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サービス満載！

便利がいっぱい、
可能性が広がるカード！

自動車税をクレジット払いできるってご存じですか？

自動車税のお支払いは、セブンカード・プラス／セブンカードの
クレジット払いが便利！

簡単に
自宅でできる！

ポイントがつく！ 支払い方法を
変更できる！

パソコンや携帯電話から
いつでもお支払
手続きが可能。※ 1

200円（税込）ごとに
1ポイントつきます。

新生活や新学期も始まって､何かと
忙しいこの時期は、セブンカード･プラス／
セブンカードのクレジット払いがおススメです。

何かと出費が多いこの
時期は、毎月の支払い
を一定にできるリボ払
いが便利です。詳しく
は6〜7ページへ！

国民年金保険料、ふるさと納税のお支払いにもご利用いただけます。
税金のお支払いについては、以下の点にご留意のうえ各自治体にお問合わせください。※2、3、4

※１：決済手数料がかかります。決済手数料は、地方公共団体や税金・料金の種類によって異なります。 ※2：自治体により、クレジットカード決済可能な税目が異なります。
※3：納税証明書の発行まで時間を要する場合がございます。 ※4：自治体により、納税証明書が発行されない場合もございます。
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私にも
できた！

簡単で
便利だね！

税金の支払いでも
ポイントがもらえる

なんて！

上手に
やりくり､やりくり！

お住まいの地域によっては、クレジット払いによる
納付ができない場合もございます。セブンカードのウェブサイトお手続き・

お問合わせは セブンカード 自動車税

詳しくは

こちらを
クリック

https://www.7card.co.jp/service/credit/automobiletax.html


「nanacoプラン」と
 「クレジット払い」の組み合わせで

電気代もおトクになります！

※2：ポイントは、セブンカード･プラスはnanacoポイント、セブンカードはセブンカードのポイントを加算します。3％のうち
　　nanacoプラン分の2％は電気料金から再生可能エネルギー発電促進賦課金、消費税等相当額を除いた金額で算出。

従来の
電気代

nanaco
プラン
nanaco
プラン

第1段階 第2段階 第3段階基本料金など

-1%-0.5% -5% 削減！

相当
％
相当
％ポイントポイント33

【実施時期】2021年4月検針分※より※対象カード締日：2021年5月15日（ご請求日：2021年6月10日）

小売電気事業者：サミットエナジー株式会社（住友商事100％出資会社）

プラン
ナ ナ コ

電力プラン クレジット払い

電気代100円※1につき2ポイント 200円で2ポイント
通常だと

200円で1ポイント

2％ 1％ 0.5％

既存のメニューに沿った割引でどんな使い方でもおトクなプラン
旧一般電気事業者の標準的なメニュー（従量電灯メニュー）をベースに
電気の使用量に応じた段階の料金割引を適用します。

東京電力エナジーパートナー
従量電灯B でご契約中の方なら

40A
契約電流

400kWh
毎月の電気使用量

例えば
年間4,130円
電気代がおトクに

年間4,141
ポイント

2,558ポイント
（nanacoプラン分）

+
1,583ポイント
（セブンカード分）

+

nanaco
プラン

-4,130円

158,316円
+4,141
ポイント
+4,141
ポイント

年　間

162,446円
年　間

東京電力
エナジーパートナー
従量電灯B

※ 東京電力エナジーパートナー、従量電灯B、40A、毎月400Kwhの使用を想定して試算した料金のため（燃料費調整額（2021年3月時点）、
　 再生可能エネルギー発電促進賦課金（同前）を含む）、実際の料金と異なる参考値となります。

おトクになります！※
8,2718,271円相当円相当

サミットエナジーの電気代のお支払いを
セブンカード・プラス／セブンカードのクレジット払いで
お支払いいただくと
通常200円（税込）につき1ポイントのところ、

いつでも200円（税込）につきいつでも200円（税込）につき
ポイントが
たまります。
ポイントが
たまります。22

【お問合わせ先】サミットエナジーカスタマーセンター

0120-504-124
受付時間：24時間365日※
※平日9：00～18：00　
   オペレーター対応上記以外の時間帯は受付のみ
 （平日9：00～18：00の折返し対応）

※セブンカードのポイントは本会員様のカードに加算します。※セブンカード・プラスは事前に登録されているnanacoにnanacoポイントを加算します。※ご利用されたセブンカード・プラス
／セブンカードまたはセブンカード・プラスに紐付けているnanacoを退会されている場合や、お支払いを遅延されている場合、カードのご利用を停止されている場合はポイント加算対象と
なりません。※掲載内容は予告なく変更となる場合があります。   

がたまる！がたまる！

セブンカード・プラスもしくは
セブンカード

年
間
年
間

ト1
メリッ

ト2
メリッ

さらに電力プラン「nanacoプラン」のご利用でもっとおトク

nanaco
※2 ※2

※1：再エネ賦課金、消費税等相当額を除く。

のクレジット利用で
ポイント優待スタート！

セブン＆アイ共通商品券10万円分･･･抽選で10名様
1万円分抽選で100名様

1等
2等 セブン＆アイ共通商品券

100ポイント抽選で10,000名様3等

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下記「2倍対象店舗」をご確認ください。

イトーヨーカドーで
1カ月に5,000円（税込）

使う私なら
6カ月で25,000円（税込）
こえるから必ず

条件達成できそうね。

キャンペーン期間中に
50,000円（税込）

利用するには1カ月だと
9,000円（税込）
くらいが目安ね！

※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口として抽選で以下の商品をプレゼント！

〈 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！

 クレジット
優待   
 開始！ ×

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


設定方法を詳しく解説！便利に使えるクレジットチャージ･オートチャージ

nanacoクレジットチャージには、対象店舗のレジでお買物の際に、お支払後の残高が設定
金額未満の場合に自動的にクレジットカードからチャージする「オートチャージ」と、必要な
時にそのつどクレジットカードからチャージできる「クレジットチャージ」があります。
【オートチャージの対象店舗】セブン-イレブン、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、コンフォートマーケット

nanaco会員メニューに
ログイン。

セブンカードの
ウェブサイトから
各サイトへ。※1

オートチャージする
条件や金額など
必要情報を入力。※3

「特約に同意の上、登録」
をタップ。

「オートチャージの設定・
解除」をタップ。

「クレジットチャージ
（入金）」をタップ。

nanaco会員メニューの「クレジットチャージ」→パスワードを入力して「次へ」→「オートチャージ設定･解除」→「特約に同意の上、登録」をタップ。 nanaco会員メニューの「クレジットチャージ」→パスワードを入力して「次へ」をタップしてください。

お申込後、セブン銀行ATMやセブン-イレブンな
どの店頭で残高確認をしてお受け取りください。店
頭でのお受け取りの際は、残高確認する旨をお申し
出ください。

オートチャージを利用する場合は、オートチャージ設定後に、
オートチャージの設定反映が必要です。オートチャージ対
象店舗のレジ、nanacoチャージ機にてオートチャージの
設定反映ができます。店頭でのお受け取りの際には残高
確認する旨をお申し出ください。

nanaco会員メニューの
「クレジットチャージ」を
タップ。

「新規登録(無料)」
をタップ。※2

確認画面で入力内容を
ご確認のうえ、「変更す
る」をタップ。 チャージ金額を入力。

ご案内の下の「次へ」を
タップ。

クレジットカード情報を
入力し、「同意のうえ次
に進む」をタップ。

認証画面で必要事項を
入力。左のクレジットイ
ンターネットサービスで
設定したパスワードを
使います。

必要事項とパスワードを
入力してから「入力内容
確認へ進む」をタップ。

認証画面で必要事項を
入力。

確認画面で入力内容をご確認のうえ､
「申込み」をタップ。

オートチャージ
設定完了後。※4

チャージ金額の
お申込完了。

設定は完了。※4
表示された内容を確認し、
「上記の内容で登録する」
をタップ。

設定完了。
IDとパスワードは今後
「クレジットインターネッ
トサービス」を利用する
際に必要となりますの
で、忘れないようにご注
意ください。

クレジットカードからチャージ(入金）

nanacoクレジットチャージにはセブンカードサイトからクレジットインターネットサービス（本人認証サービス）の登録が必要です。まだの方は下のフローをご参照ください。

クレジットチャージ《そのつどチャージ》申込み（実行））

「nanaco会員メニュー」でセブンカード･プラスまたはセブンカードの登録を行ってからクレジットチャージの
設定登録をお願いします。設定登録まではオートチャージとクレジットチャージは同じ画面です。　

チャージ金額を受け取るオートチャージ(自動入金)の設定反映をする

※3：オートチャージの条件や金額は後から変更可能です。
※4：オートチャージを設定の場合、設定完了後、設定完了メールをお送りします。メールに設定反映可能時間が記載されておりますのでご確認ください。クレジットカードの情報事前登録完了後、24時間経過してから設定反映が可能となります。

※1：お持ちのセブンカード・プラスがJCBの方、Ｖisaの方、それぞれ「クレジットインターネットサービス」から新規登録。※2：画面はJCB会員様の場合のイメージです。Visa会員様の場合も同様の画面イメージとなります。

※nanacoモバイルアプリからお申込みの場合、お申込完了と同時に
チャージが完了します。

残高確認を
お願い
します

これでよし！

はい！

オートチャージ《自動的にチャージ》設定

54
※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3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。

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

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

通常200円（税込）→2ポイントのところ
200円（税込）→6ポイントになります。

各店の情報はこちらから http://www.ario.jp http://www.grand-tree.jp http://www.prime-tree.jp
※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。

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％OFFになります。
※一部対象外の商品もあります。
※ネット通販、ネットスーパーでは実施しません。
※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。

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

詳しくは こちらを
クリック

https://www.7card.co.jp/yutai/iy/index02.html


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

お電話で確認・変更

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

または

のみ

24時間／年中無休・自動音声 ※確認の場合は後日、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。

※変更の場合、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。

セブン銀行ATMで

0120-977-932 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

暗証番号の確認方法 暗証番号の変更方法

〒102-8437 東京都千代田区二番町4番地5
※掲載内容は2021年3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5月版 T0329063

※「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）】

<P3: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。※参加登録が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】
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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

	scn2021_5_01web
	scn2021_5_02-03web
	scn2021_5_04-05web
	scn2021_5_08web



