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山陽百貨店「夢見ちゃんカード」ポイントサービス規定

第1条（規定の目的等）
1. 本規定は、SMBCファイナンスサービス株式会社（以下「会社」という）が発行する山
陽百貨店「夢見ちゃん」カード（以下「カード」という）を保有する会員（以下「会員」と
いう）に対して提供するカードのご利用特典（以下「特典」という）の内容、及びその特
典を受けるための条件を定めたものです。

2. 会社は、その都度、事前及び事後に会員に文書にて通知して、この規定を変更でき、
会員は予めその旨を承認します。

第2条（特典の内容等）
1. 特典とは、会員が、カードを利用して山陽百貨店及びSMBCファイナンスサービス株式
会社加盟店で商品及び役務（以下「商品等」という）を購入した場合、そのご請求時
に確定したポイントに応じて商品券等と交換できる制度です。
2. 会社の行う「ワンダフルプレゼント21」のサービスは、このカードには付与されません。
第3条（ポイントの付与）
1. 会員の各月のカードご利用代金明細書に記載される新規ご利用分のうち、キャッシン
グご利用分、その他会社ならびに山陽百貨店所定のものを除外した合計金額（以下
「新規利用額」という）に対し付与するポイントを、新規利用ポイントとします。但し、会社
がポイント付与について不適当と認めたご利用についてはこの限りではありません。
2. 本条第1項の「新規利用ポイント」の合計を各月の獲得ポイントとします。
3. ポイントは、その対象となるカードのご利用日に拘らず、各月のご請求時に付与されます。
4. ポイントは、入会月より1年間有効とし、有効期限を経過したものは自動的に失効します。
5. 会社は、会員がカード会員規約及び本規定を遵守していないと認めた場合、当該会
員へのポイントの付与を拒否することができます。
6. 家族会員のカードご利用金額に基づくポイントは、当該家族会員の属する本人会員
のポイントと合算してその本人会員に付与されます。

第4条（ポイントの取消）
　商品などの購入取消などにより、会員のご利用代金の全部または一部が取り消された
場合、当該取消額に応じたポイントは会社所定の方法により取消されます。

第5条（ポイントの計算）
1. 会員の新規利用ポイントは、新規利用額に対して、次の通り算出され、その会員に付
与されます。

　①山陽百貨店でのご利用の場合、普通商品は100円（税抜）に付き5ポイント　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　奉仕品等は100円（税抜）に付き1ポイント
　②SMBCファイナンスサービス株式会社加盟店でのご利用の場合、利用金額100円
（税込）に付き1ポイント
　但し、ポイントは小数点以下切り上げとします。

第6条（特典の実施）
1. 前条で算出されたポイントの合計を各月の会員の獲得ポイントとして累積します。
2. 会員は、有効期間満了後に累積ポイントに応じて1000ポイント単位の算出で山陽百
貨店商品券と交換できます。尚、1000ポイント未満の端数については失効します。
3. 山陽百貨店商品券引換券の有効期限は、発行年月から2ヶ月とします。
4. ポイント及び引換券の再発行はしません。
5. ポイントは、そのポイントを獲得した本人会員からの申し出に限り交換いただけます。尚、
会員からの交換の申し出は会社所定の方法により行います。

第7条（複数カードの取扱い）
　会員がカードを複数枚所持している場合には、本規定に基づきカードごとにポイントを計
算しますので、これらを合算することはできません。

第8条（権利の消失及び留保）
　理由の如何を問わず、会員がカード会員資格を喪失した場合は、本規定における全て
の権利･義務は自動的に消失します。尚、会員規約に違反した場合は、会社は会員の
申出を留保することができます。
第9条（権利の譲渡）
　理由の如何を問わず、特典における権利･義務を他人に貸与･譲渡･担保提供したり、
相続させることはできません。

第10条（特典に関する疑義など）
　ポイントの付与・ポイントの有効性・還元金額など会員の特典に関する疑義は、会社の決
するところによります。
第11条（終了･中止･変更など）
1. 会社は、事前に通知のうえ、いつでも特典を終了もしくは中止、または内容変更するこ
とができ、会員は予めその旨承認するものとします。
2. 特典の内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
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お買い物100円（税抜）ごとにポイントをプレゼント。
1,000ポイント単位で山陽百貨店商品券と交換い
たします。
普通品のお買い物の場合は、商品代金の5％を
ポイントとしてプレゼントいたします。

奉仕品や食料品のお買い物にもポイントをプレゼ
ント。
商品代金の1％をポイントとしてプレゼントいたします。

山陽百貨店以外のカード加盟店でのお買い物
にも、ご利用代金の1％をプレゼントいたします。

いざという時や困った時に頼りになるのがキャッ
シングサービスです。
店内に設置してあるCD機コーナーや全国のゆう
ちょ銀行・銀行のATM・CD機や信販系・流通系・
コンビニに設置のCD機でカンタンにご利用いた
だけます。お忙しい方にはテレホンキャッシング・
ネットキャッシングが便利です。

年会費が無料ですので、お客様のご負担があり
ません。

Visa・Mastercard®・JCBの、それぞれの国内・
海外の加盟店でご利用いただけます。

本人会員様のご家族ならば家族会員としてのカ
ード発行をいたします。
もちろん家族カードも年会費無料です。

カードを紛失したり、盗難に遭った場合はカード
会員保障制度があるから大丈夫!保険料なども
不要で安心です。

●税金・送料・箱代・修理代及び山陽百貨店が指定するポイ
ント除外品等についてはポイント付与されません。
●キャッシングサービスの利用
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夢見ちゃんカードについてのお問合せは下記で承ります。

登録番号　東海財務局長（8）第00011号

一括払い　手数料はいただきません。
２回払い　手数料はいただきません。（支払期間2ヵ月）

ボーナス一括払い
　手数料はいただきません。ボーナス時に一括でお支払いいただく方法です。
 （支払期間2ヵ月～8ヵ月）

ボーナス2回払い
　年2回のボーナス時に、利用代金の1/2ずつをお支払いいただく方法です。
　手数料は2回目のお支払い時に利用代金100円当たり3.0円（実質年率3.43％～ 
　8.00％）をいただきます。（支払期間7ヵ月～13ヵ月）

回数指定分割払い
　ご希望の分割回数をご指定ください。分割回数に応じ手数料が必要です。

（お支払例）利用代金100,000円　10回払い（頭金なし）の場合
　　　　　　　手数料　　100,000円×（6.8円/100円）＝6,800円
　　　　　　　支払総額　100,000円＋6,800円＝106,800円
　なお、分割支払額の算出方法は分割支払額単位を100円とし、支払回数2回以降
の下2桁の端数は初回に加算します。ただし、SMBCファイナンスサービスが認
めた場合は分割支払額単位を1円とします。

リボルビング払い（元金定額式）
　ご入会の際、リボルビングお支払いコースをお選びください。
　コースにより、利用可能枠が決まります。利用可能枠の範囲内でくり返しご利用
いただけます。手数料はご利用残高に実質年率15.00％を乗じた額とします。

　利用残高100,000円、お支払いコース10,000円（他に一括払い、2回払い、
回数指定分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払いの利用がない場合）

　利用残高　　100,000円
　手数料　　　100,000円×15.00％/12カ月＝1,250円
　弁済金　　　10,000円＋1,250円＝11,250円

2007年7月10日以前ご利用分の手数料は、実質年率10.68％を乗じた額となり
ます。

ご利用代金は毎月10日に締切り、当月末日頃に「カードご利用金明細書」をお送
りいたします。その翌月6日にご指定の口座から口座振替でお支払いいただきます。

6

リボ・分割・2回・ボーナス・2ヵ月を超える一括払いの利用は割賦販売法の定める利用可能枠の範囲内と
なります。上記利用可能枠は、カード台紙の「翌月1回払い以外の総ショッピング利用可能枠」欄に表示
されます。

「利用代金」は、包括信用購入あっせんにおける「現金価格」、「手数料」は「包括信用購入あっせんの手数料」を
いいます。詳しくは会員規約等をご覧ください。

（079）223-1231

〒670-0912
姫路市南町1番地

株式会社 山陽百貨店

シーズン
夏 の ボ ー ナ ス 時
冬 の ボ ー ナ ス 時

お取扱い期間
12月 1 日～ 6 月30日
 7 月 1 日～11月30日

お支払い日
 8 月 6 日と翌年 1 月 6 日
翌年 1 月 6 日と翌年 8 月 6 日

シーズン
夏のボーナス一括払い
冬のボーナス一括払い

お取扱い期間
12月 1 日～ 6 月30日
 7 月 1 日～11月30日

お支払い日
 8 月 6 日

翌年 1 月 6 日

支払回数・期間（回・ヵ月）
実 　 質 　 年 　 率 （ ％ ）
利用代金100円当たりの
手 数 料 の 額 （円）

3
12.20

2.04

6
13.86

4.08

10
14.57

6.80

15
14.87

10.20

20
14.95

13.60

お　支　払　い　コ　ー　ス 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円 30,000円

お支払方法のご案内
■「夢見ちゃんカード」加盟店でのご利用の場合

割 AＡ06353 Ｏ106-460 JP 大カ：2021.05（改20.07）〈消費2〉　　657Q1097

お支払いは口座振替

カードは、ご予算に合わせて計画的にご利用ください

電話番号はお間違いのないようおかけください。
営業時間　9：30～17：00（1月1日休）
アンサーセンター
お問い合わせは

携帯電話からのご利用は 052（300）1515
0120-086-315

商品券引換業務に関しては、引続き山陽百貨店お客様サロンにて実施させていただきますが、他業務に関
するご質問は、下記アンサーセンターへお問い合わせください。


