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年会費

なお、同封の「カード送付明細」には、年会費が無料となる会員様についても、一律有料表記と
なっておりますので、ご了承ください。

入会初年度：無料
次年度以降：本人会員1,100円（税込）　家族会員330円（税込）

※次年度以降はご利用により年会費が無料になります。
　年会費無料条件：前年にカードショッピング（ETC 含む）またはカードキャッシングを1回以上
　ご利用で次年度年会費無料（次年度以降も同様）
※年会費徴求月の前月末日より起算して1年間のカードショッピング・カードキャッシング利用が
　対象となります。
※カード利用店舗から当社へのカードご利用データ到着が遅れた場合、対象に含まれないことが
　ございます。あらかじめご了承ください。
※年会費等は対象外となります。

※記載のサービス内容は2022年 2月現在のものです。予告なく変更となる場合がございます。

ご利用の前に

ショッピング

Webサービス

おすすめサービス

ポイントサービス 9

安心のサービス

各種お問い合わせ先
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毎日のお買い物でわくわくポイント３倍

首都高ETCカードならおトク
もっとおトクに！

ご利用の前にご確認ください

プレミアムクラブオフ

年会費

ご利用代金お支払いのスケジュール

こんなときには届け出が必要です

ご利用可能枠

〈ショッピング1回払いの場合〉

ご指定のお支払い口座から引き落とし

お支払い日は毎月27日 金融機関休業日の場合は翌営業日

※お支払い方法および事務上の都合により翌々月以降の支払いとなる場合があります。
※口座およびご請求額などを「カードご利用代金明細書」でご確認のうえ、余裕をもって前日までに口座にご用
意ください。

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。

お手持ちのカード ICカード：新たにカードを再発行いたします

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。

暗証番号変更後のカードの取扱いについて

・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
損などがあった場合は、アンサーセンター（12ページに記載）にご連絡ください。

イオン・ダイエーでのカードショッピングご利用で、
いつでも「わくわくポイント」が３倍！
（カードショッピングご利用金額 200 円（税込）ごとに３ポイント）

※対象店舗でのApple�Pay、iD、QUICPay™（クイックペイ）のご利用分は本サービスでのポイント特別加算の対象
外です。※専門店等、一部対象外店舗がございます。※カード券面に �マークがあるカードで、上記対象店舗で
のカードショッピングご利用分が対象です。（ �マークはカード裏面にある場合がございます。）※本サービス
は、予告なく変更・終了となる場合がございます。

首都高（株）の実施する割引と合わせてご請求時に、さらにおトクになります。
首都高（株）の実施する割引については、首都高（株）ホームページ等をご確認ください。
※1　5%キャッシュバックはご利用金額から相殺されます。
※お客様の都合による無線走行以外のご利用は、対象となりません。

「カード送付明細」や毎月の「カードご利用代金明細書」に表示しておりますので、
ご確認ください。

カードの年会費は同封の「カード送付明細」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。

毎週日曜日は、
首都高 ETCカード（首都高速道路）
のご利用で

ご利用の前に おトクな特典

セディナ 太郎

ICチップ
IC 端末設置のお店では、カードを端末に
入れ、ご利用金額を確認後、暗証番号を
入力すれば完了となります。
※ICチップが搭載されていないカードもあります。

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。

®

イオン、ダイエー、グルメシティ、フーディアム、マックスバリュ等対象店舗

★タイムズパーキング（時間貸駐車場）

★タイムズカーレンタル

首都高カードでタイムズの料金をお支払いいただくと、
タイムズポイントがたまります！
100円のご利用につき1ポイントを付与
※ポイントの進呈には首都高カードとタイムズクラブカード両方の挿
入が必要です。下記タイムズクラブWEBサイトをご確認ください。
https://www.timesclub.jp/

首都高カードでタイムズカーをレンタルすると
おトクにご利用いただけます！

【会員特典】
レンタカー料金 15%OFF
下記専用URLよりお申込みください。

https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=LNGF44fL&ai=a5df18dd4482dd

レジャー施設
・日帰り温泉
・遊園地

国内・
海外宿泊

【ご利用方法について】
セディナビよりご利用いただけます。
セディナビにログインし、おトク情報の「プレミアムクラブオフ」をクリックしてください。
※プレミアムクラブオフのご利用には、セディナビのご登録が必要です。
※初回サービスご利用時のみプレミアムクラブオフへの会員登録が必要となります。
※このサービス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。

※写真はイメージです。

「プレミアムクラブオフ」は、スポーツ、レジャー、リラクゼーショ
ン、ショッピング、国内宿泊、海外宿泊、ライフサポートサービス
を特別価格でご利用いただける会員様限定のサービスです。

詳しくは
こちらから
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お支払い方法ショッピングでご利用いただける加盟店

あと決めプラン

ALLリボ楽だ宣言

リボ楽だ・分割楽だ

※一部カードでご利用いただけない商品や施設がございますので、ご利用時にご確認ください。

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。

「カードの利用代金」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」をそれぞれ指します。

1回払い 手数料不要 翌月の27日に全額お支払い。

2回払い 手数料不要 ご利用の翌月と翌々月の2回（支払期間 2ヵ月）に分けて
お支払い。

ボーナス
一括払い 手数料不要 まとめて1万円（税込）以上のお買い物を、夏または冬の

ボーナス月に全額お支払い。（支払期間1ヵ月〜11ヵ月）

ボーナス
2回払い

実質年率
2.31％〜
12.08％

まとめて5万円（税込）以上のお買い物を、夏・冬（冬・夏）
のボーナス月2回に分けてお支払い。（支払期間 5ヵ月〜
19ヵ月）
※利用代金100 円当たりの手数料の額 3.0 円

リボ払い 実質年率
15.0％

ご利用金額・回数にかかわらず、毎月一定額（お支払いコー
ス例 /5,000 円、10,000 円、15,000 円、20,000 円）に手
数料を加算してお支払い。
※お支払いコースの変更や翌月増額払いは、お支払い月の 5日までにア
ンサーセンターへお申し込みください。（24 時間自動音声応答サービス
でも承ります。）

分割払い
実質年率
12.20％〜
14.96％

ご都合にあわせた分割回数（3・5・6・10・12・15・18・
20・24・30・36）でお支払い。（支払期間 3ヵ月〜36ヵ月）
※ 24〜 36 回払いは、カードでの利用代金が 20 万円（税込）以上が対象
となります。
※一部のお店では指定出来ない回数もございますので、予めご了承くだ
さい。
※利用代金 100円当たりの手数料の額 2.04 円〜 24.48 円

当社加盟店と国内・海外のVisa・MastercardⓇ・JCB加盟店でご利用いただけます。

あと決めプランとは毎月のお支払い設定額を自由に決められるサービスです。
（5,000 円以上、1,000 円単位）
※登録月の翌月請求分から「1回払い」と「リボ払い」が「あと決めプラン」の対象となります。
※お支払い設定額を超えた分は、翌月以降に繰り越されます。繰り越し分には実質年率
15.0％の手数料がかかります。

※お支払い設定額の変更は、お支払い月の19日（※金融機関休業日により前後します）
まで変更できます。またお支払い口座により16日までとなる場合がございます。

※「あと決めプラン」を登録いただいた場合、「1回払い」であっても、「カードご利用代
金明細書」の表示は「リボルビング払い」となります。

※お支払い方法は、ご利用店により異なりますので、ご利用時に各窓口でご確認ください。

お申し込み（登録）いただいた翌日の「1回払い」ご利用分より
ご請求時に自動的に「リボ払い」になるサービスです。
※登録翌日のご利用分から本サービスが適用されます。（登録解除の場合も同様）
※年会費・キャッシングご利用分などは本サービスの対象外となります。

「1回払い」ご利用分をあとから「リボ払い」または「分割払い」に変更できる
サービスです。
※お支払い方法の変更は、お支払い月の19日（※金融機関休業日により
前後します）まで変更できます。またお支払い口座により16日までと
なる場合がございます。

ショッピングお支払い方法の詳細については当社ホームページをご確認ください。

お問い合わせ・お申込方法です。お問い合わせ先は12ページをご覧ください。

ショッピング

ご都合にあわせてお選びいただけます。

国内当社加盟店 国内提携会社加盟店 海外加盟店

Visa  

MastercardⓇ

JCB

Visa のタッチ決済

　　左記マークのついているＶｉｓａカードをお持ちの方は対応している店舗で

Ｖｉｓａのタッチ決済がご利用いただけます。

マークのご案内 24 時間自動音声
応答サービス TEL インターネット スマホ 資料のご請求

海外でのご利用について

各種料金のお支払い

海外旅行時のご利用可能枠の「増額」
ご出発前にお電話1本で、ご利用可能枠を増額します。ご出発日の3日前まで
にアンサーセンターへお電話でお申し出ください。
※ご希望に沿えない場合もありますので予めご了承ください。
※帰国後は、元のご利用可能枠に戻りますのでご注意ください。
※システムの都合上、増額日がご出発日の翌日となる場合がございますので予めご了承ください。

海外利用分リボ変更予約
海外でのショッピングご利用分がすべてリボ払いになります。
ご出発日を除く3日前までにお申し込みください。
※海外でのキャッシングご利用分も対象となります。
※海外ショッピングリボ払いの利用は、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、「カード送付明細」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。

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。

〈モバイル〉 〈電気〉 〈ガス〉 〈水道〉 〈新聞購読料〉 〈放送〉

公共料金をはじめ、携帯電話、新聞などの毎月の料金をカードでお支払いいただ
けます。
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お支払い日は毎月27日　�金融機関休業日の場合は翌営業日

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。 お支払い

全国のATM・CDで

お支払い方法

キャッシング明細WEBサービス

ご利用可能枠の設定・増額

インターネットキャッシング

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（振込手数料無料）。

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。

「貸付条件」についてはホームページからご確認ください。
※ホームページサイト内検索に「貸付条件OM」と入力してご確認ください。

※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。

※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。

※審査の結果、ご希望の意に沿えない場合もございます。
※審査にあたり、「収入額を確認できる書類」の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

キャッシングご利用明細を、郵送に代わって会員専用Webサービス「セディナビ」
でご確認できるサービスです。

「お電話」または「インターネット」でお申し込みできます。
ご希望のご利用可能枠が 50万円を超える場合は、お電話のみでの承りとなります。

キャッシングの詳細については
当社ホームページをご確認ください　　

キャッシング

��� �� �キャッシング・ローン� �インターネットキャッシング

〈キャッシング1回払いの場合〉

ご利用金額＋お利息をご指定のお支払い口座から引き落とし

インターネット� ���　　　　　　　�� �� �ご利用限度額変更

お電話� �アンサーセンターへお問い合わせください。

�� � �キャッシング・ローン�� �
カードキャッシングご利用内容の�
お知らせ「WEBサービス」

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。
など

など

こちらのマークがご利用の目印です。

コンビニにある提携ATMで

提携銀行で

お問い合わせ・お申込方法です。お問い合わせ先は12ページをご覧ください。マークのご案内 24 時間自動音声
応答サービス TEL インターネット スマホ 資料のご請求
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わくわくポイントサービスとはカードの利用明細をいつでも確認できる！

交換アイテム

使ってトクトク！

お申込方法　交換はインターネット・お電話で簡単！

カードショッピング月間ご利用金額 200 円（税込）ごとに１ポイントプレゼント！
貯まったポイントは各種アイテムと交換できます！
ポイントの有効期間は２年間です。
※年会費、キャッシング、ローン、利息、手数料および Edyチャージのご利用にはポイントは付きません。
※1,000ポイントより交換できます。

カードを使ってもっとポイントを貯めましょう！

年間ご請求金額によって、翌年のポイントが��▶��最大1.3 倍！

インターネット��https://www.cedyna.co.jp				 ���
※はじめてご利用になる場合は、ID・パスワードをご登録ください。（登録無料）

ゴロクサンハチ ロクサンサンキュウ

24 時間自動音声応答サービス��03-5638-3555	/	06-6339-9292
●商品券への交換

●わくわくポイントの詳細「ポイント交換のご案内」のご請求　
03-5638-3222	/	06-6339-9900

※毎年1月〜12 月のご請求金額合計を年間ご請求金額とします。年間ご請求金額に応じて、翌年は上表に記載
の倍率でポイントが獲得できます。

※トクトク！ステージのポイント倍率は、通常のカードショッピングご利用分のみを加算対象といたします。
� （各種キャンペーン等で獲得された特別加算分には適用されません。）
※年会費、キャッシング、ローン、利息、手数料および Edy チャージご利用分はご請求金額合計の対象外とさせ
ていただきます。

Webサービス ポイントサービス

年間ご請求金額 ステージ名 翌年ポイント倍率
200万円以上 使ってトクトク！1.3 1.3倍
100万円以上 200万円未満 使ってトクトク！1.15 1.15倍
50万円以上 100万円未満 使ってトクトク！1.1 1.1倍
50万円未満 使ってトクトク！1.0 1.0倍

ゴロクサンハチ ロクサンサンキュウ

●グッズ

●商品券 ●ポイント／マイル

●キャッシュバックサービス

※写真は賞品例です。実際の賞品と異なる場合がございます。
※グッズへの交換はセディナビにて承ります。

・nanacoカード ・図書カードNEXT
・VJAギフトカード   ・ジェフグルメカード など 

・nanacoポイント ・JALのマイル
・ドトールポイント ・dポイント など

・（公財）日本ユニセフ協会

・日本赤十字社 など　 

※商品券への交換は、交換ごとに別途交換手数料500ポイントを頂戴します。
※nanacoカードは5,000ポイントでの交換となります。
※ポイント交換時に会員資格をお持ちでない方は、賞品等への交換には応じかねます。
　なお、退会後カードご利用代金明細書にポイント残高が記載される場合がございますが、交換はできません。
※交換賞品・サービスは予告なく変更する場合がございます。

ポイントを金額換算し、カードご利用代金
お支払い口座にキャッシュバックいたします。
※キャッシュバックサービスへの交換はセディナビからのみとなります。

●寄付

5

資料請求コード

ポイント交換のご案内   1349

nanacoカード
図書カードNEXT02

VJAギフトカード
JCBギフトカード4
その他の商品券03

ダイエーグループ商品券3
ジェフグルメカード22

お問い合わせ・お申込方法です。お問い合わせ先は12ページをご覧ください。マークのご案内 24 時間自動音声
応答サービス TEL インターネット スマホ 資料のご請求

ネットショッピングでおトクにポイントが貯まる！

詳しくは

セディナアプリ

～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。　　　　　　　　

▶すでにカードをお持ちの方

●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。

ポイント照会・交換

キャンペーン応募

ご利用代金明細照会
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
お届けいただいている情報の変更ができます。

主なサービスメニュー

（登録無料）

がカンタン・便利にご利用いただける

会員専用Webサービス 登録無料

〈対象は約400ショップ〉

セディナポイントUPモールを経由すると

わくわくポイントが　最大20倍！

記載のサービスは2020年7月現在のものです。予告なく変更・終了する場合がございます。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびＡｍａｚｏｎ．ｃｏ．ｊｐロゴは、Amazon.com, Inc.
またはその関連会社の商標です。

セディナアプリからもご利用いただけます。

セディナポイントUPモール
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付帯カードサービス

24時間カード不正検知サービス

ショッピング保険（動産総合保険）

カード紛失・盗難保険

海外旅行傷害保険 

ネットセキュリティサービス

国内旅行傷害保険

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。

クレジットカードでお支払いいただいた商品＜1品1万円（税込）〜50万円（税込）＞なら、
破損・盗難・火災等による損害を国内外を問わず購入日から180日間、1商品につき
クレジットカードで購入された金額を限度に補償。
※1事故につき3,000 円の自己負担となります。
※自転車・メガネ・美術品など補償対象とならない商品もございます。

※日本出国後、3ヵ月まで有効。

※�補償の対象となる事故および期間はカードでお支払いいただく旅行代金の種類により異なります。

●被保険者　対象カードの本人会員および家族会員

上記内容は、カード付帯保険の概要であり、実際の保険金お支払いの可否等は
普通保険約款および特約等に基づきます。保険の詳細については「保険サービス
のご案内」をご請求のうえご確認ください。

※�保険金請求は事故日より30日以内にご連絡ください。

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。

万一、海外で病気やケガになっても安心。旅行費用等をクレジットカードでお支払い
いただくことにより、海外旅行傷害保険が付帯されます。

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。

特定の旅行代金（宿泊を伴う募集型企画旅行、航空券、乗車券、宿泊等の代金）を
クレジットカードでお支払いいただくことにより、国内旅行傷害保険が付帯されます。

おすすめサービス 安心のサービス

■家族カード
①わくわくポイントが一緒に貯まり、ステージアップの近道に！
②サービス& 付帯保険も本人会員様同様！
※家族カードの発行は、満18 歳以上（高校生除く）の同姓・同居のご家族となります。

■首都高 ETCカード
首都高 ETCカード　新規発行手数料　1,100 円（税込）

※クレジットカードおよび ETCカードのご利用のない場合でも、ETCカード新規発行手数料はお支払いいただきます。

■後払い型電子マネー

年会費無料

セキュリティサービス

保険サービス

【事故発生時連絡先および保険金請求先】

傷害による死亡、後遺障害（最高） 2,000 万円 携行品損害（免責3,000 円） 20万円
傷害、疾病による治療費用、救援者費用 200万円 賠償責任 2,000 万円

傷害による死亡、後遺障害（最高） 1,000 万円
入院 1日につき3,000 円（フランチャイズ条件あり）
通院 1日につき2,000 円（フランチャイズ条件あり）

セディナ保険デスク（三井住友海上）
ショッピング保険、海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険 0120-240-057 9：00〜17：00

（年中無休）

チケットセディナ　

セディナ海外デスク

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。

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。
※海外デスクの対応は、日本で受付を承っております。
※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 / 近畿日本ツーリストグループ）が提供するサービスです。

挙式代金、セレモニー代金、旅行代金、医療代金などさまざまなシーンでご利用いただけます。
※最短で午前中のお申し込みは午後、午後のお申し込みは翌日の午前中に結果をご連絡いたします。
　（ご希望の方のみ、年末年始を除く）
※あと決めプラン・ALLリボ楽だ宣言をご利用中の場合につきましては、本サービスの対象外です。
※ご希望によっては、見積書等のご提出をお願いする場合がございます。
※本サービスは審査の結果、ご希望に沿えない場合がございます。
※一部対象外のカードがございます。

購入目的が決まっている高額商品を、ご利用限度額の一時増額で購入いただけます。

ショッピングご利用額一時増額サービス（1 回払い限定）

へログイン

お 申 込 方 法
お客様情報

ショッピングご利用額一時増額

※1　一部の機器ではご利用いただけない場合がございます。
　　  iD（モバイル）は NTT ドコモなどの対応機種でご利用いただけます。
※2　Apple Pay は、iPhone 7 以降と Apple Watch Series 2 以降の端末に設定できます。
※Apple Pay 以外のセディナ iD、セディナ QUICPay はセディナビよりお申し込みいただけます。
※一部のクレジットカードで独自のポイントサービスなどを提供している場合や、一部の加盟店で
　ご利用いただいた場合、ポイントやサービスが受けられない場合がございます。
※Apple、Apple のロゴ、Apple Pay、Apple Watch、iPhone は Apple Inc. の商標です。
※iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
※「おサイフケータイ」および「iD」ロゴは株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

ご利用シーンに合わせて選べる豊富なラインナップ
お店の読み取り機にタッチするだけでお支払いができる、
サインや事前のチャージ（入金）がいらない後払い型の電子マネーです。

年会費・
発行手数料無料

タイプ カード
タイプ おサイフケータイⓇ

対応機器

iPhone
(Apple Pay)

ご登録後、すぐにご利用いただけます。

※1

モバイルタイプ

種類

セディナ iD

セディナ
クイックペイ
QUICPay™

○

○

○

○

※2○

×

キューペイ

お問い合わせ・お申込方法です。お問い合わせ先は12ページをご覧ください。マークのご案内 24 時間自動音声
応答サービス TEL インターネット スマホ 資料のご請求
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いつでもどこでもご利用できる会員専用 Webサービス

24 時間自動音声応答サービス

各種サービス

各種お問い合わせ・資料請求など 24 時間いつでもお応えいたします。
ご利用の際にはカード（会員番号）と暗証番号をご用意ください。

ご利用金額について 10

「お支払い方法変更」について 30

変更届や資料をご希望の場合 50

海外ご利用分
「リボ払い」変更予約 20

ETC カード
の申し込み 70

ご利用可能額 1 　ご利用残高 2 　今月のご請求金額 3

資料請求コード

リボ一部増額 1 　リボコース変更 2 　ALLリボ楽だ宣言 3 　
リボ楽だ申し込み 4 　リボ楽だ詳細 5　
あと決めプラン申し込み・設定額変更 6 　あと決めプラン詳細 7

ご住所等の変更届 1001 「あと決めプラン」リーフレット 1244
お支払い口座の変更届 1002 ポイント交換のご案内 1349
保険サービスのご案内 1005

※電話番号はお間違えのないように、ご確認のうえおかけください。

※電話番号はお間違えのないように、ご確認のうえおかけください。

A06312 O106-740 JP カ一:2022.02 （改22.02） 〈消費2〉

各種お問い合わせ先

サービス名 電話番号 承り時間
カードに関するお問い合わせ
アンサーセンター 03-5638-3211    06-6339-4074

9：30～17：00 （1月1日休）ご住所・勤務先の変更
アンサーセンター 03-5638-3411    06-6339-4071
ポイントについて
アンサーセンター 03-5638-3221    06-6339-9933
カード紛失・盗難
ネットセキュリティサービス
アンサーセンター

03-5638-3511    06-6339-4082 24時間 （年中無休）

ALL リボ楽だ宣言 03-5638-5400    06-6339-4103 24時間自動音声応答サービス

あと決めプラン
リボ楽だ・分割楽だ 0120-440-620 9：30～17：00 （1月1日休）

セディナチケットセンター 0120-011-007 10：00～17：00 （年末年始を除く）

ゴロクサンハチ ロクサンサンキュウ
03-5638-3222   または   06-6339-9900

主なサービスメニューはこちら

〈ログイン・ご登録はこちら〉

●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。

登録無料

セディナ

▶すでにカードをお持ちの方

ご利用代金
明細照会

ポイント
照会・交換

お支払いの
変更

キャンペーン
応募

お客様情報
変更
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