
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。

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！
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2021
April

4
サービス満載！

おトク情報を上手に活用
笑顔あふれる毎日を！

〈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
好評
実施中！

詳しくは

こちらを
クリック

https://www.7card.co.jp/campaign/cp_credit2102.html?utm_source=QRCord&utm_medium=news&utm_campaign=credit2102


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

詳しくは

こちらを
クリック

パソコンや
スマートフォンで
参加登録必要

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

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および通販サイトでセブンカード・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

通常200円（税込）につき2ポイント加算のところ

Air BicCamera 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！

もっとお得に！　　　　　　　　　 でポイント優遇開始！

2月17日（水）より
セブンカード・プラス／セブンカードのクレジット利用で
nanacoポイント／セブンカードのポイントが

いつでも　      円　※ ポイント
※セブンカード･プラスは、200円（税込）ごとに2ポイント。セブンカードは、クレジットポイントが200円（税込）ごとに1ポイント､ショッピングポイントが200円（税抜）ごとに1ポイントたまります。

アリオ専門店、グランツリー専門店、プライムツリー専門店でのお買物は
セブンカード・プラス／セブンカードのクレジット払いで！

5%OFFクレジット払い請求時

1 毎月、8日・18日・28日

毎月第1、第3日曜日3

※実施日、割引率、倍率につきましては予告なく変更・中止になる場合がございます。　※詳しくは各店舗までお問合わせください。　※イトーヨーカドーおよび一部専門店は対象外です。
※掲載内容は2021年2月現在のものとなります。

※イベントなどにつきましては予告なく変更となる場合がございます。　※詳しくはホームページなどでご確認ください。

アリオ専門店企画 グランツリー専門店、プライムツリー専門店企画

3倍ポイント

毎月8の付く日は
セブンカード・プラスの
クレジット払いで

第3日曜日は「アリオの日」2 西新井、鷲宮、川口、柏、札幌、
深谷、市原

蘇我

北砂、上田、柏、鷲宮

●対象カード：セブンカード・プラス／セブンカード ●対象カード：セブンカード・プラス

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

キャン
ペーン終了間近！

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。
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オートチャージを始めよう！毎月のお支払いはセブンカード・プラス／セブンカードでまとめて払っておトク！

セブンカード・プラスの場合
「残高確認」または
「チャージ（入金）」が必要です   

「nanaco」ポイントを電子マネーに交換

対象店のレジで
「電子マネーの交換」を
お申し出ください

電子マネー
1円に交換して、
1円から使えます。

ポイント交換ができるお店（一例）

●イトーヨーカドー、ヨークマート、ヨークフーズ、ヨークプライスの
　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。  

クレジット払いでおトクにポイントがたまります

セブン銀行
ATM

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ございます。
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。

たまったポイントを「nanaco」で利用してみよう

セブンカードの場合

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､ヨークプライス、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

1ポイントnanaco

※たまるポイント：nanacoポイント（セブンカード・プラス）／セブンカードのポイント（セブンカード）

＊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 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。

セブンカード・プラス
の場合

＊4

＊2

＊4

上記の
マークの
あるお店

2
200円
（税込）ごとに

ポイント
nanaco

ポイント
nanaco1

200円
（税込）ごとに

＊1・＊4

＊4

＊3

＊4

＊4

上記の
マークの
あるお店

2
200円
（税込）ごとに

ポイント 1
200円
（税込）ごとに

ポイント

＊1・＊4

1
200円（税抜）ごとに
ショップ
ポイント 1クレジット

ポイント

200円（税込）ごとに

＊3

＊2

＊4

＊4
＊4

※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ございます。
nanacoが使えるお店の一例 nanacoマークが目印！

約749,000店でご利用いただけます！（2021年1月末現在）

オートチャージを
実行するnanaco残高＊1

オートチャージ金額＊2 5,000円～10,000円

1,000円～10,000円
15,000円

15,000円

20,000円

20,000円 25,000円 30,000円

（1,000円単位）

（1,000円単位）

セブンカード・プラスへ
切り替えができます！

オートチャージを実行する残高金額やチャージ金額はそれぞれ設定することができます。

「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...

・お店で設定反映
セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ヨークマート等のレジ、nanacoチャージ機で
「残高確認」
・クレジットカード事前登録後、24時間経過後から設定反映可能です。
・セブン銀行ATMは設定反映できません。

・nanacoモバイルでの設定反映
nanacoモバイルアプリ（スマートフォン）をご利用の方は、
アプリ操作することで、店頭に行かなくても設定反映できます。
「残高確認」
・クレジットカード事前登録後、24時間経過後から設定反映可能です。
・セブン銀行ATMは設定反映できません。

セブンカードの
WEBサイトで
クレジットインターネット
サービスのご登録

nanacoのWEBサイトで
会員メニューからクレジットカードの
事前登録・オートチャージ設定

オートチャージの設定反映
24時間経過後

※オートチャージ後の残高がお支払金額に満たない場合、オートチャージ、支払いはともに実行されません。
＊1 お支払い後の残高が設定金額未満の場合にオートチャージが実行されます。　
＊2 オートチャージ実行時にnanacoにチャージされる金額です。チャージ金額は5,000円からです。

※JCB会員様は「MyJCB」、Visa会員様は
　「セブンカードWEBサービス（Visa）」より
　ご登録ください。
※同時に本人認証サービスも登録されます。

※クレジットカードの事前登録を行うには、本人認証
　サービス登録済みのクレジットカードが必要です。
※店舗ではクレジットカードの事前登録のお申込みは
　受け付けておりません。
※ログイン時にパスワード変更のご案内が表示され

た場合は変更をお願いします。

の登録方法

の設定金額

STEP1 STEP2 STEP3

とっても便利！

お支払後の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、ヨークマート等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1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

おトク！

残高確認
してください

※ 一度チャージ（入金）した電子マネーは、返金することができません。十分ご注意ください。
※ 一部nanacoでお支払いいただけない商品やサービスがございます。ご注意事項

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！
nanaco残高が少ない時も

気にせずお買物！

小銭不要でカバンもすっきり！

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。

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

詳しくは こちらを
クリック
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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

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。

※一部お取引では、サインが必要となる場合があります。

※左の❷お電話での場合は暗証番号
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

まずは
「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

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

カード再発行および再発行手数料は不要となります。

スマートフォンをお持ちの方はコチラから

〒102-8437 東京都千代田区二番町4番地5
※掲載内容は2021年2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。　※一部の電話機からは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4月版 T0302050

※「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）】

<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月下旬頃の、
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。※ nanacoオートチャージ･クレジットチャージのご利用も対象です。※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）】
<P3: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。
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「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。

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

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