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NISSAN CARD INFORMATION
日産カードインフォメーション
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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

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

NISSAN  CARD  INFORMATION

「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。

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電話番号をご利用ください。　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 TEL.0120-815-523
　　　　　　　　　　　　　　　●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。

お支払い日 受付締切日

2022年6月24日（金）昼12：00 （右記金融機関ご指定の方は2022年6月28日（火）昼12：00）
2022年7月27日（水）昼12：00 （右記金融機関ご指定の方は2022年7月29日（金）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。

【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、大垣共立、関西みらい、福岡、きらやか、
福邦、島根、トマト、もみじ、徳島大正、肥後、豊和、
南日本、長崎、熊本、福岡中央、佐賀共栄、宮崎太陽、
香川、みずほ信託、三井住友信託、全国の労金、楽天、
ゆうちょ銀行、播州信用金庫、住信SBIネット、イオン

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.

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。

・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

●リボ変更サービス

2022年7月5日（火）
2022年8月5日（金）

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。

・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」にご変更いただ
けません。
・カード年会費、再発行費等はリボ払いにご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。

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電話番号をご利用ください。　TEL.0570-666-823（有料）

●リボ宣言

注意事項

日産カード 検索

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

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
ラクラクお支払い！

3万円ご利用 4万円ご利用

3万円ご利用

6月

１
回
払
い

リ
ボ
払
い

7月

3万円お支払い

8月

4万円ご利用

6月
ご利用分

1万円お支払い

元金

4万円お支払い

9月 10月

7月
ご利用分

1万円＋手数料
お支払い

元金

手数料

1万円＋手数料
お支払い

元金

手数料

毎月ほぼ一定だからお支払いラクラク！

お出かけ先でのトラブルでも安心！
日産カードスーパーレスキューコール24

詳しくはP2まで

新ドライブ企画

度の高い日本の夏。ヒートアイランドの都会を抜け出し、爽快ドライブに出か
けましょう！ 景色を楽しみながら、車で山頂付近まで登れるドライブコースを

ご紹介します。山岳コースならではのパノラマビューを求めて、夏空へ向かうドライ
ブ。山の空気を堪能したら、水辺の観光スポットを目指します。

夏の爽快ドライブ！
山岳コースの絶景を走る
湿

日本海を見下ろす標高約634mの弥彦山山頂
まで、全長約17kmの「弥彦山スカイライン」。ワ
クワクする大小さまざまなワインディングロード
を走り抜ける爽快なドライブコースです。山頂駐
車場にたどり着くと、目に飛び込んでくるのは高
さ約100mの「パノラマタワー」。回転しながら
ゆっくり昇っていく回転昇降展望塔で、越後平野
や佐渡を含む日本海を一望できます。また、「ク
ライミングカー」で「展望食堂」へ行き、絶景を楽
しみながらのお茶やお食事もおすすめです。帰
路は日本海側へ下り、海沿いを走ります。

北陸自動車道三条燕IC～＜国道289号線経由約25分＞～スカイライン入口～＜弥彦山スカイライン（県道561号線）約20
分＞～弥彦山山頂～＜弥彦山スカイライン・県道55号線・越後七浦シーサイドライン（国道402号線）経由約35分＞～寺泊
魚の市場通り～＜国道402号線・県道549号線、165号線・栄スマートIC経由約30分＞～北陸自動車道三条燕IC

❶新潟県・弥彦山スカイラインと日本海

長岡市寺泊下荒町／8：30～17：00（土日
祝日は8：00～）／年中無休
TEL 0258-75-3363（寺泊観光協会）

寺泊魚の市場通り
新鮮な日本海の魚介類がずらりと並
ぶ様子は、“魚のアメ横”と呼ばれるほ
ど。港町ならではの品揃えの豊富さ
で、イキの良さと安さには定評があり
ます。お土産購入はもちろん、潮風に
吹かれながら、貝やイカの浜焼きはい
かがでしょう。

寺泊魚の市場通り寺泊魚の市場通り

弥彦山スカイライン弥彦山スカイライン

＜弥彦山スカイライン＞
通行料金 無料／通行止め23：00～
5：00及び冬期（12/1～3/31）／
駐車場 150台（無料） 
TEL 0256-94-3154（弥彦観光協会）

パノラマタワーパノラマタワー

＜パノラマタワー＞
52名乗り／所要時間8分
大人650円、こども350円
＜クライミングカー＞
30名乗り／所要時間1分
往復：大人380円、こども260円
片道：大人220円、こども160円
パノラマタワー＆クライミングカーセット券
1,030円→500円
TEL 0256-94-4141（弥彦山ロープウェイ）

岐阜県と滋賀県との県境に位置する標高1,377m
の伊吹山。標高1,260mの9合目近くまで一気に駆
け上がる全長約17kmの「伊吹山ドライブウェイ」
は、眼下に関ケ原の町並みや東の濃尾平野、西の琵
琶湖も眺めることができる“絶景ロード”。標高
900m付近を過ぎると徐々に視界が開けてきて、
まるで青空の中を走っているよう。山頂駐車場に車
を停めたら、展望施設を備えた「スカイテラス伊吹
山」へ。絶景とともに、ここでしか味わえない「伊吹薬
草ソフトクリーム（500円）」をぜひ。帰路は琵琶湖
方面へ遠回りしてみましょう。

名神高速道路関ケ原IC～＜薩摩カイコウズ街道（国道365号線）経由約5分＞～伊吹ドライブウェイ入口（伊吹山口交差点）～＜伊吹山ドラ
イブウェイ約40分＞～山頂駐車場/スカイテラス伊吹山～＜伊吹山ドライブウェイ・薩摩カイコウズ街道・県道244号線・さざなみ街道
（県道2号線）経由約70分＞～道の駅 近江母の郷～＜さざなみ街道・県道235号線・国道8号線、21号線経由約15分＞～北陸自動車道米原IC

❷岐阜県/滋賀県・伊吹山ドライブウェイと琵琶湖

滋賀県米原市宇賀野1364-1
9：00～17：00 ※施設により異なる
TEL 0749-52-5177

道の駅
近江母の郷

「見る」「遊ぶ」「体験する」「食べ
る」「買う」「泊まる」が揃った複合
施設。「物産交流館さざなみ」で
は、特産品やお土産品、地元の新
鮮野菜なども販売しています。

物産交流館さざなみ物産交流館さざなみ

伊吹山ドライブウェイ伊吹山ドライブウェイ

＜伊吹山ドライブウェイ＞
通行可能時間 4月第3土曜～7月第3金曜 8：00～20：
00、7月第3土曜～8月3：00～21：00、9月 8：00～
20：00、10月～11月最終日曜 8：00～19：00 ※左記以
外冬季通行止め／最終入場 終業時間2時間前／通行料
金 3,140円 ※車種により異なる／駐車場 600台（無料）
TEL 0584-43-1155（日本自動車道）

伊吹薬草ソフトクリーム伊吹薬草ソフトクリーム

＜スカイテラス伊吹山＞
営業時間 4月第3土曜～7月
第3金曜 10：00～16：00、
7月第3土曜～8月9：00～
18：00、9月～11月最終日曜 
10：00～16：00

ドライブルート
（総走行距離約69km）

ドライブルート
（総走行距離約65km）

立ち寄り
スポット

オススメ
！

立ち寄り
スポット

オススメ
！


