参加登録不要

イトーヨーカドー・ヨーク・アリオ専門店での

SEVEN CARD
NEWS

ネットスーパーでラクラクお買物！

お買物をハッピーに！

セブンカード ニュース

イトーヨーカドー･

2023 January

01

ヨークマート・ヨークフーズ・
ヨークプライス･アリオ専門店
クレジット払いで 30,000 円
（税込）ご利用を 1 口として

好評開催中

〈ご利用期間〉
2022年12月1日
（木）
〜2023年2月28日
（火）

賞 品

1等 10,000ポイント・・抽選で100名様
2等
3等

1,000ポイント・・抽選で1,000名様
100ポイント・・・・抽選で10,000名様

こちらを
クリック
イトーヨーカドーのネットスーパーなら
ご自宅まで簡単お届け！

キャンペーンの詳細はこちらから

参加登録不要

セブンカードがあなたのお買物の
一番のパートナー！

重たい
かさばる商品

WOWOW をお得に楽しめる！

雨の日

体調の
悪い時

忙しい時

こちらをクリック

〈キャンペーン期間〉
2022年11月1日
（火）
〜2023年3月31日
（金）
キャンペーン期間中、
WOWOWに新規でご加入いただき、視聴料のお支払

イトーヨーカドー
「ハッピーデー」
で5%OFF

詳しくは WEB で イトーヨーカドー ネットスーパー
※ネットスーパーは地域限定の宅配サービスです。配達エリアはサイトにてご確認ください。

いにセブンカード・プラス/セブンカードをご登録いただいた方に、

もれなく3,000ポイントプレゼント

※ポイントはWOWOW新規お申込月の3〜4カ月後までに加算
お電話でのお申込み /お問合わせ
（WOWOW カスタマー専用ダイヤル）

0120-808-632

9：00AM〜8：00PM
年中無休 通話無料

ペーン詳細･注意事項をご確認のうえ、
お申込みください。

ハッピーデー

5% OFF

「ゴールド会員様優遇あり」マークについて

こちらを
クリック

このマークがあるキャンペーンは、
ゴールド会員様限定の優遇があります。
優遇内容は各キャンペーンをご確認ください。

※お電話の際には、
「セブンカードキャンペーンを見た」
とお伝えく
ださい。
※お電話でお申込みの際も、
右記二次元コードよりキャン

毎月8のつく日（8日、18日、28日）は、全国のイトーヨーカドーで食料品・
衣料品・住まいの品が、ほとんど全品5%割引になります。

詳しくはこちらから

※セブンカード･プラス／セブンカードのご利用（ク
レジット払い･カード提示による現金払い）が対象で
す。※ネット通販、ネットスーパーでは実施しません。

ほとんど全品
ハッピーデー
についてはコチラ!

WE B

セブンカード ハッピーデー

アリオ専門店企画
クレジット払い
請求時

グランツリー専門店、プライムツリー専門店企画

2022年11月10日
（木）
お支払分より、
紙の
「ご利用代金明細書」
は有料
（110円
（税込）
/ 通）
です。
※ご利用代金お支払月の月末時点で満70歳以上の場合は無料です。

06-6949-0763

札幌

0422-41-7110

大阪

東京

セブンカード・プラス／セブンカードに関するお問合わせは

011-222-5465

9：00AM〜8：00PM

年末年始休･自動音声

※掲載内容は2022年12月現在のものとなり、サービス
内容などが予告なく変更となる場合がございます。

〒102-8437 東京都千代田区二番町4番地5

2023年1月版

U1124393

こちらを
クリック

5%OFF

毎月8のつく日は
クレジット払いで
各店の情報は
こちらから

アリオ

検索

https://www.ario.jp

検索

3倍
ポイント

グランツリー武蔵小杉 検索

プライムツリー赤池

https://grand-tree.jp

https://prime-tree.jp

検索

※「Arioクレジット払い請求時5％OFF」は、一部店舗は未実施です。詳しくは各店舗までお問合わせください。
※実施日、割引率、倍率につきましては予告なく変更・中止になる場合がございます。 ※イトーヨーカドーおよ
び一部専門店は対象外です。 ※QUICPay、Apple Pay、Google Pay、iDでのご利用は割引･ポイント加算の
対象外となります｡ ※掲載内容は2022年10月現在のものとなります。 ※イベントなどにつきましては予告な
く変更となる場合がございます。 ※詳しくはホームページなどでご確認ください。
※上記サービスは、セブン&アイグループでのサービスとなり、当社サービスではございません。予告なく変更・終了となる可能性がございます。

お好きな賞品が当たるチャンス！

5,000円以上のチャージでチャンス！

分割払い・スキップ払いでポイントゲットのチャンス!

〈キャンペーン期間〉
2022年9月1日
（木）〜 2023年2月28日
（火）
〈参加登録期間〉
2022年9月26日
（月）〜 2023年2月28日
（火）
〈 ご 利 用 期 間 〉2022年10月1日（土）〜 2023年2月28日
（火）

〈参加登録期間〉
2022年12月16日
（金）〜 2023年4月4日
（火）
〈 ご 利 用 期 間 〉2022年12月16日（金）〜 2023年3月15日
（水）

ご希望のコースを選択し、
キャンペーンに参加登録した

期間中、セブンカード・プラス／セブンカードの

セブンカード・プラス／セブンカードの

「分割払い
（2回払い除く）
「
」スキップ払い」

クレジットショッピングご利用合計金額5万円(税込)を

ご利用合計金額３万円
（税込）
を一口として、

1口として、
抽選で賞品をプレゼント！

【コースコード 01 セブン&アイ共通商品券コース】
賞 品

1等 10万円分 セブン&アイ共通商品券･･･10名様
2等

1万円分セブン&アイ共通商品券･････････100名様
【コースコード 02 キャッシュバックコース】
賞 品

1等 10万円分 キャッシュバック･････････10名様
2等

1万円分 キャッシュバック････････････････100名様
Wチャンス！

上記に外れた方へ100円キャッシュバック･･･10,000名様

イトーヨーカドーや
セブンーイレブンなどの

ゴールド会員様

4

こちらを
クリック

キャンペーンコード

225291

※ショッピング利用後分割払いも対象となります。
※キャンペーンへの参加には登録が必要です。

2倍

抽選口数が

東京

1等

最大10,000ポイントをプレゼント！

1等 10,000ポイント･･毎回50名様
2等
3等

こちらを
クリック

キャンペーンの詳細はこちらから

便利な WEB 明細でペーパーレス！

･･

2等20,000ポイント･･････50名様
3等1,000ポイント

100名様

ご利用いただいたことのない方はさらに抽選で

2,000ポイント×100名様に当たるチャンス！

キャンペーンコード

225443

〈キャンペーン期間〉
2022年10月20日
（木）
〜2023年1月19日
（木）

キャンペーン期間中にWEB明細サービス
「MyJチェック
（登録無料）
」に初めて登録した会員様へ
もれなく200ポイントプレゼント！

･･････

以下期間内にて、分割払い（2回払い除く）、スキップ払いを

参加登録必要

1,000ポイント ･･････････････毎回150名様
100ポイント ･･･････････････毎回4,800名様

参加登録不要

50,000ポイント 20名様

0422-71-7703

24時間／年中無休・自動音声
※各キャンペーンにつきましては、キャンペーン詳細 ･
カード番号
（16桁）
を入力
注意事項をご確認のうえ参加登録をお願いいたします。 〈手順〉

毎月の各ご利用期間に5,000円以上ご利用いただいた
会員様を対象に抽選で

賞品

こちらを
クリック

※上記ご利用期間とは異なります。

参加登録・注意事項はこちらから

上 記 キ ャ ン ペ ー ン 参 加 登 録

MyJチェック登録者・メルマガ登録者・キャンペーン
期間中イトーヨーカドーにてご利用があった方は

対象期間：2021年6月16日
（水）
〜2022年12月15日
（木)

6

※①〜③の条件を2つ満たすと 倍で集計、すべて満たすと 倍で集計。
※①対象加盟店②MyJチェック登録方法の詳細は右記二次元コード
よりご確認ください。

参加登録必要

さらに

Wチャンス！

対象加盟店のご利用1回以上

MyJ チェック登録会員様

最大で50,000ポイントゲットのチャンス！

キャンペーン期間中、セブンカード・プラス／セブンカードで、
nanacoクレジットチャージまたはnanacoオートチャージ、
Apple Payチャージを

※過去に一度も
「MyJチェック」
に登録されたことがない初めての会員様が対象となります。 ※本キャ
ンペーンでは、2022年10月20日
（木）以降新たにセブンカード・プラスが発行された新規ご入会の
方は対象となりません。

MyJチェックとは･･･
●毎月のご利用明細をいつでも
どこでもチェック！
●個人情報もしっかりガード！
処分に困らず、
整理要らず！
●いち早く、
ご利用代金をお知らせ！

参加登録・注意事項はこちらから

大阪

06-6945-6661

参加登録不要

〈あなたはどっち？キャンペーンの場合〉
参加登録
『1』
を入力
参加するキャンペーンコードを入力 6桁』 コースコード01選択の場合･
を入力
『01』

札幌

こちらを
クリック

キャンペーンの詳細はこちらから

011-281-1336

もう一度、
参加登録
『1』
を入力

参加登録完了アナウンス

完了

