ご利用の手引
今すぐご署名ください。
サインのないカードはご利用いただけません

お届けした「クレジットカード」のお名
前を確認の上、カード裏面の署名欄に
ご自身でサインをご記入ください。
●必ず直筆でサインをご記入ください。
●漢字でもローマ字でもかまいません。
●使い慣れた字体でご記入ください。
（漢字でも世界中で通用します）

※ご本人様以外のカードのご利用はできません。

https://www.xebiocard.co.jp/

ご利用にあたって

年会費について
ゼビオカード
ヴィクトリアカード
ネクストカード

カードの機能をご確認ください。
【会員番号】

あなたの会員番号（16桁）です。お問い
合わせやお申し込みの際に必要となります。

00-00

6000001234567

【有効期限】

5250 1234 5678 9012

月・年

【ポイントカード番号】

00-00

8820001234567

13 桁

2年目以降 1,250円（税抜）

ご利用可能枠の範囲内でご利用ください。
ご利用可能
（カード送付時の台紙）
または
枠は、
「カード送付明細」
「ご利用明細書」
にてご確認ください。

え、お支払い方法をお申し出くだ

さい。（P5ご参照）

無料

10,000円（税抜）

※キャッシング
（1回・リボ）、年会費等はご利用額にカウントされません。

インターネットサービス｢アットユーネット｣ご登録で、
ご登録期間中の年会費（1,250円 ）が無料となります。
対象は有効期限月の前月末までに、アットユーネットのご登録完了が弊社にて確認できた場合に限ります。

年会費の引落日と年会費無料となる利用期間

加盟店名
カード利用日

2 ご利用金額をご確認ください。

お支払い方法

5250 1234 5678 9012

3 暗証番号のご入力または売上票の
署名欄にサインをしてください。
※売上票の「お客様控え」は、大切に保管して

00-00

お支払いの合計金額

ください。
※売上票は端末機によって異なります。

署 名 欄

6000001234567

カード券面から有効期限月を
確認して下さい。
有効期限月

ご利用明細書が届いたら
アットユーネット（P.10）

ご利用明細書の「当月お支払い総合計」
「ご利用明細」をご確認ください。

1 当月お支払い総合計
1

（金融機関が休業日の場合は、
翌営業日の引落となります。）

ご利用日・ご利用店名・
ご利用金額等を
ご確認ください。

10,000円（税抜）

※利用期間とお引落予定日の関係は、あくまで目安となります。
※下記期間にご利用いただいた場合でも、加盟店からカード会社へのご利用データの発送
状況により、対象期間のご利用とならない場合がありますことをご了承ください。

1 加盟店にてカードをご提示のう

2 ご利用明細

無料

年間50,000円（税込）
以上のショッピングご利用で翌年度
年会費
（1,250円 ）
が無料となります。※家族会員ご利用分も加算されます。
〈翌年度以降の年会費無料とするためのお支払例〉
◎カード裏面記載店舗でのカード支払い = ○
◎ゼビオグループ以外でのカード支払い = ○
◎携帯電話、公共料金などのカード支払い = ○
◎UC ETCカードのカード支払い
=○
・・・・
◎カード裏面記載店舗での現金払い
=×

ご利用可能枠について

以下の手順でご利用いただけます。

5日に自動引落される
金額です。

料

家族
カード
1人目無料
2人目1,000円（税抜）
1人目無料
2人目1,000円（税抜）

︵税抜︶

ご利用の際は
このマークが
目印です。

無

ゼビオ
ゴールドカード

家族
カード

︵税抜︶

5250 1234 5678 9012

初 年 度

（初年度は年会費無料です）

2

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

5万円以上のご利用がない
場合のお引落予定日

翌 年 3╱5
翌 年 4╱5
翌 年 5╱5
翌 年 6╱5
翌 年 7╱5
翌 年 8╱5
翌 年 9╱5
翌 年 10╱5
翌 年 11╱5
翌 年 12╱5
翌々年 1╱5
翌々年 2╱5

年間5万円のご利用で
翌年の年会費が
無料になります。
※ゴールドカードは対象となりません。
※キャッシング（1回・リボ）、年会費等を除く
ご利用金額の合計になります。
※家族会員ご利用分も加算されます。

下記期間のご利用が対象となります。
当 年 1╱11〜 翌 年 1╱10
当 年 2╱11〜 翌 年 2╱10
当 年 3╱11〜 翌 年 3╱10
当 年 4╱11〜 翌 年 4╱10
当 年 5╱11〜 翌 年 5╱10
当 年 6╱11〜 翌 年 6╱10
当 年 7╱11〜 翌 年 7╱10
当 年 8╱11〜 翌 年 8╱10
当 年 9╱11〜 翌 年 9╱10
当 年 10╱11〜 翌 年 10╱10
当 年 11╱11〜 翌 年 11╱10
当 年 12╱11〜 翌 年 12╱10

※年会費は上記該当の引落日（土日祝の場合は翌営業日）にご登録の口座より自動引落させていただきます。
こ れま で の お 引 落 金 額 の ご 確 認 は ゼ ビ オカ ードデ スクま で

03-6893-8288

XEBIO CARDを使ってもっとお得に
毎月のお支払いにXEBIO CARDが使え、1,000円につき5ポ
イント貯まります。貯まったポイントはカード裏面記載の店舗で
1ポイント＝1円で1ポイントからご利用いただけます。

ポイントアップモール
最大18倍の特別ポイントを進呈します。

携帯電話・ＰＨＳのお支払い（1,000円につき10ポイント）
◎NTTドコモの携帯電話から
最寄りのドコモショップでも
お手続きいただけます。

貯まったポイントは、こちらの店舗でご利用いただけます。

※一部店舗を除く

通話無料

◎ワイモバイルの携帯電話から

116

（局番なし）

（2018年9月現在）

ご利用はゼビオカードホームページより

https://www.xebiocard.co.jp/pointup/

ゼビオカード

UC ETCカード（1,000円につき5ポイント）

XEBIO CARDでお支払いいただける各種料金

NTT東日本、西日本のWEBでも申込みできます。

※ETCのご利用にあたっては、車載機が別途必要になります。
車載機は、
カーディーラー、
カー用品店などでお求めください。

UC音声応答センター
各プロバイダーへお申込みください。

検索

シ ョッ ピ ン グ
XEBIO CARDは、ゼビオグループ全店及び国内外のUC、
マスターカード加盟店でご利用いただけます。

1 1回払い

お支払い方法 「1回払い」
「2回払い」
「ボーナス一括払い」
「分割払い」
「リボ払
い」がお選びいただけます。ライフスタイルに合わせ、計画的にご利用ください。

ショッピングリボ変更サービス

金利手数料無料

毎月10日に締切り、翌月5日にご指定の口座から自動引落しいたします。

締め切り日
前月11日

アットユーネット（P.10）

1回払い・2回払いやボーナス払いのショッピングご利用分をご利用後に「リボ払い」に変更できるサービスです。

お支払い日

当月10日

お手続き方法

翌月5日

☎

ご利用期間

お支払い日

お支払い日

当月10日

翌月5日

翌々月5日

ご利用期間

次回お支払い日「毎月5日」の前月15日までのお申し込みの場合（前リボ）
「1回払い」
ご利用分のすべてを「リボ払い」に変更し、次回お支払い日からリボ
払いでのお支払いとなります。

次回お支払い日「毎月5日」の前月16日〜申込締切日※1（後リボ）

「1回払い」
「2回払い」
「ボーナス一括払い」を「リボ払い」に変更し、次回お支払い
日の翌月からリボ払いでのお支払いとなります。

※1. お申し込み締切日は、下記金融機関の場合、決済日の5営業日前と
なります。その他の金融機関は7営業日前、または8営業日前となります。
お支払い日の5営業日前・昼12時までお申し込みいただける金融機関

地方銀行

金利手数料無料

支払猶予期間を長めにできる、便利なお支払い方法です。

信託銀行
そ の 他

ご利用いただける期間
12月11日〜6月15日までのご利用分

8月5日のお支払い

7月11日〜11月15日までのご利用分

1月5日のお支払い

毎月のお支払い額

＝

毎月のお支払い元金

＋

手数料

※手数料（実質年率：15.00％）
日々のご利用残高（毎月11日〜翌月10日まで）
に手数料を乗じ、
日割り計算（年365日、
うるう年は年366日）
した金額を1ヶ月分として、翌々月5日に後払いしていただきます。

お支払いの「回数」を選ぶ

お買い物の際、回数を指定するだけです。また「ボーナス併用払い」も
ご利用いただけます。
ご指定された回数に応じて所定の「手数料」がかかります。
支払回数（回）
実質年率（％）

3

5

6

10

12

15

18

20

24

10.25 11.25 11.75 12.25 12.50 12.50 12.50 12.50 12.75

利用代金100円当りの手数料（円） 1.71 2.85 3.42 5.70 6.84 8.55 10.26 11.40 13.68

月々の支払額を
変更できます

5 分割払い

みずほ信託╱三井住友信託
全国の労金╱ゆうちょ銀行╱播州信用金庫╱住信SBIネット╱イオン╱楽天

※「2回払い」のご変更については、1回目、
2回目のご請求ごとにお申し込みが必要です。※「ボー
注意事項
ナス一括払い」はお支払い月
（1月・8月）のショッピングリボ変更サービスお申し込み期間にお申し
込みが必要です。※本サービスお申し込み後の変更・取消は受付できません。※分割払いご利用代金、
キャッシング
（1
回・リボ）の返済金・カード年会費、保険料等はリボ払いに変更できません。※「リボ払い」のご利用可能枠を超過する部
分のご利用代金は一括してお支払いいただくこととなります。※「リボ払い」には所定の手数料がかかります。
（実質年
率：15.00％）
※ショッピングご利用可能枠の一時利用増額をご利用中のお客様は、
リボ変更のご利用ができません。

余裕がある時は
自由に返済できます

ライフスタイルに合わせた自由なお支払い

みずほ╱りそな╱埼玉りそな╱みちのく╱北都╱荘内╱千葉興業╱
北越╱大垣共立╱近畿大阪╱福岡╱きらやか╱福邦╱第三╱島根╱
トマト╱もみじ╱徳島╱肥後╱豊和╱南日本╱十八╱長崎╱熊本╱
福岡中央╱佐賀共栄╱宮崎太陽╱香川

※「営業日」
とは、金融機関営業日
（土日祝を除く平日）
を指します。

※加盟店によりお取扱い期間、
お取扱金額が異なる場合がございます。

お買い上げ金額やご利用件数にかかわらず、毎月ご指定のお支払い元金と
手数料をお支払いいただく方法です。また、毎月のお支払い日以外でも、
銀行やコンビニのATMから
「繰上返済」
（臨時のご入金）
もできます。

③あとは自動音声に従ってご操作ください。

お申し込み日によって、お支払いの時期が異なります。

都市銀行

3 ボーナス一括払い

06-7709-8582（24時間自動音声受付）

▲

締め切り日

大阪

②暗証番号（4桁）
を入力

▲

ご利用金額を、半分ずつ2回に分けてお支払いいただきます。毎月10日に
締切り、翌月と翌々月の5日に自動引落しいたします。

支 払 額 を一定 に で き ま す

金利手数料無料

4 リボ払い

03-6893-8400

①会員番号（16桁）
を入力

2 2回払い

前月11日

東京

ショッピングリボ変更サービス受付専用ダイヤル

ATMでのご返済（ご入金）について
・みずほ、りそな、埼玉りそな、三井住友、三菱UFJ、セブン銀行、
その他一部地方銀行やコンビニエンスストアのATMから入金できます。
・平日8：45〜18：00、千円単位（ATMによっては1万円単位）で入金可能で、
元金に充当します。

リボ払い支払コースの変更
アットユーネット（P.10）
■お支払い元金のご指定
5,000円〜60,000円まで（5,000円単位）でお支払い金額を設定いただけます。
決めた金額を越えた分は翌月へ繰り越します。

お手続き方法

☎

東京

UCリボお支払いコース変更ダイヤル

03-6893-8410

①会員番号（16桁）
を入力

大阪

06-7709-8581（24時間自動音声受付）

②暗証番号（4桁）
を入力

※お支払月の前月10日23：59までにお手続きください。

③あとは自動音声に従ってご操作ください。

ショッピングリボ変更サービス

（P.9 ゼビオカードデスク サービス番号

キャッシング（1回・リボ）
※使いすぎにご注意ください。

）

アットユーネット（P.10）

XEBIO CARDをリボ払い専用
カードにすることができます。
「リボ専用カード」にご登録いただくと、すべてのショッピング1回
払い・2回払い・ボーナス一括払いのご利用分が自動的に｢リボ払
い｣になります。リボ払いがご利用いただけない加盟店や海外の
ショッピングも、安心してご利用いただけます。

キャッシング枠の付帯されていない方はご利用できません。
XEBIO CARDと暗証番号で銀行、郵便局、コンビニ、JR主要駅などに設置されているCD・ATM
から、お借り入れいただけます。ご返済は「1回払い」または「リボ払い」からお選びいただけます。

銀行やコンビニのATM（国内外）でご利用できます。
空港などにあるMastercard®/Cirrus®のロゴマークが
表示してあるATMで、世界中どこでも迅速に現金を引
き出すことができます。

手続き

不要

■毎月のショッピング支払額を一定にしたい
■月々の支払額を少なくしたい
■お店でリボ払いと言いにくい

暗 証 番 号

00-00

6000001234567

※海外でのご利用枠はキャッシング
（1回）のご利用可能枠の範囲内でご利用いただくこととなります。

いつでもキャッシュイン・サービス
あらかじめ、キャッシング
（1回・リボ）のご利用枠を設定されている方
には、お電話で、キャッシング
（1回・リボ）のお申し込みを受け付け、最
短数十秒でカードご利用代金お支払い口座にお振り込みいたします。

アットユーネット

（P.10）

※キャッシング
（1回・リボ）
の利息・手数料は、
口座振込日より計算いたします。
※お申し込みが土、
日、祝・休日の場合は、右記時間帯にかかわらず翌営業日の9：00頃のお振り込みとなります。

お申し込み時間
0：00〜8：59
9：00〜14：30
14：31〜23：59

メリット1

お申し込み方法

◉お支払い額を自由に選べる
• 月々の支払額は1万円〜6万円（+手数料）に5千円単位で
自由に設定できます。
• ご入会時は1万円で設定されています。
• 変更は、WEBまたは電話で簡単に受け付けられます。

☎

東京

03-6893-8420

銀行ATMでお好きな時に元金の返済が可能です。
・ご利用の際は、
「1回払いで」
とご指定ください。
・ご利用には手数料がかかります
（実質年率15.0％）
・分割払いは引き続きご利用いただけます。

名

称

融資利率

返済方式
使って安心！
もしものときの
プロテクション！

XEBIO CARDのお支払いで購入された商品の破損・盗難等
による損害を、ご本人様ご負担3,000円で補償いたします。
※ご購入日から60日以内に限ります。 ※補償上限額は10万円とさせて
いただきます。※国内で購入された商品に限ります。また、商品によって
は本保険の対象外となる場合があります。
※上記は動産総合保険の概要を記載したものです。詳しくは普通保険約款・
特約集等をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご
請求ください。ご不明な点につきましては取扱代理店または引受保険会社
までお問い合わせください。
（2019年4月）
B19-100002

大阪

06-7709-8584（24時間自動音声受付）

②暗証番号（4桁）
を入力

③あとは自動音声に従ってご操作ください。

キャッシング
（1回・リボ）サービス早わかり表

メリット2

◉余裕があるときに簡単にお支払いができる

お振り込み時間
当日9：00頃
お申し込み後数十秒後
翌営業日9：00頃

いつでもキャッシュイン・サービス受付専用ダイヤル

①会員番号（16桁）
を入力

融 資 金

（動産総合保険）

＊＊＊＊

5250 1234 5678 9012

暗証番号をお忘れの場合、ゼビオカードデスク 03-6893-8288までお問い合わせください。
（P9ご参照）

「リボ専用カード」に登録しておけば、
ちょっと大きな支払いが重なっても、
月々の支払いが一定だから安心

ショッピングプロテクション

XEBIO CARDと
暗証番号でOK

返済期間
返済回数
担

保

遅延損害金 年利20.00％

キ ャッ シ ン グ リ ボ
キャッシング 1回
利用可能枠（1〜300万円）の 利用可能枠（1〜30万円）の
範囲内（1万円単位）
範囲内（1万円単位）
借入可能枠が、
100万円未満の場合
→年利18.00％（※1）
年利18.00％
100万円以上の場合
→年利15.00％
（※2）
・元金定額返済（1万円〜5万円）
・ボーナス月元金増額返済
元利一括返済
（5万円以上）
・ボーナス月のみ元金返済（※3）
100万円未満の場合→1ヶ月〜160ヶ月
23日〜56日
100万円以上の場合→1ヶ月〜100ヶ月
100万円未満の場合→1回〜160回
1回
100万円以上の場合→1回〜100回
不 要
不 要

※1：お借入可能枠が100万円未満の場合、
ゼビオゴールドカード会員は実質年利15.00％となります。
※2：元金定額返済における月々の返済元金は、当社が認めた場合は5千円〜5万円となります。
※3：ボーナス月のみ元金返済方式は、当社が認めた場合に限りご利用いただけます。
※4キャッシング
（リボ）
をご利用日にご返済される場合は、1日分の利息をいただきます。

〈新規ご入会の会員様へ〉新規ご入会時のお申込みはキャッシング（リボ）となります。
日本貸金業協会会員番号第002702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：03-5739-3861

会員番号
16桁を入力

1

2

暗証番号
4桁を入力

3

自動音声に従ってご希望の
サービス番号をプッシュ

各種変更

2

ご利用可能金額、ご利用限度枠の引上げ照会
キャッシング・ショッピングリボ・分割払い照会
請求金額照会・支払相談

3
4

5

ポイント照会
1 ゼビオカード・ネクストカード

6
7

2 ヴィクトリアカード

カード解約
その他問い合わせ（オペレーター対応）

☎UC音声応答センター 0120-668-620
（24時間・年中無休） ［海外からご利用される方の専用ダイヤル］81
-3-6893-8499
（国番号）

会員番号
16桁を入力

2

暗証番号
4桁を入力

請求金額・利用残高照会

2

1

3

（有料）

自動音声に従ってご希望の
サービス番号をプッシュ

サービス番号
1
3

※ご請求金額は毎月20日前後に更新します。

暗証番号 変更

※受付時間

0000

※サービス番号 5 6 はご利用いただけません

2018年9月現在

パンフレット名
中部電力カード払い申込書
関西電力カード払い申込書
中国電力カード払い申込書
四国電力カード払い申込書
九州電力カード払い申込書
沖縄電力カード払い申込書
NTT東日本カード払い申込書
NTT西日本カード払い申込書
NHKカード払い申込書
SMART ICOCA入会申込書

電気・ガス・水道料金
電話

電気・ガス・水道料金

放送

資料コード
6020
6030
6032
6023
6022
6033
6034
6035
6031
6021
6025

ドメイン指定受信をご利用の方は

ゼビオカードホーム
ページにアクセス！

https://www.xebiocard.co.jp/

㊟お手元にXEBIOCARDと
ご登録のキャッシュカードを
ご用意下さい。

mail.uccard.co.jp

ご利用登録する

カード番号、生年月日、
口座番号下4ケタ、
アドレス、パスワードの登録
をクリック

を受信許可に変更をお願いします。

完了メール
が届く

ログイン
してご確認

※完了メール等の
到着に10分程度
かかることが
あります。

アットユーネットの機能・サービス一覧
能

説

PC 携帯

明

資料コード
6024
6284
6026
6027
6028
6029
6041
6042
6040
6060

｢Web明細｣にご登録いただくと、郵送の｢ご利用明細書｣を停止し、
｢ご利用明細照会｣画面からダウンロードいただけます。

○

○

○

○

○

いつでもキャッシュ 平日14：30までのお申込みなら、最短数十秒でご希望の金額をお客様のご登録
○
イン・サービス 口座にお振り込みいたします。口座への振込手数料は当社が負担いたします。

○

カード登録内容 カード名義（姓のみ）
・住所・電話番号の変更、勤務先・学校の
○
変更、Web明細への切替・解除などを行えます。
の変更

○

各種お申込み ETCカード、各種公共料金カード払いのお申込み、各種

○

○

○

─

Web明細

おくって！ダイヤル 資料コード一覧
パンフレット名

アットユーネット

検索

■ご登録方法

（下記おくって!ダイヤル 資料コード一覧ご参照）

9：00〜19：30（土日祝・年末年始休）

UC ETCカード入会申込

北海道電力カード払い申込書
北海道ガスカード払い申込書
仙台市ガス局カード払い申込書
東京電力＆京葉ガスカード払い申込書
東京電力・東京ガスカード払い申込書
東京都水道局カード払い申込書
多摩地区都営水道カード払い申込書
横浜市水道局カード払い申込書
大阪ガスカード払い申込書
東北電力カード払い申込書
北陸電力カード払い申込書

ゼビオカード

ご請求金額、
カード利用内容、明細の確認ができます。カードの
○
ご利用明細確認
ご利用可能枠、
ご利用可能額やご利用履歴も確認できます。

・カード再作成は不要です。・新暗証番号登録後、30分程度でご利用可能となります。
※家族カードをお持ちの方は、それぞれのカードについてご変更のお手続きをお願いいたします。
※生年月日や電話番号にかかわる番号など、変更いただけない番号があります。
※ATMやCD機で間違った暗証番号を複数回入力されますと、
ご利用の制限をさせていただく場合があります。
※ICカードのお客様は、
カードの再作成が必要となります。後日、
「変更届」をお送り致しますので、
「変更届」に
ご記入のうえ、同封の返信用封筒でご返却願います。

7

httpｓ://www.xebiocard.co.jp/

おくって！ダイヤル 資料コード4桁を入力して下さい。

※「資料コード一覧」は下記「おくって！ダイヤル資料コード一覧」をご確認ください。

4

パソコン・携帯電話から24時間ご利用可能

機

利用可能金額照会

資料請求 （UCおくって！ダイヤル）

さらに インターネットサービス｢アットユーネット｣をご登録で期間中の年会費（1,250円 ）が無料！

アットユーネットご登録方法

サービス番号
1

︵税抜︶

☎ゼビオカードデスク 03-6893-8288
月〜金 9：00〜17：30 土日祝 9：00〜17：00

会員登録
利用料無料

アットユーネット

各種ご照会・お申込み・ご請求

※｢Web明細｣を登録されないお客様には従来通り、ご利用明細を郵送いたします。
※携帯電話でのダウンロードサービスはご利用いただけません。

お手元のカードをリボ払い専用にできる｢リボ宣言（楽リボ）｣の登録・解除や、1回払い・

お支払い方法
2回払い・ボーナス払いのお買い物を簡単にリボ払いに変更することができます。
の変更
また、お支払いコース（毎月のリボ払い額）の変更もできます。

資料請求などのお申込みが可能です。

安心してインターネットショッピングをご利用頂くための、本人確認サービスです。

本人認証サービス カード利用時に、アットユーネット！のパスワードを入力し、本人確認を行います。

※XEBIO CARDはUCカードのサービスをご利用できます。
（一部除く）
※システムメンテナンスにより、定期的にアットユーネットサービスを停止させていただきます。
お客様には
ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご容赦いただきますようお願い申し上げます。
日程等はゼビオカードホームページをご確認ください。

ゼビオカードホームページ
お得な情報が満載のゼビオカードホームページ

https://www.xebiocard.co.jp/
ゼビオカード

●最新のキャンペーン情報
●お得な割引が受けられる提携サービス一覧

検索
●クレジットカードの便利な使い方
●紛失、盗難など困ったときの連絡先 など

ご注意ください。
暗証番号は大切に

①暗証番号は、キャッシング（1回・リボ）およびショッピング利用に必要です。大
切に管理し、第三者に知られないようにご注意ください。
②カード会社や警察になりすまし、電話で暗証番号を聞き出そうとする悪質な
手口が発生していますのでご注意ください。
③登録されている暗証番号がご不明な方は、ゼビオカードデスクまでお問い合
わせください。

会員規約は必ずお読みください

会員規約には、重要なことが記されています。カードをご利用になる前に、必ず
ご一読ください。

カードの貸与は禁止されています

カード表面に印字されたご本人様以外は、たとえご家族であってもカードをご
利用することはできません。絶対に貸与なさらないでください。

お名前・ご住所・ご勤務先が変わったら、変更届をお忘れなく

お名前やご住所、
ご勤務先などが変更になった場合は、お早めに、
ゼビオカード
デスクまでご連絡を！変更のお届けが遅れますと、
ご利用明細書などの重要な
郵便物がお手元に届かないなどの不都合が生じます。変更のお届け・変更用紙
のご請求は、
ゼビオカードデスクへお電話ください。

カードの盗難や紛失に気づいたらすぐにご連絡を！
！

カードの盗難や紛失にあわれた場合は、
すみやかに紛失・盗難専用ダイヤルへ
お電話でご連絡のうえ、所定の手続きをお取りください。

クレジットカードに関するお問合せ先
ゼビオカードデスク

03-6893-8288

月〜金／9：00〜17：30

土・日・祝／9：00〜17：00

操作方法はP.9を参照

紛失・盗難時のお問合せ先
紛失・盗難専用ダイヤル

03-6688-7669
大阪 06-7709-8500

東京

24時間・年中無休

各種ご照会・お申し込み・ご請求先
UC音声応答センター

0120-668-620
24時間・年中無休

ゼビオカードではUCのサービスをご利用いただけます。
（一部除く）

操作方法はP.9を参照

ゼビオカード株式会社

東北財務局長（5）第00150号

※本冊子に掲載されているサービス等は2018年10月現在のものです。

XC-0005-1810

