
紙のカードご利用代金明細書発送を停止して、
Eメールでお支払金額確定の旨をお知らせ。

紙のカードご利用代金
明細書の破棄がご不要に!
他の人に見られる心配も

ありません。

郵送よりも、
とってもスピーディ！

カードご利用代金明細書の
確定後、登録されたアドレスに
Eメールで通知します。

MyJチェックに登録するとこんなに便利!

WEB明細サービス「MyJチェック（登録無料）」とは?

パソコン･
スマートフォンから
簡単に確認できます。

個人情報もしっかり
ガード！処分に困らず、

整理要らず！

※「MyJチェック」のご利用にはクレジットインターネットサービスへの登録が必要です。
※クレジットインターネットサービスとはセブンカード・プラス／セブンカードをご利用中の
JCB会員様、Visa会員様が、登録したカードのご利用明細の照会や各種登録･変更など
インターネットでお手続きいただける無料のサービスです。
※クレジットインターネットサービスにご登録いただくと「MyJチェック」も同時登録となり、
紙のカードご利用代金明細書の発行を停止します。
※カードご利用代金明細書はPDFにてダウンロードいただけます。
※紙のご利用代金明細書は2022年11月10日（木）お支払分より有料（110円〈税込〉／通）
となります。なお、毎月1日～19日までに「MyJチェック」にご登録
　いただくと、翌月より紙のご利用代金明細書の発行を停止します。

毎月のカード
ご利用代金明細書を

いつでも
どこでもチェック！

※ご利用には「クレジットインターネットサービス」への登録が必要です。

いち早く、
ご利用代金をお知らせ！

いち早く、
ご利用代金をお知らせ！

MyJチェックご登録･詳細についてはこちら

お手持ちのスマートフォンやパソコンで、
カードご利用明細を確認できます！

24時間
いつでも
どこからでも
簡単に確認！

郵送よりも
スピーディ！

　　「ゴールド会員様優遇あり」マークについて
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。

お支払いが1つにまとまるから、家計管理がラク

1,225円
（税込）/月

NHK放送受信料

6

ガス料金
6,000円
（税込）/月

30

携帯電話料金
8,000円
（税込）/月

40
合計       ポイント/月126 ポイント

たまります!1,512

お支払額に
応じて、 1ポイントたまる！ポイントたまる！200円円ごとにごとに

（税込）（税込）
1メリット

2メリット

お支払いの手間が省けて払い忘れもなくなる3メリット

口座引落しの方も、すでに他社のカード払いに
されている方も、所定の手続きで変更できます。

メリット
1ポイントたまる！ポイントたまる！ポイントたまる！

メリット33携帯電話や公共料金をクレジット払いにする

電気料金
10,000円
（税込）/月

ポイント ポイント ポイント ポイント50

つの

例えば

年間

〒102-8437 東京都千代田区二番町4番地5

※掲載内容は2023年4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。

2023年5月版

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

V0316057

東
京0422-41-7110 06-6949-0763 011-222-5465大

阪
札
幌

9：00AM～8：00PM　年末年始休･自動音声

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。

※「クレジットインターネットサービス」とはセブンカード・プラス／セブンカー
ドをご利用中のJCB会員様、Visa会員様が、登録したカードのご利
用明細の照会や各種登録･変更などインターネットでお手続きいただ
ける無料のサービスです。　※新規に「クレジットインターネットサービ
ス」にご登録いただくと「MyJチェック」も同時登録となり、紙のカード
ご利用代金明細書の発行を停止します。　※カードご利用代金明
細書はPDFにてダウンロードいただけます。

2023 May

05SEVEN CARD
NEWS セブンカード ニュース

健やかな成長を見守り続ける
セブンカードがお手伝い！

JCB 公式サイト 公共料金 ･携帯電話料金のお支払い

  携帯電話・公共料金もクレジット払いで！

主要な加盟店（公共料金／携帯電話各社など）・自治
体は、右記二次元バーコードよりご確認いただけます。

お申込み
方法

※JCB会員様は、詳細をJCBのWebサイトでご確認ください。
※Visa会員様は、お手続き方法など、各加盟店／自治体へお問合わせください。

毎日のお買い物でちょっとお得に！

※「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2023年3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。

検索アリオ https://www.ario.jp
検索グランツリー武蔵小杉 https://grand-tree.jp

検索プライムツリー赤池 https://prime-tree.jp

各店の情報はこちらから

ハッピーデー

OFF5%

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。

アリオ専門店企画

グランツリー専門店、プライムツリー専門店企画

毎月8のつく日は
クレジット払いで

ポイント3倍
OFFクレジット払い

請求時 5%

ほとんど全品

セブンカード ハッピーデー 検索WEB

ハッピーデー
についてはコチラ!

イトーヨーカドー
「ハッピーデー」で

※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。

5%OFF

※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。

こちらを
クリック

こちらを
クリック

こちらを
クリック

https://www.jcb.co.jp/service/basic/public-service/
https://www.7card.co.jp/customer/credit_net.html
https://www.7card.co.jp/yutai/iy/index02.html?utm_source=guidebook_7c&utm_medium=qrcode&utm_campaign=guidiy8-2210


全額キャッシュバックのチャンス!（上限10万円） チャージして便利に使って､チャンス! 阪急交通社特選旅行企画

参加登録・注意事項はこちらから キャンペーンの詳細はこちらから参加登録必要 参加登録不要キャンペーンコード
225522

7iD（セブン-イレブンアプリ、イトーヨーカドーアプリ）
登録会員様

ゴールド会員様

0422-71-7703 06-6945-6661 011-281-1336
〈手順〉 完了カード番号（16桁）を入力 参加登録『1』を入力 もう一度、参加登録『1』を入力 参加登録完了アナウンス参加するキャンペーンコードを入力『6桁』

札幌大阪東京
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･
注意事項をご確認のうえ参加登録をお願いいたします。

上 記 キ ャ ン ペ ー ン 参 加 登 録

チャージ!

チャージ!

さらに
以下の条件を1つでも満たせば、

ご利用金額2倍のチャンス！

①
②

〈参加登録期間〉2023年2月24日(金)～5月31日(水)
〈ご利用期間〉2023年3月  1日(水)～5月31日(水)

〈ご利用期間〉2023年4月  1日(土)～8月31日(木)

キャンペーンに参加登録したセブンカード・プラス／
セブンカードのクレジットショッピング

ご利用合計金額２万円(税込)を１口として抽選で
使った分だけ全額キャッシュバック！(上限10万円)

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 を毎月の各ご利用期間に
10,000円以上ご利用いただいた会員様を対象に
抽選で最大10,000ポイントをプレゼント！

本キャンペーンは参加登録不要です。
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
毎月の各ご利用期間に
10,000円以上ご利用ください。

※①7iD登録方法の詳細は右記二次元バーコードよりご確認ください。

※毎月の各ご利用期間は毎月1日～毎月末日までです。
※2023年8月31日（木）まで、あと4回チャンスがあります。
※各抽選は個別のキャンペーンとみなされるため複数回当選の可能性がございます。

※①～②の条件をすべて満たすと4倍で集計。
4倍で集計だと5,000円(税込)で参加可能です！

阪急交通社 電話番号 0570-05-5089 コース番号 V4135CC-503
営業時間　月～金9：30～17：30、土・日・祝日は9：30～13：30

旅行企画･実施 （株）阪急交通社 メディア営業一部　〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1ニューピア竹芝サウスタワー
観光庁長官登録 旅行業 第1847号／一般社団法人 日本旅行業協会正会員

■食事回数：朝２回・昼1回・夕２回、添乗員：同行、バスガイド：同行しません、最少催行人員：各出発
日共３０名様、利用予定ホテル：１泊目：九十九湾ホテルのときんぷら、２泊目：羽咋郡　ロイヤルホ
テル能登、往復航空機利用、利用予定バス会社：丸一観光または北陸エリア利用バス会社（阪急
交通社基準）、※のと鉄道は自由席となるため着席できない場合がございます。※掲載写真はす
べてイメージ、バス座席は相席となる場合がございます。　
※セブンカード・プラス／セブンカードでお支払いください。ご予約時にカード番号をお伺いします。

ご予約・
お問合わせ

検索インターネットでは24時間ご予約受付中 阪急交通社 セブンカード 特選旅行

助成金助成金

のと里山空港 ＆ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画開港20周年開港20周年のと里山空港のと里山空港開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年＆＆ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画ANA70周年特別企画開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年開港20周年

ホテル=◎總持寺祖院（開創700年を迎えた總持寺祖院にて特別御開扉／案内人のガイド付き ）
＝○輪島漆器工房＝○白米千枚田＝◎すず塩田村（日本で唯一残る揚浜式製塩法／
案内人のガイド付き ）=○能登ワイン＝のと里山空港　羽田空港（18：05着）

■スケジュール　
◎=入場観光､○=下車観光（施設等へは入場しません）､▲=乗車にての観光、△=車窓観光となります。

■出発日（2023年）　■旅行代金（おひとり様（６歳以上）・２～４名様１室ご利用の場合）

羽田空港（ご参加しやすい15：25発）　のと里山空港＝九十九湾〈泊〉1

2

3

露天風呂有
世界農業遺産「能登の里山里海」に泊まる ご夕食は能登牛と海鮮炉端焼き

食事＝□□□夕朝

食事＝□□□朝昼

5月 22（月）
6月 1２（月）・26（月）

※国内線旅客取扱施設利用料が別途必要となります。
※１名様１室の場合、12,000円増し（相部屋はございません）

ホテル=○見附島(ユニークな姿の奇岩の島）=穴水駅　　〈▲のと鉄道ローカル列車※〉
能登中島駅（国内にわずか2両の鉄道郵便車の内部へご案内 ／ 案内人付き ）＝◎コスモアイル
羽咋（NASA特別協力の宇宙科学博物館／案内人のガイド付き）＝△千里浜なぎさ
ドライブウェイ＝○氣多大社（縁結びの名所）＝○能登金剛・巌門＝羽咋郡〈泊〉  温泉露天風呂有
ご夕食は能登牛・能登ふぐ・のどぐろを含む能登まいもんづくしのハーフビュッフェ

食事＝□□□夕

20,000円以上
ご利用いただいたいた会員様は

更に30,000円以上
ご利用いただいたいた会員様は

当選確率が2倍に！
当選確率が3倍に！！

ご利用期間 ポイント
加算時期

第2回 2023年5月1日（月）～2023年5月31日（水） 2023年6月末頃

第3回 2023年6月1日（木）～2023年6月30日（金） 2023年7月末頃

第4回 2023年7月1日（土）～2023年7月31日（月） 2023年8月末頃

第5回 2023年8月1日（火）～2023年8月31日（木） 2023年9月末頃

ID:3180
PW:0503

こちらを
クリック

こちらを
クリック

能登牛・能登ふぐを含む地元能登の食材を使った
まいもんづくしのハーフビュッフェの夕食（90分・２日目）

東京駅から新幹線＋特急の場合５時間を、当ツアーは
羽田空港から能登まで航空機利用でらくらく約６０分！

生産量が少なく地元でしか出回らない「ブランド・能登牛
(80g)」・海鮮炉端焼きの夕食（１日目）

２名様１室でも、
どの日に行っても　同代金！同代金！

　■旅行代金（おひとり様（６歳以上）・２～４名様１室ご利用の場合）おひとり様（６歳以上）・２～４名様１室ご利用の場合）（2023年）　■旅行代金　■旅行代金（おひとり様（６歳以上）・２～４名様１室ご利用の場合）
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