保存版

キャッシングのご利用

年会費
使用者1名につき：2，
2００円（税込）

ショッピングだけではない、
もうひとつの機能

※年会費は、
ご利用代金のお支払いと同様にご指定口座よりお引落しさせていただきます。解約などに
よる登録抹消がない限り、毎年同じ月のお支払いとなります。
※途中解約などがございましても、年会費のご返却はできませんのであらかじめご了承ください。

全国の銀行・コンビニ・郵便局などのATMで現金を引き出せる
サービス。海外では現地通貨が引き出せるのでたいへん便利です。
ご希望により会社単位でキャッシング機能をお付けいたします。

●

銀行・コンビニで

お支払方法

海外で

そなグループ銀行、提携金融機関、
コンビニＡＴＭなどでご利用いただけます。

事前の両替が不要
現地通貨が引き出せて便利です。

そなゴールド
《セゾン》
ビジネス

※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。
※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、
りそなゴールド《セゾン》
ビジネスインフォメーションセンターまでお問合せください。
※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。

ご利用のご案内

お引落しについて
カードご利用のお支払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。

■お支払い
お支払日に利息を含め、一括してお支払いいただきます。

※一部の加盟店および海外でのご利用分は、集計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。

※ATMでリボ払いなどのお支払方法をご選択された場合でもお支払いは
「1回」払いとなります。

お支払方法について

キャッシングご利用可能枠をご確認ください

そなゴールド《セゾン》ビジネスのお支払いは、すべて1回払い
のみとなります。

■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。

◎キャッシング機能付与のご希望・お問合せは、そなゴールド
《セゾン》
ビジネス
インフォメーションセンターまでご連絡ください。

※個人事業主さまのキャッシングのお申込みはできません。あらかじめご了承ください。

信頼できるパートナーとして
大きな安 心と行 動を

ショッピングのご利用

サポートします 。

カードのご利用方法

貸付条件をご確認のうえ、計画的にご利用ください。

店頭やレジにVisaのタッチ決済対応マークのある、国内および
海外の加盟店では、
カードをかざすだけでご利用いただけます。
詳しくは中面をご確認ください。
ICカード対応端末設置店では、
サインの代わりに「暗証番号」で
カードをご利用いただけます。
お店のICカード対応端末
（PINパッド）
に
カードを差込み、金額をご確認のうえ
カードの暗証番号を入力後、実行キー
を押してください。

〈キャッシングサービス〉
ご利用条件 ●ご融資額：0万円〜20万円 ●ご融資利率：実質
年率15.0％ ●遅延損害金：年率20.0％ ●ご返済回数および期間：1回、
32日〜65日
●ご返済方法：元利一括払い ●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

※誤った暗証番号を連続して一定回数入力した場合、
セキュリティ機能により、ICカード対応端末でご利用
いただけなくなりますのでご注意ください。
※ICカード対応端末が設置されていないお店では、従来どおりサインでご利用いただけます。

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

そなゴールド《セゾン》
ビジネス会員さまのお問合せ

売上票の「お客さま控」をお受取りください。

そなゴールド《セゾン》
ビジネスインフォメーションセンター

A 0120-130-356

（9：00〜18：00 1/1休み）

海外でショッピングご利用の場合の円換算について

そなカードホームページ
りそなカード セゾン

検索

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

●Visa加盟店でのご利用
ご利用データがビザ・ワールドワイ
ド・PTE・
リミテッドの決済センター
に到着した時点で、
ビザ・ワールドワイ
ド・PTE・
リミテッドが適用した
交換レートに、
当社の海外利用にかかるコストとして所定の手数料
率をプラスしたレートで円換算いたします。

そなカード
《セゾン》紛失・盗難受付デスク

A 0120 -131- 171

（24時間・年中無休）

03 - 5996 - 1342 ■ 大阪 06 - 7709 - 8085
■ 海外からのお問合せ先 03-5996-1342

■ 東京

（コレクトコールでおかけください）

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

※本紙記載のサービスは、
2022年3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。
R32006
（22.03）
WS

※換算レートは経済情勢の変化により、変更させていただく場合がございます。
※海外でカードをご利用後にキャンセルされた場合は、換算日のレートの違いから差額が発生する場合が
ございます。発生した差額は、
そのままご請求いたします。

もしもの時の
「保険サービス」

使うほどおトク
「ポイントサービス」

ひとつ上の旅行を
「トラベルサービス」

最高100万円 ショッピング安心保険

tabiデスクセゾン

＊１

毎月のご利用でたまる「

そなポイント36」

■対象ブランド

各保険の詳細については同封の「保険のご案内
（補償規定）」
をご覧ください。

● 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。
●ポイン
トは自動集計され「ご利用明細書」でお知らせいたします。

※カード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。

■ポイント確認方法
● そなゴールド
《セゾン》ビジネスインフォメーションセンター
※インターネットでのポイント確認等は承っておりません。

スーパー

国内でも、
海外
でも使える

タクシー

など

世界基準の
セキュリティ技術で安心

◎アイテムカタログは、当社ホームページまたは、 そなゴールド《セゾン》
ビジネスインフォメーションセンターより、資料をご請求ください。
※お電話
（ショッピング充当サービスを除く）
・インターネットでの交換は承っておりません。

お電話での交換
（ そなショッピング充当サービスのみ）

そなゴールド《セゾン》ビジネスインフォメーションセンター

A 0120 -130-356（9：00〜18：00 1/1休み）

※りそなショッピング充当サービスは、応募用紙でのお申込みは承っておりません。

（一例）
交換アイテム
そなショッピング充当サービス
「 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。

200

−

＝ 900円分

ポイント

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。
※ビジネス会員さまはお電話でのお申込みとなります。インターネットおよび応募用紙ではお申込み
いただくことはできません。
※交換のお申込みは原則カード会員さまご本人に限ります。

そのほかグルメや話題の商品など、期間限定アイテムも充実！

エヌオーイー

日本旅行

名鉄観光サービス

西鉄旅行

ガルーダ・オリエントホリデーズ

都市・海外情報案内
ホテル・レストランの案内・予約
● 観光ガイ
ドの手配

●

●

●

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（登録料・年会費無料）が必要
です。
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。

各 種サービスについては、
そなカードホームページをご確 認ください。
検索

※ビジネス会員のお客さまはNetアンサー等、一部ご利用いただけないサービスもございます。あらかじめ、
ご了承ください。

●

■エマージェンシーサービス ※日本ご出発後のサービスとなります。

ツアー・ウェーブ

事故・
トラブル時の各種手配&アドバイス
カード・パスポートなどの紛失・盗難時の手続き案内
日本人医師または日本語が話せる医師・医療施設の案内
●ト
ラブル時の現地警察・保険会社などの各種案内
●

5%

ジャルパック

クラブメッド

ビッグホリデー

南西楽園ツーリスト

3%

●

OFF

日本旅行

ご出発前の
お問合せ・
ご予約

JTB

JTB

JTBロイヤルロード銀座
（海外のみ）

近畿日本ツーリスト

近畿日本ツーリスト

阪神航空

阪急交通社（海外）

ユナイテッドホリディ

JTBサン＆サン

JTB

●お電話：tabiデスク セゾン
（10:00〜18:00 日・祝日・年末年始休み）

00 / 00

e+（イープラス）

航空チケットの予約
スポーツ・イベント
・コンサートチケットの手配
各種オプションツアーの案内・予約 など

●

●

●インターネット りそなカードセゾン tabiデスク

TARO RESONA

■ e +（イープラス）
とは？

りそなカード セゾン

※海外旅行先で「海外アシスタンスデスク」
をご利用の場合、
ご利用になるデスクのある国以外への手配
などにつきましては、別途、通信費などの手数料がかかります。
※デスクによっては、一部サービスがご利用いただけない場合がございます。

検索

※出発日の14営業日前までにお申込みください。ただし海外挙式や査証取得などを含む渡航手続きが必要な
場合はその限りではありません。
※一部コース・出発地・満席などにより、
お取扱いできないツアーがあります。
※一部の鉄道利用パッケージツアーや航空券、JR券などのパッケージツアー以外の単品商品はお受けしてお
りません。
※割引対象はお一人さまの基本旅行代金が海外3万円以上・国内2万円以上となります。
（燃油サーチャージ・
空港諸税・オプショナルツアー代金・取消料金・一部追加手配料金などは割引の適用はありません）
※tabiデスク以外の旅行会社にてお申込みいただいた場合は、割引の対象となりません。
※お申込みの際は、
りそなゴールド《セゾン》ビジネスカードをご用意ください。パンフレットの表紙タイトル、掲載
ページ、
コース番号、
ご参加者全員のお名前、生年月日が必要です。
※取扱パッケージツアーおよび割引率は、予告なく変更となる場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

国内ホテル宿泊ご優待
国内有名ホテルでのご宿泊をゴールド会員さまに限り、
ご優待
させていただきます。
※企画商品の割引およびほかの割引との併用はできません。
※割引は本カードをご利用の場合に限らせていただきます。除外日・除外客室もございます。詳しくはお問合せください。
※予約状況によっては、
ご予約をお受けできない場合もございます。

ホテルへの
お申込み・
お問合せ

その他の
お問合せ

ご希望のホテルへ直接、
「 そなゴールド
《セゾン》会員」の旨を
お伝えいただき、
ご予約・お問合せをお願いいたします。

そなゴールド
《セゾン》
ビジネスインフォメーションセンターへ

ゴールドライン東京

A 0120-006260（24時間・年中無休）

※【ご予約】
について受付は10：00〜18：00となります。18：00〜翌朝10：00は、
お取次ぎのみとなり、
ご予約・ご変更・お取消などは承っておりませんのであらかじめ
ご了承ください。

空港ラウンジサービス
全国の主要空港およびダニエル・K・イノウエ国際空港ラウンジが
無料でご利用いただけます。
ご出発前のひとときを、
ごゆっくり
お過ごしください。

8 601 1234 5678 9000

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。

詳しくは

ジャルパック

海外・国内パッケージツアー
ゴールド会員さま専用
お申込み・ 050-3786-7153
0120-035-741（着信専用）
お問合せ ※受託販売会社 株式会社JTBグローバルアシスタンス（東京都知事登録旅行業第3-3716号）

暮らしを楽しく
「エンターテインメントサービス」
会員限定チケットサービス

世界主要都市に設置された「海外アシスタンスデスク」は、旅先
でのトラベル窓 口 。現 地 情 報のご案 内をはじめ、
さまざまな
ご予約の代行を承ります。
ホテルやレストランのご予約・ご案内
や各種チケットの手配から、パスポート紛失などのお困りごとが
起きた場合など、
すべて日本語で承ります。

■ご案内・ご予約サービス

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。

プレイガイドツアー

クラブメッド

OFF

もっと便利に
「オプションサービス」
ETCカード

日本旅行

GARUDA INDONESIA GROUP
JAPAN

OFF

このマークがある
場所で使えます

※タッチ決済対応（コンタクトレス決済対応）
のりそなカードには、非接触対応マークが記載されております。
＊一定金額を超えるお支払いは、
「カードを挿し暗証番号を入力」
または「サイン」が必要となります。

下記のいずれかの応募用紙に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、
封書
にて交換手続きをしてください。
●
「ご利用明細書」裏面の「 そなポイント36応募用紙」
● そなポイ
ント36アイテムカタログ
（ビジネス）
「 そなポイント36応募用紙」

10,000円

サイン・暗証番号
も不要＊

OFF

国際開発

3%

毎日のお買物がスピーディに、非接触だから安心

コンビニ

応募用紙での交換

りそなカードの
ご利用金額

Visaの
「タッチ決済」

5%

OFF

その他ご優 待

ポイント交換方法

8%

国内

A0120 -130-356（9：00〜18：00 1/1休み）

例えば1,000ポイント
（4,500円分）
を
交換した場合

＊1＊2
■取扱代理店：株式会社クレディセゾン
■引受保険会社：損害保険ジャパン株式会社
（引受幹事保険会社）
セゾン自動車火災保険株式会社

「tabiデスク セゾン」なら、大手旅行会社のパッケージツアーを、
おトクな会員価格などでご利用いただけます。

海外

ポイントのしくみ

●

海外最高3,000万円、国内最高1,000万円 旅行傷害保険

＊2

事 務用品のご購 入など、
さまざまな社用経 費のお支 払いで
たまる
「 そなポイント36」。たまったポイントで多彩なアイテムと
交換いただけます。

海外アシスタンスデスク

ご利用方法

本カードと当日の搭乗券あるいは航空券をラウンジ受付に
ご提示ください。

※ご本人さまのみサービスの対象となります。
※サービス内容は、各ラウンジにより異なります。
※対象ラウンジは、
ホームページにてご確認ください。

ハーツレンタカー ハーツGoldプラス・リワーズ
ハーツGoldプラス・リワーズ会員として世界145ヵ国、10,200
以上の拠点をもつハーツレンタカーで、安心で高品質なサービス
を年会費無料でご利用いただけます。
※21歳以上で普通自動車運転免許証所有の方が対象となります。
※ご利用には、別途会員登録のお手続きが必要です。ハーツレンタカーHPのハーツGoldプラス・リワーズ
「今すぐ入会（無料）」より、
「 法人契約または会員優待番号（CDP）
をお持ちの方」に「2003271」
を
ご入力のうえ、
ご入会ください。
※ご出発までにご登録が間に合わない場合は、本カード会員さま用のご優待もございますので、お気軽に
お問合せください
（5〜20%割引、地域・条件により異なります）
。
※日本国内でトヨタレンタカーをご利用になる場合には、一般料金より10%割引でご利用いただけます
（一部車種除く）
。
※ご予約の際は、会員優待番号
（CDP番号）
「 2003271」
をお申出ください。

■ ハーツGoldプラス・リワーズ 特典

①ご予約がスムーズです。
さらに現地での面倒な書類手続きが不要です。
②メンバー専用パーキングで、
すぐに車をピックアップいただけます。
③専用カウンターで、
すぐにキーをお受取りいただけます。
④ご返却もスムーズです。
※ご利用いただく営業所により②または③のサービスとなります。

