
「日産カードインフォメーション」の用紙は、
原材料の一部に再生紙を使用しております。

環境対応植物油使用インキを
使用しています。

NISSAN  CARD  INFORMATION

カードの裏には、
サインが必要です。ICチップを搭載したクレジットカードでは、ショッピングの際に「暗証番号」の入力が必要になることがあります。暗証

番号は、クレジットカードを利用されるご本人さまを確認するために必要となる大事な番号ですので、お客さまご自
身で設定し、他人に教えたりしないようにご注意ください。

●ご本人さまのサインのないカードはご利用できません。
●ご本人さま以外のカードのご利用はできません。

日産カード各種お問い合わせ先
〈お支払い口座等のご変更やカードの紛失・盗難のお届けは〉
カードインフォメーションデスク TEL.0120-917-623 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●受付時間／9：00～17：30（年中無休）
携帯電話の方は次のダイヤルをご利用ください。　TEL：0570-666-823（有料）
上記受付時間外 TEL.0120-941-323 ●カードの紛失・盗難のみの受付となります。

〈日産ポイントに関することなら〉
日産ポイントデスク  　  0120-815523
　　　　　　　　　　　　　　　●受付時間／9：00～17：30（年中無休）
・電話番号はお間違えのないようおかけください。
・お電話の際はお手元に日産カードをご用意のうえ、会員ご本人さまよりご連絡ください。

カードご利用時、1回払い・2回払いなどに指定したお支払いを、お電話1本でリボ払いに変更できる便利なサービスです。

リボ宣言は、ショッピングご利用分が自動的にリボ払いになるサービスです。
毎月15日（土・日・祝日は前営業日）16時までにお申込みいただくと、翌月のお支払い分からリボ払いに変更となります。

お支払い日 受付締切日

2020年 8月 5日 2020年 7 月 27日 昼12：00 （右記金融機関ご指定の方は 2020年 7月 29日 昼12：00）

2020年 9月 7日 2020年 8月 27日 昼12：00 （右記金融機関ご指定の方は 2020年 8月 31日 昼12：00）

リボ変更サービスのご利用について

＊お申込みいただいた「リボ変更サービス」の内容は、ご利用明細書及びWebオンラインサービスには反映されません。別途書面「お支払い方法変更のお知らせ」でご通知いたします。
※受付締切日は予告なく変更となる場合がございます。

「リボ変更サービス」のお申込みはこちらから

TEL．03-6893-8455（24時間自動音声対応）
お電話の前にカード番号（4542または5250から始まる16桁）と暗証番号をご確認ください。

【対象金融機関】
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、住信ＳＢＩネット、イオン、楽天、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

・日産カードVisa・Mastercardの個人の本人会員（含むNISMO CARD）の方々にご利用いただくサービスです。
（家族、法人会員及び日産カード（ハウスカード）会員の方はご利用いただけません。）
・分割払いご利用代金、キャッシングリボルビングの返済金、ショッピングリボルビングの返済金、カード年会費は、リ
ボ払いに変更できません。
・本サービスお申込み後の変更、取り消しは受付できません。
・退会、及び延滞中である場合、本サービスのお申込みはできません。
・収納代行会社（みずほファクター、ヤマトクレジットファイナンス）経由のお支払いの方は、ご利用いただけません。

注意事項

・日産カードVisa・Mastercardの個人の本人会員（含むNISMO CARD）の方々にご利用いた
だくサービスです。（家族、法人会員及び日産カード（ハウスカード）会員の方はご利用いただけ
ません。）
・「リボ宣言」お申込み後は、「2回払い」「ボーナス一括払い」をご指定いただいた場合でも、自
動的にリボ払いに変更されます。

・「リボ宣言」お申込み後も、分割払いはご利用いただけます。
・「リボ宣言」の解除をされた場合、一部の変更及び請求確定分については、「1回払い」に変更
いただけません。

・カード年会費、再発行費等はリボ払いに変更いただけません。
・一部ご利用いただけない場合がございます。
・お電話でお申込みの際はカード番号（4542または5250から始まる16桁）を事前にご確認く
ださい。

お支払い日の前月15日までのお申込み 1回払いご利用分をすべてリボ払いに変更できます。（2回払い・ボーナス一括払いは、この期間はご利用できません。）1.
お支払い日の前月16日～受付締切日（下表）のお申込み 1回払い・2回払い、ボーナス一括払いご利用分をリボ払いに変更できます。お支払い開始は1ヵ月後からとなります。2.

●リボ変更サービス

リボ宣言のお申込みは、ホームページの
Webオンラインサービス
またはカードインフォメーションデスクまで
TEL．0120-917-623（9：00～17：30 年中無休）
携帯電話の方は次のダイヤルをご利用ください。　TEL.0570-666-823（有料）

●リボ宣言

注意事項

大きなお支払いを、毎月ご負担の小さいお支払いに変更できます！V M

日産カード 検索

ご利用代金（現金価格）やご利用件数にかかわらず、お支払いコースに応じた元金と手数料を毎月お支払いいただく方法です。

1回払いとリボルビング払い（1万円コースの場合）のお支払いイメージ

●リボルビング払いとは？

自分のペースで
楽々お支払い！
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毎月ほぼ一定だからお支払いラクラク！
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日産カードインフォメーション

V 日産カードVisa/NISMO CARDのサービス

H H 日産カード（ハウスカード）のサービス

M 日産カードMastercardのサービス

V 日産カードVisa/NISMO CARDのサービス

H H 日産カード（ハウスカード）のサービス

M 日産カードMastercardのサービス

くらしをもっと充実させよう！　Vol.1「クッキング」

手間なくおいしく！ 時短クッキングを楽しもう！

ゆで豚の梅しそ和えゆで豚の梅しそ和え あさりトマト冷麺あさりトマト冷麺

●豚薄切り肉（しゃぶしゃぶ用） …………………300g
●酒 ………………………………………………大さじ1
【A】
●梅肉（チューブ） ………………………………大さじ1
●しょうゆ、砂糖 ……………………………各大さじ1/2
●しそ（手でちぎる） …………………………………8枚
① 耐熱皿に豚薄切り肉を盛り、酒大さじ1をかけて、
 ふんわりラップをかける。
② 電子レンジ（600W）で4分加熱する。
③ ②を【A】で和える。

しい生活様式が浸透するこの時期ならではの企画として、今回から、自宅での暮らしを充実させるための知識や情報
をシリーズでお届けしていきます。テレワークなどで、ご自宅で料理をする機会が増えている皆さまも多いのでは？ 

そこで、第1回目は「クッキング」をテーマに、手間なくおいしい時短レシピをご紹介します。

株式会社  日産フィナンシャルサービス
千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブウエスト
株式会社  日産フィナンシャルサービス
千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブウエスト

8
2 0 2 0

シリーズ企画

① 器に【A】以外のすべての材料を盛る。
 ※あさり缶の汁は【A】に入れる。
② 【A】を混ぜ、①にかける。

●ゆで中華麺（水でほぐすタイプ） …………………2玉
●あさり缶 ……………………………………………1缶
●しそ（手でちぎる） …………………………………6枚
●ミニトマト …………………………………………12個
【A】
●トマトジュース ………………………………100ml
●そうめんつゆ（ストレート）……………………150ml
●イタリアンドレッシング ………………………大さじ3

※出典：『世界一早い！ 家政婦makoのずぼら1分ごはん』（マガジンハウス）

時短料理に欠かせないのが電
子レンジ。さっそく試してみた
い、電子レンジを使った代表的
な時短ワザをご紹介します。
※いずれも500W～600Wの場合

野菜を茹でる工程を電子レンジで時短。
ラップに包んで、ニンジンなら約1分40秒、
ブロッコリーなら約1分で茹で上がります。

電子レンジで時短ワザ！
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野菜の下ごしらえ
豆腐1丁分をキッチンペーパーで包み、電
子レンジで3分加熱するだけ。

豆腐の水切り
干ししいたけを容器に入れ、ひたひたの水
を加えてフタなしで様子を見ながら加
熱。水で戻すより早くふっくらと戻ります。

干ししいたけを戻す
Column

梅の酸味が食欲をそそる！ あたらしい洋風な麺レシピ

ジャガイモに2～3か所穴をあけて、その
まま電子レンジで約2分加熱。

ジャガイモを早く加熱
キッチンペーパーにはさんだベーコンを、
2分くらいを目安に加熱すると手軽にカリ
カリになります。

カリカリベーコンを作る
湿気ってしまった海苔を、そのまま30秒
程度電子レンジにかけるだけで、パリパリ
によみがえります。

湿気った海苔をパリパリに

55
秒

45
秒

15秒 15秒

30秒

放置

40秒
レンチンで!

ご自宅で役立つグッズもたくさん！
おススメプレミアムグッズ

詳しくはP2までお知らせ
現在の社会情勢を鑑み、「日本各地のオススメドライブコース」の内容を変
更して掲載をしております。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

新

4分
プラス
レンジ


