保存版

カードのご利用について

「ショッピングリボ」払い

お支払方法

ご利用可能枠

お引落しについて

カード送付台紙に記載してあるカードのご利用可能枠をお確かめ
ください。
●ご利用可能枠は、
ご家族会員のご利用分も含めたカードご利用代金
合計額の上限です。
その範囲内でカードをご利用ください。
●

※当社発行カード
（一部カード除く）
を複数枚ご利用の場合、個々のカードのご利用可能枠内で、
なおかつす
べてのカードのご利用合計額が、
お持ちのカードの中で
「最も高いご利用可能枠」
を超えない範囲であれば、
どのカードでも自在にショッピングとキャッシングをご利用いただけます。

キャッシングのご利用
全国の銀行・コンビニ・郵便局などのATMで現金を引出せる
サービス。海外では現地通貨が引出せるのでたいへん便利です。
※国内のATMでキャッシングサービスのご利用およびご返済をされる場合、
1万円以下は110円
（税込）
、
1万円
超は220円
（税込）
の手数料がかかります。
※海外でのキャッシングご利用代金は、所定の方法により円換算のうえ、
ご請求させていただきます。
※海外のATM・窓口のご利用には、現地金融機関所定の手数料がかかる場合がございます。

※一部の加盟店および海外でのご利用分は、売上計上の都合によりご請求月が遅くなる場合がございます。
※4日が金融機関休業日の場合は、翌営業日のお引落しとなります。

「りそなNetアンサー」
からご利用いただけます。23：00までにお申
込みいただくと、金融機関翌営業日に、お引落口座へお振込み
いたします。
※キャッシングサービスのご利用には、
暗証番号が必要です。暗証番号がご不明な場合は、
りそなカード《セゾン》
インフォメーションセンターまでお問合せください。

＊

短 期 月々のお支 払 額は、1 万 円からと
コース なります。
ゆとり 月々のお支払額は、ご利用残高に
コース 応じて4千円からとなります。
定 額 月々のお支払額は、お客さまにあら
かじめご指定いただきます。
コース （5千円以上5千円単位）

現在のキャッシングご利用可能枠のご確認方法

カード送付台紙に記載してあるキャッシングご利用可能枠をお確かめく
ださい。
「りそなNetアンサー」
なら24時間いつでもご確認いただけます。

ショッピング キャッシング

標 準 月々のお支払額は、ご利用残高に
応じてショッピングは 3 千 円 から
コース キャッシングは4千円からとなります。

キャッシングご利用可能枠をご確認ください

◎リボをご利用になると
「リボ手数料」
がかかります。
＊キャッシングのリボお支払いコース「標準コース」は、新規お取扱いを終了いたしました。なお、すでに
「標準コース」
を選択しているカードは引き続き
「標準コース」
でご利用いただけます。
※ショッピングご利用可能枠の一時利用増枠をご利用中は、
「 1回」払い以外のカードのご利用および「リボ
変更」、
「リボ宣言」
がご利用いただけません。
あらかじめご了承ください。

キャッシングご利用可能枠の設定お申込方法
「りそなＮｅ
ｔアンサー」に
ログイン
「りそなカード《セゾン》
ご利用可能枠増枠申込書」
を請求

各種お申込み

資料請求

必要事項をご記入のうえ、
ご返送ください。

※ご利用には審査がございます。
※ご希望にそえない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。

貸付条件をご確認のうえ、計画的にご利用ください。

〈キャッシングサービス〉
ご利用条件 ●ご融資額：0万円〜100万円 ●ご融資利率：
実質年率15.0％〜18.0% ●遅延損害金：年率20.0％ ●ご返済回数および期間：
1回〜104回、1ヵ月〜104ヵ月 ●ご返済方法：元利一括払い、
リボルビング払い、
定額リボルビング払い ●ご返済日：毎月4日 ●担保・保証人：不要
りそなカード株式会社 東京03-5996-1341 大阪06-7709-8010
※番号をお確かめのうえ、
お間違いのないようにおかけください。
https://www.resonacard.co.jp/
登録番号 関東財務局長
（13）
第00484号 日本貸金業協会会員 第000452号

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
TEL 0570-051-051

（受付時間 9:00〜17:00 土・日・祝休日・12/29〜1/4を除く）

1回
払い

ご利用金額は、
ご請求月に一括してお支払い
いただきます。

2回
払い

ご利用金額は、2回のご請求月に半額ずつ
お支払いいただきます。

ボーナス ご利用時期に応じて8月または1月の
ご請求日に一括してお支払いいただ
1回払い きます。

ボーナス
払い ボーナス ご利用時期に応じて8月と1月または
2回払い 1月と8月のご請 求日に半 額ずつ
お支払いいただきます。

※ボーナス2回払いにつきましては、手数料として、
ご利用代金の3％相当額
（円未満の端数が出た場合は
切り捨て）
を2回目のお支払額に含ませていただきます。
※お支払方法によっては、
お取扱いできない期間・加盟店がございます。
また、一部お引落日が異なる場合
がございますので、
ご利用の際にご確認ください。
※キャッシングのご返済期間日前の臨時返済は、
りそなカード《セゾン》インフォメーションセンターまでお問合せ
ください。
※ショッピングリボの場合、
締切日以降、
お引落日前にご入金された場合にも、
手数料をお支払いいただきます。
●

りそなカード《セゾン》インフォメーションセンター
（自動音声応答）
■ 東京 03 - 5996 - 1341 ■ 大阪 06 - 7709 - 8010
※オペレータ対応（9：00〜18：00 1/1休み）
をご希望の場合はそのままお待ちください。
※番号をお確かめのうえ、
お間違いのないようにおかけください。

りそなカードホームページ

※「ショッピングリボ」のご利用には、
リボ手数料
（実質年率15.0%）
がかかります。
※一部、
ご利用いただけない場合がございます。

りそなカードセゾン

検索

https://www.resonacard.co.jp/saison/

計画的 月々のお支払いがほぼ一定額になり、
ゆとりが生まれます。

お支払方法は下記の中からお選びいただけます。
●
国内

リボ

「ショッピングリボ」払いは、旅先でのお買物や、高額家電の
ご購入など出費が重なってしまったときに、
ご利用金額・件数に
かかわらず、毎月のお支払金額をほぼ一定にすることができる
便利なお支払方法です。
■「ショッピングリボ」払いなら…

お支払方法について

「ONLINEキャッシング」

お問合せ先

毎月のお支払いにゆとりが生まれます

カードご利用のお支払いサイクルは下記のとおりです。
〈ショッピング〉
毎月10日締めの翌月4日お引落しとなります。
〈キャッシング〉
毎月末締めの翌々月4日お引落しとなります。

お支払方法

お問合せ先・各種お手続き

海外
ご利用分のお支払いは、すべて1回払いとなります。
（ご利用後の「リボ変更 」は可能です）

便

利 店頭で「1回」払いを選択してもあとから
「ショッピングリボ」払いに変更できます。

安

心 余裕があるときに「増額払い」
「全額払い」ができます。

■お支払い例

各種お手続き

3月1日にショッピングリボ6.3万円をご利用する場合
（標準コース・実質年率15.0%）
お引落後残高
59,647円

ショッピングリボ
6.3万円を利用

お引落し

3月1日
新たなショッピングリボの
ご利用がない場合でも、
残高に応じてお支払額が変動

りそなカード《セゾン》インフォメーションセンター
（自動音声応答）
■ 東京 03 - 5996 - 1341 ■ 大阪 06 - 7709 - 8010

お引落後残高
57,382円

※オペレータ対応（9：00〜18：00 1/1休み）
をご希望の場合はそのままお待ちください。

お引落し

お引落し

4月4日

5月4日

6月4日

お支払額
4,000円

お支払額
3,000円

お支払額
3,000円

※月々のお支払額はご利用残高により異なります。
※ご利用可能枠・お支払いコースの確認、増額・全額返済については、
りそなカード《セゾン》インフォメーション
センターまでお問合せください。
※弁済期間、弁済金額、算定方法については、
ホームページにてご確認いただけます。

事前の登録で便利な
「ショッピングリボ宣言」
一度のお手続きで、国内・海外を問わず、
すべてのショッピングの
ご利用分が自動的に
「ショッピングリボ」払いとなります。
◆増額返済や全額返済ができるので、
ご都合にあわせて返済できます。

○カード番号、暗証番号、
ショートカットキーの入力で、各種お手続きいただけます。
カード番号（16桁）+ ♯ ▶ 暗証番号（4桁）+ ♯ ▶ 下記ショートカットキー
（4桁）
ショートカットキーの一例
請求額照会
● 利用可能額照会
●ショ
ッピング1回払い→リボ変更
●ショ
ッピングリボ宣言受付
●ショ
ッピングボーナス1回払い→リボ変更
●ショ
ッピングリボ支払コース変更
●ショ
ッピング増額返済
●

1100 +♯
1300 +♯
2110+♯
2131 +♯
2120+♯
2140+♯
2150 +♯

キャッシングリボ支払コース変更
キャッシング1回払い→リボ変更
● キャッシングリボ宣言受付
● キャッシングリボ宣言解除
● キャッシング増額返済
● 資料請求
●
●

2240 +♯
2210 +♯
2231 +♯
2239 +♯
2250 +♯
3300 +♯

各種資料請求（資料請求コード）

●毎月14日23時30分までにお手続き完了いただくと翌月のお支払分から変更となります。

東京電力・東京ガス・NHK支払申込書
関西電力・大阪ガス支払申込書
● NHK受信料支払申込書

ご利用後でも安心の「リボ変更」

※家族会員さまはご利用いただけません。※プッシュ回線またはトーン信号の使える電話機をご利用ください。
※ご利用にはカード番号・暗証番号が必要です。※システム上の都合により、一部ご利用いただけない場合が
ございます。※音声メッセージの途中でも入力操作ができます。※途中で電話を切るとお申込みはすべて無効
となります。

◆いつでも簡単に解除できます。

りそなカード《セゾン》
ご利用のご案内

●
●

7424
7423
7427

NTT支払申込書（東日本・西日本共通） 7425
りそなカード《セゾン》ご利用可能枠増枠申込書 7485

●
●

翌月のお引落分を
「ショッピングリボ」払いに変更できます。
●翌月お支払予定分のご利用を
「リボ」
に変更する場合は、
前月の22日までにお手続きください。
月によっては23日
以降も可能な場合がございます。詳しくは、
りそなカード《セゾン》
インフォメーションセンターまでお問合せください。
●りそなＮｅ
ｔアンサーはシステム上の都合により、一部ご利用いただけない場合がございます。詳しくは、
りそな
Netアンサーのメンテナンス情報をご覧ください。
●変更手続きいただいた1回払い・2回払い・ボーナス一括払い分すべてが「ショッピングリボ」へ変更
（2回払い
は1回目または2回目の片方のみのお支払分）
となります。
●ボーナス2回払い・一部お支払いのあるご利用分につきましてはショッピングリボ変更の対象外となります。
●1回払い・2回払い・ボーナス一括払いのご利用分の一部を
「ショッピングリボ」に変更されたい場合は、毎月
14日23時30分までにお手続きください。

■リボ宣言・リボ変更について
インターネット

りそなＮｅ
ｔアンサーにログイン

お支払い変更

毎月18日から

毎月15日から

東京 03-5996-1341

カード番号 16桁 + ＃

■

暗証番号 4桁 + ＃

検索

りそなカード《セゾン》紛失・盗難受付デスク（24時間・年中無休）

A 0120 -131-171
03-5996-1342

■ 大阪 06 - 7709 - 8085

■ 東京

リボ変更

■ 海外からのお問合せ先
（コレクトコールでおかけください）

※音声ガイダンスに従いお進みください。
※オペレータ対応
（9：00〜18：00 1/1休み）
をご希望の場合はそのままお待ちください。

■

りそなNetアンサー

リボ宣言

りそなカード《セゾン》インフォメーションセンター
（自動音声応答）
電話

りそなNetアンサー

大阪 06-7709-8010

03-5996-1342

※本紙記載のサービスは、2021年2月現在のものです。変更になる場合もございますので、
あらかじめご了承
ください。

ショッピング1回払い→リボ変更 2110 + ＃

https://www.resonacard.co.jp/saison/

ショッピングリボ宣言 2131 + ＃

R00055
（21.03）
WS

について
「りそなポイント36」

ご登録ください
パソコンやスマートフォンから24時間、いつでもご利用
いただける便利なインターネットサービスです。

登録・
利用料無料

キャンペーン情報やおすすめ特集が満載！
最新のキャンペーンや期間限定の特集など、
おトクな情報をチェックできます。

毎月の「ご利用明細書」の郵送に代わり、
「りそなNetアンサー」内でご請求内容・
明細内容などをご確認・ダウンロードいただけます。
WEB明細
お申込み

申込完了

・ご利用明細をいち早く確認できる
ＷＥＢ明細に
ご登録いただくと ・ご利用明細をＰＤＦファイルで保存
・ペーパーレスでエコに貢献

●お支払いをもっとスムーズに

ライブやコンサート、舞台、
スポーツ、
イベントなど幅広いジャ
ンルのチケット予約・購入や話題の公演チケットの先行予
約など、会員さま限定特典をご用意しております。

りそなカード《セゾン》のApple Pay Google Pay

■ e +（イープラス）
とは？

ポイント確認・交換方法

●いろいろ使え、
りそなポイント36もたまります

●「りそなNetアンサー」
から
「りそなポイント36 確認・交換」
へ
●りそなポイント36専用ダイヤル（自動音声応答）
東京 03 - 5996 - 1172 大阪 06 - 7709 - 8031

QUICPayマークがあるお店なら、
コンビニエンスストアをはじめ
レストラン、
ガソリンスタンドなど普段のお支払いもスマートフォン
端末をかざすだけで簡単にお支払い。いつでも便利にご利用いた
だけ、
お買物やお食事がもっと楽しくなります。

コンビニ

例えば1,000ポイント
（4,500円分）
を
交換した場合

● りそなポイント36 確認・交換
現在のポイント数の確認やアイテムへの交換ができます。

りそなカードの
ご利用金額

10,000円

−

ポイント充当分

4,500円

＝

ご請求金額

5,500円

※200ポイント単位で交換いただけます。
※ショッピングのお支払方法によっては、充当できない場合がございますので、
あらかじめご了承
ください。
※キャッシング、年会費などは本サービスの対象外となります。
※「りそなNetアンサー」限定のサービスとなります。
※詳しくは、
りそなカードホームページ内「りそなポイント36」でご確認ください。

● 各種お申込み
各種公共料金のカード払いへの変更、ETC・家族カード・
Super Value Plusお申込み、資料請求などができます。

● カード登録内容の確認・変更

ポイント移行も可能

住所、
電話番号、
ご利用明細の受取方法
（WEB明細）
などの変更ができます。

1,000

※画面はイメージです。

■スマートフォン

200ポイントごとに…

アイテム一覧は

「りそなNetアンサー」へ

ポイント

詳しくは

りそなカードセゾン

検索

スーパー

ドラッグストア

ETCカード
グルメ

200ポイント ＝ 900円分

会員登録制のチケット販売サイトです。
チケットご購入前にe+
（イープラス）
会員登録が必要です
（登録料・年会費
無料）。インターネットから会員登録を行うと、
ご希望に応じて、最新公演
情報をはじめ、
エンターテインメント情報が満載のメールマガジンをお届け
いたします。

もっと便利に
「オプションサービス」

このマークが
ある店舗で使えます

りそなショッピング充当サービス

「1回」払いから
「リボ」払いへの変更や、
自動的にリボになる
「リボ宣言」のご登録などができます。

検索

●1ヵ月のショッピングご利用総額1,000円ごとに1ポイントたまります。
でお知らせいたします。
●ポイントは自動集計され「ご利用明細」

「りそなポイント3 6 」を月々の
ショッピングご利用分のお支払い
にご利用
（充当）
いただけます。

● お支払い変更

りそなカード

会員限定チケットサービス e+（イープラス）

たまったポイントは、
月々の請求にご利用
（充当）
いただけるほか、
さまざまなアイテムとの交換、
ポイント移行も可能です。

● ショッピングおよびキャッシングご利用可能枠の増枠
ショッピングおよびキャッシングご利用可能枠増枠のお申込みができます。

■パソコン
りそなカードホームページ

Apple Pay Google Pay™

交換アイテム（一例）

● ご利用明細照会
カードご利用明細やご請求額などを確認できます。

■「りそなNetアンサー」のご登録は今すぐこちらから

ポイントのしくみ

※システム上の都合により、毎月14日23：30〜15日3：00はご利用いただけませんので、
あらかじめご了承
ください。

各種お手続きが24時間可能

暮らしを楽しく
「エンターテインメントサービス」

りそなポイント36

※リボ払い、
ボーナス払いをご利用いただいた場合のポイントは、
ご利用明細に掲載された月に加算いたします。
※りそなカード《セゾン》
を複数枚お持ちの方は、複数枚のカードで獲得されたポイントを合算してご希望のアイ
テムと交換いただけます
（一部ポイント合算の対象とならないカードがございます）
。
※年会費やキャッシングサービスなどはポイントの対象となりません。

WEB明細の登録

「りそなNetアンサー」に
ログイン

はじめようApple Pay Google Pay™

タクシー

交通機関

設定方法
● iPhone

Walletアプリから

● Android™

Google Payアプリから

（6.1.5以上）対応かつAndroid5.0以上のデバイスで
※ Google Pay は、おサイフケータイ® アプリ
利用できます。

詳しくは

りそなカードセゾン

検索

※WalletアプリはiPhoneに標準搭載されています。Google PayアプリはGoogle Playストアより事前に
ダウンロードしてください。
※Apple、Appleのロゴ、Apple Pay、iPhoneは、Apple lnc.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。
※Android、Google Pay、Google PlayはGoogle LLC の商標です。
※「QUICPay™
（クイックペイ）」
「 QUICPay＋™
（クイックペイプラス）」
は、株式会社ジェーシービーの登録
商標です。
※「おサイフケータイ」
は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。

年会費：永年無料

有料道路の料金所で専用レーンをスムーズに
通過できるETCシステム。ETCカードを利用す
れば、通行券や小銭などの受渡しも不要です。

カーレスキュー365

8 601 1234 5678 9000

00 / 00

TARO RESONA

年会費：825円（税込）

クルマのトラブルに電話1本。出先でのエンジントラブルや
パンク、
キー閉じ込みなどで困ったとき、24時間年中無休で
ロードサービス拠 点からプロが 駆けつけます。レッカーも
10kmまでは無料とおトクです。
■運営者：タイムズコミュニケーション株式会社

Super Value Plus
各プラン300円から、
必要な補償だけをお気軽にお選びいただ
けます。小さなご負担で大きな安心を手にすることができます。
■取扱代理店：株式会社クレディセゾン
■引受保険会社：セゾン自動車火災保険株式会社
（幹事会社）
、損害保険ジャパン株式会社
文審2018-1037
（2018.6）

お問合せ：クレディセゾン保険デスク A0120-89-2099
（10：00〜18：00 土・日・祝日・年末年始休み）

詳しくは

りそなカードセゾン

検索

