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「全理連VISAカード」
お取扱終了に関するご案内

ご

案

内

平素は、
「全理連VISAカード」をご愛顧いただき、
誠にありがとうございます。

１．お手元の
「全理連VISAカード」
について
1
●

カードのご利用について
お手元の「全理連VISAカード」
は、2021年6月末日をもっ
て、
カードの有効期限にかかわらず、一切の利用ができなく

現在ご利用いただいております「全理連VISAカード」
は、誠に勝手ながら、2021年6月末日にお手元の
カードの有 効 期 限にかかわらずお取 扱いを終了

なります。
「全理連VISAカード」に付帯している家族カード、ETCカー

●

ドなども２０２１年6月末日をもって、
カードの有効期限にかか
わらずご利用できなくなります。

させていただくこととなりました。お客さまにご迷惑を
おかけしますことを、
お詫び申しあげます。

【対象カード】

つきましてはお取扱終了にあたり、
ご注意事項、
ならび
に代替商品となる新しいカードのご紹介を次葉の
とおり、
ご案内申しあげます。
今後とも、
りそなカードへ変わらぬご愛顧を賜ります
よう重ねてお願い申しあげますとともに、末筆ではご
ざいますが、
お客さまのますますのご健勝をお祈り申し

画像はイメージです

あげます。
有効期限の表示
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について
２．各種サービス終了についてのご注意

お 手 元 のカードの 有 効 期 限に
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ご利用残高およびお支払いについて

2

「全理連VISAカード」にご利用残高がある場合、2021年

●

●

4

2021年6月末日以降のカード処分について

●

お客さまご自身でハサミなど

6月末日後も所定のお引落日にご請求いたします。2021

で切断のうえ、破棄していた

年6月末日後は、
お支払方法の変更はできません。

だくようお願いいたします。

2021年6月末日前に通信販売などで商品予約・購入手

●

2021年6月末日前に退会を

続き等をされ、
お支払方法に「全理連VISAカード」
を指定

ご希望の場合はりそなVisa

された場合でも、
ご利用加盟店での商品出荷などが2021

カードインフォメーションセン

年6月末日後となった場合は
「全理連VISAカード」
でのお

ターまでご連絡ください。※

支払いができない場合があります。その際は、
ほかの方法
でお支払いください。

磁気テープとICチップをハサミなどで
切断のうえ破棄してください。

※退会されると、
ご利用いただいているキャンペーン等の対象外となる場合
がございます。

「全理連VISAカード」
でチケットレスサービスや予約サービ

●

2．各種サービス終了についてのご注意

スなど、予約時にカード番号を登録するサービスをご利用
の場合、2021年6月末日後にチケットのお受取りができな
い場合がありますので、
あらかじめ予約先にご確認をお願
いいたします。

以下の各種サービスは、
カード取扱終了に伴い、
すべてご利
用できなくなります。
1

2021年6月末日以降は
「全理連VISAカード」
でインターネット

カード再発行について

3

インターネット・テレフォンサービス

「 全理連VISAカード」紛失・損傷などによる再発行の

●

お手続きは2021年6月1日までとなります。なお、再発行
されたカードも2021年6月末日付で使用できなくなります
のでご注意ください。

サービス
「Vpass
（ブイパス）」へのログインや、
テレフォンサー
ビス
「スマートダイヤル24〈資料請求・各種照会サービス〉
」
は
ご利用できなくなります。
「Vpass」
でのご利用明細確認や各
種サービス申込みに関しましても2021年6月末日をもって、
閲覧できなくなります。
※2021年6月末日以降、
お支払残高がある場合は紙のご利用代金明細書を
お送りいたします。
（無料）

「Vpass」へのアクセスは
こちら
2

ワールドプレゼント

2021年6月末日以降は
「全理連VISAカード」
でためたワール
ドプレゼント
（ポイント）
はご使用できなくなります。ワールドプ
レゼント
（ポイント）
は2021年6月末日までにご使用ください。
3

4

「全理連VISAカード」
お取扱終了に関するご案内

3

りそなカード クラブオフ

2

ETCカードをご利用のお客さま

2021年6月末日以降、
「 全理連VISAカード」
に付帯の優待

① ETCカードのご利用について

サービス
「りそなカード クラブオフ」
はご利用できなくなります。
ク

2021年6月末日以降はETCカードをご利用いただくことがで

ラブオフの特典は、
2021年6月末日までにご利用いただきます

きないため、
ETCレーンを通過しようとした場合、
開閉バーは開

ようお願いいたします。

かない場合がございます。交通事故防止のため十分ご注意く

なお、
2021年6月末日以降は
「Vpass」閲覧終了に伴いログ

ださい。

イン自体ができなくなります。

また、
ETCカードを車載器に挿入しているお客さまは必ず、
ほか

2021年7月以降にご宿泊の予約確認・変更・キャンセルをす

のETCカードに入れ替えてご利用ください。

る場合は下記フリーコールへお問合せください。

② 高速道路会社のサービス登録について

りそなカード クラブオフ 受付センター
0800-170-3055（10：00〜18：00）
4

カード付帯保険サービス

2021年6月末日以降は「全理連VISAカード」に付帯されて
いる
「旅行傷害保険」
「お買物安心保険」の補償が受けられ
なくなりますので十分ご注意ください。
例）
ご旅行の予定、商品のご購入日が2021年6月末日をまた
ぐ場合は補償適用外となります。その他ご質問やご相談は、
保険デスクの下記フリーダイヤルまでお問合せください。
VJ保険デスク
（三井住友海上）
0120-658811（9：15〜17：00 年中無休）

ETCマイレージサービスなど、高速道路会社の各種サービス
にETCカードをご登録のお客さまは、2021年6月末日のカー
ド終了日までにほかのETCカードに登録の変更をお願いいた
します。
ETC
マイレージ
サービス

お手続き先
ETCマイレージ
サービス事務局

電話番号
0570-010125
※携帯電話・PHS・IP電話
などでのご利用は
045-477-3793

営業時間
9：00〜18：00
（平日・土・日・祝）

※2020年10月現在、当面の間事務局の営業時間が全日9：00〜18：00に変
更になっておりますのでご注意ください。
3

障害者割引制度について

障害者割引制度を
「全理連VISAカード」
のETCカードでご登録
のお客さまは、
2021年6月末日までに障害者手帳等を管理して
いる市町村福祉事務所等にて、
ほかのETCカードに登録の変

3．お手続きのお願い
1

継続的なお支払いにご利用されているお客さま

公共料金
（例：電気・ガス・電話料金）
や、
保険などの継続的な
お支払いに
「全理連VISAカード」
をご利用のお客さまは2021
年6月末日までにほかのお支払方法へご変更ください。
なお、
お
手続きには１ヵ月以上かかる場合がありますので、
お早めのお手
続きをお願いいたします。
5

更をお願いいたします。

4．特典のご案内
これまでご愛顧いただきました感謝の思いを込め、
ささやかなが
ら
「QUOカード 1,000円分」
の特典をご用意いたしました。
お買物の際、
是非ご利用ください。

6

「全理連VISAカード」
お取扱終了に関するご案内

5．りそなカードが発行するクレジットカードへのお申込み
1

りそなカードが発行するクレジットカード

今回「全理連VISAカード」の取扱終了にともない、代替商
品として
「りそなカード」の申込書を同封いたします。
海外旅行傷害保険が付帯されている
「りそなカードVisa」、
年会費無料でご利用いただける
「りそなカード《セゾン》」
がご
ざいます。
お客さまのカードライフに最適な1枚をお選びいただき、今後

りそなカード《セゾン》Master

とも、
りそなカードをご愛顧のほど、
よろしくお願いいたします。

年会費無料のカードです。
ポイントをためて多彩なアイテムと交換できます。

2

お申込み商品について

年会費
ポイント
サービス

永年無料
りそなポイント36
（ワールドプレゼントポイントとは異なります）
ご入会後から約3ヵ月間、
ポイント3倍

特典

西友・リヴィン・サニーで
毎月第1・第3土曜日は、5％OFF
Super Value Plus
（自分に必要な補償だけを選択）

りそなVisaクラシックカード

最高2,000万円の海外旅行傷害保険※1
※1 カードのご利用条件などがあります。詳細についてはカード送付時に
同封の「保険サービスご利用の手引き」
をご覧ください。

本会員
年会費
（初年度無料） 家族会員

7

オプション
サービス

カーレスキュー365
（低料金で充実のロードサービス）
年会費825円
（税込)

１,375円
（税込）
440円
（税込）

※掲載商品は一例です。その他上質なサービスが付帯したゴールドカードなど
もございますので詳しくは同封申込書内のリーフレットをご覧ください。

8

「全理連VISAカード」
お取扱終了に関するご案内

6．お申込みについての留意点
1

お申込みには審査があります。

クレジットカードのお申込みには、
所定の審査があります。審
査の結果、
お申込みの意にそえない場合がありますので、
あら
かじめご了承ください。
2

お支払日、通帳記帳時の名称が変わる場合が
あります。

りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行以外を引落
口座にご指定した場合、
「 全理連VISAカード」でご利用の
金融機関と同一でも、金融機関によっては、引落日が10日
から13日
（金融機関が休業日の場合はその翌営業日）
に変
更になる場合があります。
またその際、通帳記帳された時に

サービス内容が変わります。

代替商品の「りそなカード」
は年会費および付帯保険、
ポイン
トサービスなどが「全理連VISAカード」
と異なります。
また、
い
ずれも優待サービス
「りそなカード クラブオフ」
は対象外とな
りますのであらかじめご了承ください。
3

5

カード番号が変わります。

表示される名称も変更になる場合がありますので、
あらかじ
めご了承ください。
（P.8のりそなカード
〈セゾン〉Masterは
引落日が4日に変更となります）
6 「全理連VISAカード」
がご不要な場合

「全理連VISAカード」は2021年6月末日をもってカードの
有効期限にかかわらず解約となり、
ご利用できなくなります。

新しくお申込みいただくカードは「全理連VISAカード」
とクレ

2021年6月末日前にカードがご不要な場合は、
お手数です

ジットカード番号が異なります。継続的なお支払いにご利用い

がりそなVisaカードインフォメーションセンターまでご連絡い

ただいているお客さまは、
カードお受取り後、各社へカード番号

ただくか、
カード会員サイト
「Vpass」にて解約のお手続きを

の変更手続きをお願いいたします。

お願いします。

4

お手元の
「全理連VISAカード」
より、

＊ 2020年11月現在の情報です。内容については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。

ご利用可能額が減額される場合があります。
割賦販売法、貸金業法などの定めにより、お申込み時のご
記入内容や他のお借入れ状況によっては、今お持ちのカー
ドよりご利用可能額が減額される場合や、
キャッシングサー
ビスご利用の意にそえない場合がありますので、
あらかじめ
ご了承ください。
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