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ご利用の前にご確認ください

セキュリティサービス

ご利用可能枠

年会費

こんなときには届け出が必要です

署名欄にサインがないカードの、紛失・盗難などによる不正使
用の損害は、お客様の負担となる場合がありますのでご注意
ください。

カード会員規約をご確認のうえカードをご利用ください。

●カードには必ずサインを！

●暗証番号はあなたを証明する大切な番号です。
万一第三者にカードを不正使用された場合、暗証番号を利用した取
引については会員様の負担になりますので、暗証番号の管理に十分
ご注意ください。
・	インターネットショッピングでクレジットカードをご利用になる際には、不正利用の防
止のためにセキュリティコードやあらかじめ当社へ登録したパスワード等をご入力いただ
くことがございます。

・	対面販売の ICチップの読み取りに対応したお店で、ICチップを搭載したクレジットカード
をご利用になる際は、「暗証番号」の入力が必要になります。

暗証番号の確認方法
●一週間でご自宅に書面（郵送）にてお知らせいたします。
暗証番号専用フリーダイヤル		 0120-011-115（365日・24 時間）

・住所・勤務先の変更		・お支払い口座の変更		・氏名の変更		・カードの紛失・
破損があった場合は、アンサーセンター（3ページに記載）にご連絡ください。

カード送付時に同封の「カード発行のご案内」に表示しておりますので、
ご確認ください。

カードの年会費はカード送付時に同封の「カード発行のご案内」に表示して
おりますので、ご確認ください。
なお、年会費のみのご請求書の場合、「カードご利用代金明細書」の発行を
しておりません。

ご利用の前に

XX/
TARO TANAKA

田 中  太 郎

カード番号
お問い合わせの際にはこの番号を
ご連絡ください。

お名前
お名前を
お確かめください。

有効期限
西暦で表示されています。
04/XXの場合、このカードの
有効期限は「20XX年 4月末日」
までとなります。

ご署名欄
署名欄に、必ずご本人様
がサインをしてください。
漢字、ローマ字どちらで
も結構です。

セキュリティコード
パネル上に印字された数字の「末尾3桁」
をいいます。インターネットをご利用の際
に必要な場合があります。

アンサーセンター　受付時間  9：30 〜 17：00（1月1日  休）

03-6722-9009
※カードの紛失・盗難は24時間受付いたします。サービスコード 1をご指定ください。
※電話番号はお間違えのないようおかけください。

不正検知システムを駆使して、不審なカード利用を検知するために、24 時間
年中無休体制で見守っているので安心です。

カードの紛失・盗難にあっても補償は万全です。すぐにアンサーセンター（24
時間・年中無休）と警察署へお届けください。お届けの日から60日前までさ
かのぼって損害を補償します。
※カード裏面にサイン（ご署名）が無い場合など、適用外となる場合がございますのでご注意ください。
※当社が定めるカード会員規約に基づき一部適用されないケースがございます。

インターネットショッピングによる「なりすまし」利用など、心当たりのない
損害を補償します。すぐにアンサーセンター（24 時間・年中無休）へお届け
ください。お届けの日から60日前までさかのぼって損害を補償します。
※当社にて第三者による不正利用が認められた場合にサービスの適用となります。
※ＩＤ・パスワードおよびクレジットカードの管理が十分に行われていたことが条件となります。
※当社が定めるカード会員規約に基づき一部適用されないケースがございます。

■ 24 時間カード不正検知サービス

■カード紛失・盗難保険

■ネットセキュリティサービス
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ショッピング

カードご利用時の
ご指定

請求時のお支払い

パターンⒶ パターンⒷ

1 回払い 1回払い リボ払い

２回払い ２回払い ２回払い

ボーナス一括払い ボーナス一括払い ボーナス一括払い

リボ払い リボ払い リボ払い

分割払い 分割払い リボ払い

初回のお支払い（8月26日） 第2回目のお支払い（9月26日）
締切日の残高 250,000 円（7月31日現在） 242,000 円（8月31日現在）
弁済金 8,000 円	 ※ 1 8,000 円	 ※ 3
手数料 0円	 ※ 2 3,025 円	 ※ 4
元金充当額 8,000 円 4,975 円
弁済後残高 242,000 円 237,025 円

※「請求時のお支払い」が	Ⓐ・Ⓑ	どちらのパターンであるかは、同封の「会員規約」のカードショッピング
の利用額の支払方法をご確認ください。

※家族会員様はご利用いただけません。
※カードご利用代金のお支払い方法が口座振替でない方は、ご利用いただけません。
※一部カードにより、ご利用できない場合があります。

※ 1	 250,000 円×3%=7,500 円、1,000円未満を切り上げて 8,000 円
※ 2	 初回手数料不要。
※ 3	 242,000 円×3%=7,260 円、1,000円未満を切り上げて 8,000 円
※ 4	 手数料計算　242,000円×実質年率 15.00%／12ヵ月 =3,025 円

※	カードのご利用代金は、毎月 1日〜末日までのご利用分を翌月 26 日にお支払い。
※	口座へのご入金は前日までにご準備ください。

※利用残高と手数料の合計額が最低お支払い額 5,000 円に満たないときは、その合計額とします。
※お支払い額 1,000 円単位、1,000 円未満切り上げ。
※月々のお支払い額には、手数料を含みます。
※一部のカードやリボ専用カードでは、支払比率等記載の内容と異なるため、詳しくは同封の「会員規約」
または「会員特約」をご確認ください。

月々のお支払い

定率リボルビング払いのお支払い

■お支払い日
毎月26日　（金融機関休業日の場合は翌営業日となります。）

■手数料
実質年率　15.00%

■月々のお支払い額の算出式
月々のお支払い額	=	前月末ショッピングリボ払いご利用残高	×	3%（支払比率）

■お支払い額の臨時増額
定率リボルビング払いご利用の場合、余裕があるときは、ショッピングでご利
用いただいた「リボ払い」の毎月のお支払い額にその月だけ増額してお支払い
いただけます。

翌月1回払い以外のご利用は、当社が定める「翌月1回払い以外の
総ショッピング利用可能枠」の範囲内となります。

「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」、リボルビング払いの「お支払い
額」は「弁済金」をいいます。上記赤枠内のリボ払いは、定率リボルビング払いが適用されます。

前月19日〜請求当月の10日まで臨時増額受付期間

〔お支払い例〕7月15日にカードショッピングを250,000 円ご利用の場合

■お支払い方法

海外でのご利用について

海外でご利用されたショッピングの日本円への換算については、
当社ホームページをご確認ください。

アンサーセンター　受付時間  9：30 〜 17：00（1月1日  休）

03-6722-9009
※その他お問い合わせ 6をお選びください。オペレーターが対応いたします。
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キャッシング

※ATMが設置されていない店舗もございます。
※店舗によってご利用時間が異なります。
※ATMのお引き出し金額に上限が設定されている場合は、上限の範囲内でのご利用となります。
■ATM手数料のご案内
CD・ATMでキャッシングご利用1回につき、法令の範囲内で当社が別途定めるATM手数料をご負担いた
だきます。毎月の締切日までのATM手数料を翌月のお支払い日に、キャッシングご利用金額とあわせての
お支払いとなります。

三井住友銀行やゆうちょ銀行、コンビニエンスストアなど、日本全国の提携
CD・ATMでキャッシングサービスがご利用いただけます。

■ご利用できる提携CD・ATMのご案内

銀行・コンビニにある提携ATMで

マークのシールがある
CD・ATMでご利用いた
だけます。

マークのシールがあっ
ても、ご利用いただけ
ない場合があります。

毎月26日		預金口座自動振替（金融機関休業日の場合は翌営業日となります）
口座へのご入金は前日までにお願いします。

ご利用の注意

ネットキャッシング

お支払い日

海外のATMで

ご自宅のパソコンや携帯電話・スマートフォンで振込キャッシングのお申し込
みができます。

世界中で現地通貨をお引き出しできます。ほとんどのATMで24時間ご利用OK！
カードに付いているマークがご利用の目印です。
※海外ATMの操作方法や、目印のマークについてなど、詳しくはホームページをご確認ください。

※テレホンキャッシングもございます。詳しくはホームページをご確認ください。

キャッシングの詳細については
ホームページをご確認ください

		 	キャッシング		 	ネットキャッシング 振込手数料無料！

ご利用	ご利用には暗証番号が必要です。	 お忘れの場合はアンサーセンターまでお問い合わせください。

全国のATM・CDで

ファミリーマート、コミュニティ・ストア、ポプラ、生活彩家、デイリーヤマザキ、
ニューデイズなどに設置されている	 	でもご利用いただけます。

など

お支払い

お支払い方法についてはホームページをご確認ください。

お支払い方法

「貸付条件」についてはホームページからご確認ください。
※ホームページのサイト内検索に「貸付条件QC」と入力してご確認ください。
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シーエフクラブオフ 「セディナビ」会員様限定の優待サービスカードの利用明細をいつでも確認できる！

「シーエフクラブオフ」は全国の人気ホテルや
有名旅館、レジャー、スパ、ショッピング、グ
ルメ、エステなど毎日の暮らしやオフタイムを
充実させる多彩なメニューが「セディナビ」会
員様限定の特別価格でご利用いただける優待
サービスです。

●国内の宿泊施設が最大80%OFF!	

●全国約1,000ヵ所の遊園地・テーマパークが最大65%OFF!
●会員と同行される方にも、割引適用！家族旅行にも最適！

※「シーエフクラブオフ」は、株式会社リロクラブが提供するサービスです。
※サービスの内容は予告なく変更となる場合もございますので、予めご了承ください。

Webサービス

詳しくは
ホームページを
ご覧ください　　

会員専用Webサービス 登録無料

セディナアプリ
「セディナビ」がカンタン・便利にご利用いただける

(登録無料)

～カードご利用時、セディナビのパスワードが必要な場合があります～
ネットショッピングでカード払いをご利用いただく際、なりすまし等の不正利用を防止するため、
セディナビパスワードの入力で本人確認をさせていただく場合があります。

●上記サービスメニュー含め、一部のカードではご利用いただけないサービスがございます。

詳しくは

▶すでにカードをお持ちの方

ポイント照会・交換

キャンペーン応募

ご利用明細
ご利用代金明細照会ほか、ご利用残高・可能額の照会ができます。

お支払い変更
お支払方法を「リボ払い」または「分割払い」に変更できます。

お客様情報変更
ご住所の変更ができます。

主なサービスメニュー

宝塚歌劇をはじめ、人気公演のチケットなどをお取扱いしております。先行
販売や割引価格など、会員様にお得な情報をご提供しています。
※このサービスは株式会社チケットCDが提供するサービスです。

詳細はホームページをご確認ください

チケットセディナ

おすすめサービス

チケットセディナ

セディナ海外デスク

セディナ海外デスク
渡航前のお役立ち情報から、現地でのチケットの手配や緊急時の対応まで
電話一本で、日本語で快適な旅行をサポートする「海外デスク」。海外旅行
の強い味方です。
※このサービスは、ツーリスト	インターナショナル	アシスタンス	サービス株式会社（観光庁長官登録旅行業
第1173号 /KNT-CTホールディングスグループ）が提供するサービスです。

	 	優待サービス	 セディナ海外デスク
海外デスクの詳細についてはホームページをご確認ください
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各種お問い合わせ先

インターネット・電話サービスのご案内

〈ログイン・ご登録はこちら〉

パソコンから

スマホから

※家族カードならびに一部のカードではご利用いただけないサービスがございます。

■アクセス方法

東　京　03-3345-8183
名古屋　052-201-9551
大　阪　06-6253-9788
福　岡　092-712-1744

（自動音声応答サービス）

（会員専用Webサービス）

▲

すでにカードをお持ちの方

■カードに関するお問い合わせ先

アンサーセンター　受付時間  9：30 〜 17：00（1月1日  休）

03-6722-9009


