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JCB入会サンクスキャンペーンJCB入会サンクスキャンペーンJCB入会サンクスキャンペーン

2015年4～9月に入会された方へのご案内

もれなく！
キャッシュバック

4 1

詳しくは次のホームページで

http://www.jcb.co.jp/r/cpp15/

このキャンペーンはキャンペーン参加登録が必要です。

キャンペーン対象期間中、参加登録のうえそれぞれの条件を満たされた方に、

入会後、3～4ヵ月間のご登録・ご利用で入会後、3～4ヵ月間のご登録・ご利用で入会後、3～4ヵ月間のご登録・ご利用で

4
218406-001・1503 TZ

※2015年2月現在

こちらを
選択

携帯電話・ＰＨＳ利用料金 放送サービス料金

ガス料金 電気料金

便利な会員専用ＷＥＢサービス「 」をぜひご活用ください！便利な会員専用ＷＥＢサービス「　　　　」をぜひご活用ください！便利な会員専用ＷＥＢサービス「　　　　」をぜひご活用ください！MyJCBMyJCBMyJCB

MyJCBのここが便利！

MyJCBの登録方法について

「おしらせメール配信」の設定方法

携帯電話利用料金・公共料金などのお支払い手続きもMyJCBで！

ポイントポイントトトト22

ご利用金額をいつでも確認できる！
未確定の明細を含め、最長8ヵ月分のご利用代金明細を確認できます。

お振替内容確定通知メールでいち早くご利用代金明細を確認！
おしらせメール配信を「希望する」に設定すると、該当月に請求がある方にはご利用代金明細の確定をメールでご案内します。

MyJCBでご住所・お勤め先やお支払い方法の変更などが簡単にできます。ぜひご活用ください。

登録は
こちらから

設定は
こちらから

お持ちのJCBカードと、キャッシュカードなど
お支払い金融機関の口座番号がわかるものを
ご用意のうえ、登録をお願いします。
※お持ちのカードによって、MyJCBに登録できない場合や、一部利用できな
いサービスがあります。
※JCBカードを複数枚お持ちの方は、カードごとのご登録が必要となります。
※一部、カードのご入会と同時にMyJCBに自動登録となる場合があります。

※画面はイメージです。

JCBカードで各種料金のお支払いをするとこんなに便利です。

MyJCBにログイン後、
「携帯電話・公共料金などのお支払いも

カード払いでおトク！」を選択

ご希望の
お申し込み先加盟店を

選択
必須項目を入力して、

登録手続き

MyJCBにログイン
して設定状況を

確認

「JCBからのおトクな
情報を希望される方は
こちら」を選択

必要事項を入力・選択し、「変更確認画面へ」を選択 「変更」ボタンを
選択して、
登録完了！

各項目を入力し、「おしらせメール配信」項目で
「希望する」を選択してください。

ポイントポイント11

ご住所やお勤め先の変更もMyJCBで簡単にお手続き！ポイントポイントトトト33

現在実施中のキャンペーンにその場で登録でき、また、登録済キャンペーンの参加状況も確認できます。
キャンペーンの参加も簡単！ポイントポイントトトト44

次の加盟店については、MyJCBから直接カード払いのお手続きが可能です。次の加盟店については、MyJCBから直接カード払いのお手続きが可能です。次の加盟店については、MyJCBから直接カード払いのお手続きが可能です。

コンビニエンスストアや銀行へ支払いに行く手間が省けます！コンビニエンスストアや銀行へ支払いに行く手間が省けます！コンビニエンスストアや銀行へ支払いに行く手間が省け すンコンビニエンスストアや銀行へ支払いに行く手間が省けます！ 「カードご利用代金明細」が家計簿代わりになって便利！「カードご利用代金明細」が家計簿代わりになって便利！「カードご利用代金明細」が家計簿代わりになって「カードご利用代金明細」が家計簿代わりになって便利！

支払い手続き方法支払い手続き方法払い 方支払い手続き方法

登録
無料！

マイジェーシービーマイジェーシービーマイジェーシービー

ポポ

ポポ

https://my.jcb.co.jp/Login

500500「支払い名人」のご登録で 円

1,6001,600最
大 円

携帯電話利用料金、
公共料金などのお支払いで

200200MyJCBへのログインで 円

200200おしらせメール配信のご登録で 円

1

2

3

4

52232P16_1A2　（株）ジェーシービー　780000034/入会サンクスCP第15期ペラ　2015.03.06 Pro-21（CS4・透明）



カード送付時に同封の「カード発行のご
案内」に記載されている「入会年月日」
をご確認のうえ、下表の期限内にキャン
ペーン参加登録をしてください。

カード発行台紙の「入会年月日」が、下表に記載の
「ご入会年月」と一致しない場合は、たいへんお手
数ですが、下の「JCBインフォメーションセンター」
までご連絡ください。

お申し込みの際にお渡しする、もしくは、後日JCBよりお届けする『預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書』に
お支払い口座の指定・自署捺印をし、JCBへお送りください。

※口座設定には1ヵ月程度お時間がかかりますので、早めにお手続きください。
※捺印が金融機関へのお届印と異なる場合、再度捺印をお願いする場合があります。

キャンペーン参加登録をする

カードを使う
各種締切日

キャッシュバックを行うには口座登録が必要です。設定されていない方はお早めにご登録ください。

キャッシュバック条件キャッシュバック条件キャッシュバック条件キャッシュバック条件2ページの に記載の、
各種ご登録・ご利用などを、下表の期限内に行ってください。

2 3

※電話番号は、お間違いのないようおかけください。
※一部の電話機でご利用になれない場合があります。

2. お電話で（24時間・年中無休・自動音声）

1. ホームページで
ホームページにアクセス 「キャンペーンに参加」ボタンをクリック

アンケートにご協力いただける場合は、
広告番号“10”を入力

福岡 092-725-3247 札幌 011-271-9073
東京 0422-72-3155 大阪 06-6945-6852

＜参加登録方法＞ ※キャンペーンのご登録にはJCBカード番号（16桁）が必要となります。

http://www.jcb.co.jp/r/cpp15/

＜お問い合わせ＞

9：00AM～5：00PM（年中無休） 福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
東京 0422-76-1700 大阪 06-6941-1700JCBインフォメーションセンター ※電話番号は、お間違いのないようおかけください。

※一部の電話機でご利用になれない場合があります。

お問い合わせの際は、右のお問い合わせ番号をお伝えください。 キャンペーン専用お問い合わせ番号 14-135

＜ご注意事項＞
※JCBデビットなど、一部本キャンペーンの対象とならないカードがあります。
※キャンペーン期間中のご利用分を自動集計し、キャンペーン終了後にキャッシュバックしま
す。なお、参加登録時期にかかわらず、対象期間中のご利用分を集計します。
※キャンペーン終了後の自動集計を行う時点でJCBカードを退会されている場合、また、お
支払い口座が設定されていない場合はキャッシュバックの対象となりません。

※口座設定後、自動集計を行う時点で口座変更のお手続きをされている場合は、対象とな
らない場合があります。

※カードのお切り替え、再発行に伴いカード番号が変更になった場合は、対象とならない
場合があります。（すでにJCB一般カードをお持ちの方がJCBゴールドカードを、JCBゴー
ルドカードをお持ちの方がJCB一般カードを申し込まれた場合はお切り替えとなり、対象と
なりませんのでご注意ください。）
※ご請求の取り消しがあった場合には対象とならない場合があります。
※「支払い名人」は、カードお申し込み時点で登録された方、およびキャンペーン参加登録
以前に登録された方も、キャッシュバック対象となります。

キャッシュバック条件キャッシュバック条件キャッシュバック条件キャッシュバック条件 キャッシュバックを受けるにはキャッシュバックを受けるにはキャッシュバックを受けるにはキャッシュバックを受けるには

（※1）通常、毎月15日までのカードご利用分が翌月のお振替分として請求されます。
売上票の到着が遅れ、上の「お振替分」の締切に間に合わなかったカードご利用分は、キャンペーンの対象となりません。

（※2）「カードご利用代金明細」にて金額をマイナス表示します。当月お振替のない場合は、ご登録の口座にお振り込みします。

ご入会年月
キャンペーン参加登録

キャッシュバック時期（※2）

2015年4月

2015年11月10日（火）お振替時

2015年5月 2015年6月

ご入会年月

お支払い口座
設定完了期限

2015年４月

2015年
8月15日（土）

2015年5月

2015年
9月15日（火）

2015年6月

2015年
10月15日（木）

2015年7月

2015年
11月15日（日）

2015年8月

2015年
12月15日（火）

2015年9月

2016年
1月15日（金）

さらに

※キャッシュバック金額は、上限1,600円となります。
※携帯電話利用料金のなかに、PHS利用料金も含みます。
携帯電話・PHS利用料金の両方をJCBカードで支払っても1種類となり、600円のキャッシュバックとなります。
※携帯電話利用料金・プロバイダー料金・固定電話料金など、複数のお支払いがまとめて請求される場合、本キャンペーンのキャッシュバック対象とならな
い場合があります。
※今回入会されたJCBカードにてお支払い手続きを行い、キャンペーン対象期間中にご請求が発生することで、条件を満たしたことになります。
※お支払い登録手続きからご請求が発生するまでに、2ヵ月以上かかることがありますので、早めのお手続きをおすすめします。
※一部の加盟店についてはMyJCBから直接登録手続きができます。詳しくは4ページをご覧ください。
※本会員と家族会員が同時期にカードに入会した場合、同一口座でのキャッシュバック金額は上限1,600円となります。
※家族カードに追加で入会された方は、ご入会年月日から過去1年間に本会員が「JCB入会サンクスキャンペーン」にて携帯電話・公共料金などのお支払
いによるキャッシュバックを受けている場合、　 のキャッシュバックの対象とはなりません。

携帯電話利用料金・公共料金などのお支払い

◇１種類のお支払いで ◇２種類のお支払いで 1,000円600円

1
右の対象料金のうち1種類をJCBカードにセット（カード払い指定）
して、料金をお支払いになると、もれなく600円キャッシュバック！
もう1種類（合計2種類）をお支払いになると、
さらに1,000円キャッシュバック！

〈対象料金〉

※MyJCBへの登録方法は4ページをご覧ください。登録後、ID・パスワードを入力し、ログインしてください。
※すでにMyJCB IDをお持ちの方は、ログインするだけでキャッシュバックの対象となります。
※一部MyJCBに登録できないカードがあります。

MyJCBへのログイン

200円

会員専用WEBサービス「MyJCB（マイジェーシービー）」に登録のうえ、
１回以上ログインすると、もれなく200円キャッシュバック！

3

※MyJCBにログイン後、「Eメールアドレスの変更・各種Eメールの配信登録／停止」よりお申し込みください。
詳しくは4ページをご覧ください。
※キャンペーン終了後、自動集計を行う時点で「希望する」に設定されている方が対象となります。

おしらせメール配信のご登録

200円
おしらせメールの配信を「希望する」に設定すると、もれなく200円キャッシュバック！

4
＠＠

「支払い名人」のご登録2

※「支払い名人」ご登録中、ショッピング1回払いで利用できる金額はショッピングリボ払い利用可能枠の範囲内となり、
ショッピングリボ払い利用可能枠を超えるご利用はできません。
※入会時の審査およびカードのご利用状況等により、登録できない場合があります。
※JCB EITは対象となりません。
※キャンペーン終了後、自動集計を行う時点で登録されている方が対象となります。
※家族会員の方は「支払い名人」に登録できません。
※家族カードに追加で入会された方は、本会員が3ページの期間中に「支払い名人」に登録することでキャッシュバックの対象となりますが、ご入会年月日
から過去1年間に、本会員が「JCB入会サンクスキャンペーン」にて「支払い名人」登録におけるキャッシュバックを受けている場合、キャッシュバックの対
象となりません。
※本キャンペーンは、JCBが同時期に実施する他の「支払い名人」登録キャンペーンの対象とはなりません。

「支払い名人」に登録すると、もれなく500円キャッシュバック！
★「支払い名人」とは、お店で「1回払い」と指定したものが自動的にショッピングリボ払いになるお支払い方法です。

500円

1

2

3 MyJCBへのログイン
4 おしらせメール配信登録

「支払い名人」のご登録

携帯電話利用料金・
公共料金などのお支払い（※1）

キャンペーン参加登録
1

2

3 MyJCBへのログイン
4 おしらせメール配信登録

「支払い名人」のご登録

携帯電話利用料金・
公共料金などのお支払い（※1）

2015年8月15日（土）
2015年9月10日（木）
お振替分まで

2015年12月10日（木）お振替時

2015年9月15日（火）
2015年10月13日（火）

お振替分まで

2016年1月12日（火）お振替時

2015年10月15日（木）
2015年11月10日（火）

お振替分まで

2015年7月

2016年2月10日（水）お振替時

2015年8月 2015年9月

2015年11月15日（日）
2015年12月10日（木）

お振替分まで

2016年3月10日（木）お振替時

2015年12月15日（火）
2016年1月12日（火）
お振替分まで

2016年4月11日（月）お振替時

2016年1月15日（金）
2016年2月10日（水）
お振替分まで

ご入会年月

キャッシュバック時期（※2）

キャンペーンコード（221167）を入力

1

※　 ・　 はキャンペーン参加登録したカードごとに条件を満たすと、本会員・家族会員の方それぞれがキャッシュバックの対象となります。

※本カード・家族カードいずれもキャンペーン参加登録が必要です。

3 4

詳しくは次のホームページをご覧ください。

http://www.jcb.co.jp/r/cpp15/
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