Aプラン、北陸動力プラン、関西動力プラン、中国
動力プラン、四国動力プラン、九州Aプラン、九州動力プランをお申込みの方は対象外となります。

※すでに「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」をご契約されている方は対象外です。
　（「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」をご契約されているお客さまが、以下対象プランに変更した場合も対象外です）
※本キャンペーンページのお申込みボタンの遷移先ページより「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」をお申込みいただかない場合、
　本キャンペーンの対象外となります。
※ＥＮＥＯＳ株式会社の主催する「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」にかかわる他のキャンペーンとの併用はできません。 

標準プラン・床暖プランをお申込みの方が対象です。

ＥＮＥＯＳ都市ガス供給エリア
東京ガス㈱の供給区域において「東京地区など」と規定されているエリアにお住まいの方
※プロパンガスは対象外です。

対象プラン ＥＮＥＯＳでんき供給エリア ※離島を除く

北海道 Bプラン/Cプラン 北海道電力ネットワーク㈱管内 北海道

東北Bプラン/Cプラン 東北電力ネットワーク㈱管内 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県

東京Vプラン 東京電力パワーグリッド㈱管内 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、
静岡県（富士川以東）

中部Bプラン/Cプラン 中部電力パワーグリッド㈱管内 愛知県、岐阜県（一部を除く）、三重県（一部を除く）、静岡県（富士川以西）、長野県

北陸Bプラン/Cプラン 北陸電力送配電㈱管内 富山県、石川県、福井県（一部を除く）、岐阜県の一部

関西Aプラン/Bプラン 関西電力送配電㈱管内 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県（一部を除く）、福井県の一部、
岐阜県の一部、三重県の一部

中国Aプラン/Bプラン 中国電力ネットワーク㈱管内 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県の一部、愛媛県の一部

四国Aプラン/Bプラン 四国電力送配電㈱管内 徳島県、高知県、愛媛県（一部を除く）、香川県（一部を除く）

九州Bプラン/Cプラン 九州電力送配電㈱管内 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

8ページの「注意事項・参加登録方法について」を必ずご確認ください。

便利なWEB明細に変更してみませんか？

WEB明細サービス「MyJチェック」
新規登録キャンペーン

200
ポイント
プレゼント！

お電話による参加登録はできません

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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欲しかった
4Kテレビ！ 子供の成長記録に

ビデオカメラ！

テレワークを
快適に最新の
ノートPC！

引っ越し先で
ドラム式洗濯機！

ついに我が家も
ハンディ
クリーナー！

4K

nanacoオートチャージをご利用いただくにはインターネットでのお手続
きとお店、nanacoモバイルでの「オートチャージの設定反映」が必要です。

セブンカード・プラスへ
切り替えができます！

「nanacoオートチャージ」って？

そんな時には！

オートチャー
ジ

　 はいかが？

nanacoモバイルを
オートチャージ
設定にすると、
スマホ1つで
全国のnanacoが
使えるお店で
お買物することも
できるよ！

手持ちに現金がなくても
支払い時に自動でチャージ！

慌てず便利！

現金も無い...

の登録方法
登録方法など

nanacoオートチャージについて
詳しく知りたい方はこちら

とっても便利！

お支払い後のnanaco残高が設定金額未満の場合、セブン-イレブン、イトーヨーカドー､ヨークマートなどのレジでタッチするだけで、自動的にチャージ（入金）
するサービスです。

チャージ不足...

クレジットでのチャージなら

200円ごとに ポイント！

お申込みは
WEBで数分！

本人確認書類
提示不要！

カード利用枠
変更なし！

支払口座
設定不要！

ETCカード
そのまま

利用可能！

チャージ小銭不要でカバンもすっきり！

nanaco残高が少ない時も
気にせずお買物！

さらに！！セブンカード・プラスなら
チャージ・お買物の

たびにポイントがたまる！

おトク！

で始めるキャッシュレス生活

こちらを
クリック

こちらを
クリック

セブンカード・プラスのnanacoポイントを提携先のポイントに交換する

ANA SKY コイン

●nanaco会員メニュー nanacoサイトにアクセスし、「nanaco会員メニュー」からお申込みください。

nanacoポイント500 ANA SKY コイン500
■交換単位：500ポイント以上 500ポイント単位

nanacoポイント500 ANAのマイル250
■交換単位：500ポイント以上 500ポイント単位 

WEB https://www.nanaco-net.jp/ nanaco 検 索

●ポイントWEBサービス セブンカードのウェブサイトにアクセスし、「ポイントWEBサービス」からお申込みください。

https://www.7card.co.jp/ セブンカード 検 索

セブンカードのポイントを提携先のポイントに交換する

ポイント交換提携先

ポイント交換方法

WEB
ポイント交換方法

ポイント交換提携先

アカチャンホンポ 商品券

円分アカチャンホンポ
商品券 3,000

■交換単位：3,000ポイント以上 3,000ポイント単位

nanacoポイント

●イトーヨーカドー、ヨークマートの店頭レジで

●「ポイントWEBサービス」で

セブンカードの
ポイント3,000 ANAのマイル マイル

コイン

マイル

1,500

セブンカードの
ポイント500 nanacoポイント500

セブンカードの
ポイント1 nanacoポイント1

■交換単位：3,000ポイント以上 3,000ポイント単位 10口まで

■交換単位：1ポイント以上 1ポイント単位 ※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。

■交換単位：500ポイント以上 100ポイント単位 100,000ポイントまで

【ポイント交換に関するご注意】◆「ポイントWEBサービス」の登録が必要です（パソコンのみ）。　◆ポイント交換をご利用の際、各商品の注意事項をご確認ください。
◆セブンカードのポイントは、年度切替に伴うシステムメンテナンスのため交換できない期間があります（特に失効直前のポイントは、早めの利用をお願いいた
します）。※WEBによる交換が停止する期間：毎年3月31日10:00PM～4月1日8:30AM（2019年12月現在） 　◆ポイント交換の減算処理実施時にポイントが不足して
いる場合、お申込みが無効となりますので、ご注意ください。 　◆ポイントの減算は、有効期限の早いポイントから減算いたします。 　◆交換はカード番号ごとと
なります。複数枚のカードのポイントを合算してのお申込みはできません。

セブンカードの
ポイント3,000

ANAのマイル

ANAのマイル

たまったポイントを賢く使う裏技
「提携先ポイントへの交換」もできます!

新生活！ ビックカメラで、さらにポイント2倍
ビックカメラポイントアップキャンペーン 参加登録

不要
〈キャンペーン期間〉2021年2月19日（金）〜4月4日（日）まで

新生活
応援！

キャンペーン期間中に対象のビックカメラの店舗でセブンカード・プラス／セブンカードのクレジット払いをご利用いただくと セブンカード・プラス／セブンカードのたまったポイントは、下記の提携先のポイントに交換することができます。

通常200円（税込）につき2ポイント加算のところ

Air Bic Camera 成田空港第2ターミナル店、ビックカメラ アウトレット池袋東口店（※１）、ビックカメラ アウトレット横浜ビブレ店、ビッ
クカメラ アウトレットなんば店、ビックカメラ 町田店別館（※２）
※１…ビックカメラ アウトレット池袋東口店の酒売場は、優遇ポイント対象となります。
※２…ビックカメラ 町田店別館の自転車売場は、優遇ポイント対象となります。

【対象外店舗】

200円で4ポイント加算（税込）ビックポイントが
もらえる！

200円（税込）
4ポイント！

注意事項の詳細は、裏表紙8ページをご覧ください。

新生活に
向けて
準備を！

買うなら
今が
チャンス！

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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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

パ
パ
！

家
族
も
増
え
た

こ
と
だ
し

洗
濯
機

大
き
く
し
て
！

　
　パ
パ
！

す
ご
ー
い
！ 今

日
の
パ
パ

い
け
て
る
？

か
い
け

ち
ゅ
！

急
な
出
費
に

助
か
る
よ
ね

スマリボで
スマートに解決！

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！

スマリボに登録していると
対象キャンペーン口数が
2倍　 　になるのって
本当なのね！

※お支払日は一律10日で表示しています。

※2

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

「支払い名
人」の

サービスが

新しくなった
よ！

急な出費は困るわ…

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

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

詳しくはこちらから！

セブンカード／スマリボ で検索！

※お支払日は一律10日で表示しています。

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

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

「スマリボ」に
ついて詳しくは

こちらをクリック

※3・4

当
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ショッピングリボ・分割・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！

〈 参 加 登 録 期 間 〉2020年11月16日（月）～2021年4月　5日（月）
〈 ご 利 用 期 間 〉2020年11月16日（月）～2021年3月15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
224379

総額1,000万円キャッシュバック！リボ分割スキップご利用キャンペーン

Wチャンス！上記抽選に応募し､外れた方の中から抽選で
100名様に500ポイントが当たる！
詳しくは
キャンペーンページをご確認ください。

詳しくは こちらを
クリック

※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。

< 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10月28日現在）

今月のお支払日
2021年
3月のお支払日は

お支払分の変更締切日

10日（水）
2021 7:55PM3 3　*年 月 日（水）
＊下記金融機関をお支払口座に指定されている場合は、 7:55PM32021年 1月 日（月）

※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。

※購入日から90日間まで。

※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

お支払いの変更方法

セブンカードのウェブサイトへアクセス ●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。

https://www.7card.co.jp/
※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。

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。▶︎
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ご存じですか？ いつでも役に立つスマリボ！

1 2

3

4

5

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 

詳しくはこちらから！

セブンカード／スマリボ で検索！

チェック！

ショッピング1回払いのお支払方法をあとから変更できる。右ページの「お支払いの変更方法」をご確認ください。

「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。

※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

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 !

　
パ
パ
！

頼
も
し
い
！

ラスト
チャンス！

こちらをクリック

こちらをクリックVisa会員様は 
「セブンカードWEBサービス（Visa）」にログイン

JCB会員様は 「MyJCB」にログイン
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https://www.7card.co.jp/campaign/cp_revo2011.html?utm_source=QRCord&utm_medium=news&utm_campaign=cp_revo2011
https://www.7card.co.jp/service/credit_payment/sumarevo.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


「暗証番号」の確認・変更方法について
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。

【お詫び】セブンカードニュース2021年2月号における誤表記について
先月号のセブンカードニュース2021年2月号に誤った表記がございました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。
<訂正箇所>　セブンカードニュース2021年2月号 Ｐ5.<「ENEOSでんき」「ENEOS都市ガス」最大7,000ポイントプレゼント＞
<訂正内容>　５ページ目の右上に記載いたしておりますキャンペーンコード(数字６桁)を、誤った番号で表記いたしておりました。正しくは以下の通りになります

※上記の誤った内容で印字されておりますのは、先月の封書型明細書に封入された「セブンカードニュース2021年2月号」です。ご覧いただいております今月号は、正しく表記いたしております。

【誤】　「キャンペーンコード　224880」
【正】　「キャンペーンコード　224480」

キャンペーン注意事項・参加登録方法について

詳しくは こちらを
クリック

〒102-8437 東京都千代田区二番町4番地5
※掲載内容は2021年1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

2021年3月版 T0128020

※「クレジットショッピング分割払い」、「ボーナス1回払い」、「ショッピングリボ払い」、「スキップ払い」など詳しくはセブンカードのWEBサイトにてご確認ください。※「セブンカードお支払方法」で検索してください。
【注意事項（お支払方法について）】

<P2:「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」最大7,000ポイントプレゼントキャンペーン>※本キャンペーンに参加登録のうえ、以下条件をすべて満たしたお客様が特典適用対象となります。・2021年3月31日
までに「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」の新規お申込みが完了した方 ・2021年7月31日までに「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」の供給を開始いただいた方 ・「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市
ガス」の初回決済対象期間：2021年3月支払い~2021年10月支払いのご請求明細書にて、「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」の初回お支払いが確認できた方 ※既に「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」
をご契約されている方、過去にご契約されていた方は、本キャンペーンの対象外となります。（「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」をご契約されている方が、キャンペーン対象プランに変更された場合も
対象外です） ・キャンペーン参加登録されたカードの2021年2月1日～4月30日までの、（「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」に限らず）クレジットショッピングご利用合計金額が35,000円以上( 税込 )の方
《その他注意事項》 ※お申込みから切り替えまで、2週間～1カ月半程度の期間がかかる場合がございます。※売上情報が当社の集計日を過ぎても到着しなかった場合、本施策の対象とならない場合があ

りますので、予めご了承ください。※本キャンペーンは、「ＥＮＥＯＳでんき」「ＥＮＥＯＳ都市ガス」に関わる他のキャンペーンとの併用はできません。※高圧一括受電や社宅など、建物全体で一括でのご契
約をしている方は対象外です。※オール電化の方はお申込みいただいても電気料金が現在よりおトクにならない場合がございます。※セブンカード・プラスまたはセブンカードで決済いただいた場合、Tポ
イントはたまりません。※本キャンペーンによるポイント獲得上限は、「ＥＮＥＯＳでんき」で5,000ポイント、「ＥＮＥＯＳ都市ガス」で2,000ポイントとなります。

【注意事項（参加登録必要）】

<P1:セブン&アイ共通商品券10万円分が当たるキャンペーン> ※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2021年11月下旬ごろの、
賞品発送／ポイント加算をもってかえさせていただきます。※当選賞品不達の際は、当選権利が失効しますので予めご了承ください。※賞品配送に必要なお客様情報を配送先へ提供する場合がござい
ますのでご了承ください。

【注意事項（参加登録必要）】

< 共通 > ※ご利用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、キャンペーン終了後抽選いたします。※参加登録必要なキャンペーンは、
参加登録される時期にかかわらず、ご利用期間中のご利用合計金額を集計いたします。※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。※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ご利用分 ( ショッピングリボ・分割 ･スキップ払いを含む ) が対象となります。※
nanaco および現金でのお支払分は対象となりません。※一部、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カードご利用情報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。※セブンカード会員様は、本
会員様のカードにポイントを加算いたします。※セブンカード・プラス会員様は、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。※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。※キャンペーン期間～賞品発送／ポイント加算時点までに、セブンカード・プラス／セブンカードを退会された場合、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・プラスに紐付けている nanaco を退会されている場合は対象となりません。※賞品発送／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当社がいたします。※当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・延長、または内容・賞品・
当選発表方法などの変更を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の特典を進呈できない場合がございますので予めご了承ください。

【注意事項を確認のうえご参加ください】

【注意事項（参加登録不要）】
<P4:ビックカメラ ポイントアップキャンペーン>※ビックカメラ クレジット利用時の4ポイントのうち、通常の2ポイント分はお振替月の5日に、追加の2ポイント分は前月16日から当月15日のご利用分を翌月末頃に、
別々に加算します。 ※ビックカメラ アウトレット池袋東口店の酒売場は、優遇ポイント対象となります。 ※ビックカメラ 町田店別館の自転車売場は、優遇ポイント対象となります。※一部店舗ではポイン
ト加算時期が異なります。※セブンカード・プラス、セブンカードを決済カードとして指定したApple PayおよびQUICPayでのお支払いはポイント優待の対象外です。※返品にともなってポイントの減算が
生じる場合は、減算相当分のポイントを差し引くものとします。※掲載内容は、予告なく変更となる場合があります

8

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
暗証番号サービス

暗証番号サービス

または

またはのみ

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。

※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。

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！

JCB会員様

セブンカード クレジットインターネットサービス

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



