
サーラカード
ご利用ガイド
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カードをご利用になる前にご確認ください。

サインをされたご本人だけがカードをご利用いただけます。
万一、サインのないカードが盗難・紛失により第三者に不正利用
された場合、損害額を補償いたしかねますので、カード裏面には
必ずご自身のサインをしてください。

●ICカード対応加盟店などでカードを利用される際は暗証
番号の入力が必要です。
　ご入力いただかないと利用できない場合がございますので
ご注意ください。
●暗証番号は、本人確認をするための大切な番号です。
　お忘れにならないよう、また、第三者に知られないように
管理をお願いいたします。

カードの表記1

暗証番号

暗証番号のご照会方法

❶ATMなどをご利用の際は、矢印の方向にカードを挿入してください。
❷ICチップ
❸サーラクラブID
❹コンタクトレスマーク：タッチ決済対応マークです。
❺磁気ストライプ
❻今後カード利用時に使用されるサインを油性のサインペンかボールペンでご記入
ください。ローマ字・漢字いずれでも結構です（漢字のサインでも海外で通用します）。

❼お客さまのお名前
❽お客さまの会員番号
❾カードの有効期限（月/年）：更新カードは有効期限の到来月の月末までに
お届けいたします。

10セキュリティコード：通信販売やオンラインショッピングをご利用の際に必要
となる場合がございます。

表

裏

※暗証番号を所定回数以上間違えて入力すると、カードがご利用いただけなくなります。
　その際はカードのお取替えが必要ですので、カード裏面記載のMUFGカードコールセンター
またはMUFGカードゴールドプレステージデスクまでご連絡ください。

※お手元にサーラカードをご用意ください。

三菱UFJニコスWEBサイト

※暗証番号は、後日郵送する書面にてご案内いたします。

カード裏面記載のMUFGカードコールセンターまたはMUFG
カードゴールドプレステージデスクまでお問合せください。

ゴールドプレステージ 一 般



ご利用代金のお支払2
お支払日・お支払方法
ご利用代金は、毎月15日に締切り、翌月10日＊にご指定の
金融機関口座から自動引落しさせていただきます。
＊金融機関が休業日の場合は、翌営業日とします。
※お支払金額やリボ払い（「楽Pay」を含む）・分割払い・カードローンのご利用残高等は、MUFG
　カードWEBサービスの「請求額・利用明細照会」または「ご利用明細書」で必ずご確認ください。

ショッピング

お買物にあわせて多彩なお支払方法が選べます

※ご契約内容・ご利用状況等によっては、上記お支払方法をご利用いただけない場合がございます。
※ショッピングのお支払方法の詳細は、三菱UFJニコスWEBサイトまたは会員規約をご確認
ください。

1回払い・ボーナス一括払いのご利用分を、あとから「リボ払い」
「分割払い」に変更できます。

ご登録いただくと、ショッピングご利用分（1回払い・リボ払い）
の毎月のお支払金額を5,000円以上、5,000円単位、最高10万円
までの範囲で自由に決められます。
※ショッピング1回払いのご利用分は自動的にリボ払いとなりますので、「リボ払い・分割
払いご利用可能枠」の範囲内でのご利用となります。
※ご指定金額を超えたご利用分は翌月以降に繰越され、リボ払い手数料がかかります。
 ［手数料率（実質年率）15.00％］
※ご指定金額を超えない場合、リボ払い手数料はかかりません。

※お取扱いは店舗により異なりますので、ご利用時にご確認ください。
※リボ払い・分割払いは、ご利用金額（現金価格）に対して所定の手数料がかかります。
※リボ払いのお支払コースや手数料率は、カード送付台紙等でご確認いただけます。
　手数料の計算方法、お支払例は、三菱UFJニコスWEBサイトをご確認ください。

分割払い

１回払い ２回払い

リボ払い

ボーナス
一括払い

タッチ決済（Visa）
レジにあるリーダーに非接触対応のカード
をタッチするだけで、サインも暗証番号も
不要＊でお支払いできる決済サービスです。
国内でも海外でも、対応マークがある加盟店であれば、ご自分で
リーダーにカードをかざしてふだんのお買物ができます。
＊一定金額を超えるお支払いには、端末にカードを挿し、暗証番号を入力するか、サインが
必要となります。

毎月のお支払金額を自由に決められます
登録型リボ「楽Ｐａｙ（らくペイ）」

ご利用後でもお支払方法を変更できます
「あとdeリボ」「あとde分割」



年会費のご案内3

各種サービスのご案内4

年会費は、年に1回、ご指定の金融機関口座から自動引落しさせて
いただきます。ご請求月は「カード送付台紙」でご確認ください。

※金額はすべて税込の表示となっています。
※ご請求が年会費のみの場合、ご利用明細書の発行を省略させていただく場合がございます。

いざというとき、お役に立ちます。クレジットカードでキャッシング。

カードローン・キャッシングサービスの貸付条件、ご利用方法の詳細は
三菱UFJニコスWEBサイトをご確認ください。

カードローン・キャッシングサービスのご利用には各ご利用
可能枠の設定が必要です。
利用をご希望の方は、MUFGカードWEBサービスより
お申込みください。

※家族会員・学生・20歳未満の方はカードローンをご利用いただけません。
※ご契約内容・ご利用状況等によっては、ご利用いただけない場合がございます。

海外のＡＴＭで
（キャッシングサービスのみ）スマートフォン・パソコンでコンビニ・銀行などで

サーラカード
ゴールドプレステージ

  サーラカード（一般）

Visa
本会員 家族会員

11,000円

無料

1名さまは無料
2人目より1名さまにつき1,100円

無料

お口座へ
振込み

●空港ラウンジサービス
　国内主要空港とダニエル・K・イノウエ国際空港（ホノルル）にラウンジを
ご用意いたしました。
●ツアーデスク
　各種ツアー、ホテル、航空券等を会員さま専用WEBサイトで簡単に検索・
お申込みができます。ツアーは最大5%割引となります。
●海外アシスタンスサービス「ハローデスク」
　日本語を話せる現地スタッフが皆さまのご旅行をサポートいたします。

安心して旅行やショッピングを楽しんでいただくために、さまざまな
保険をご用意いたしました。お持ちのカードの付帯保険の内容に
ついては、「カード付帯保険のご案内」にてご確認ください。
※カードの種類により、付帯している保険の種類や補償内容、適用条件等が異なります。
また、保険を付帯していないカードもございます。

ゴールドプレステージ会員さま限定

カードローン（リボ払い）・キャッシングサービス（1回払い）

トラベル

カード付帯保険



サーラカードを使って
サーラカードポイントを貯めよう。

■生活のさまざまなシーンでポイントが貯まります。

1

サーラカードのお得な使い方5

公共料金のお支払いはサーラカードがお得！

サーラグループのお店でご利用 100円につき1～5ポイント

■貯まったポイントは生涯有効です。
一度貯まったポイントは生涯有効！期限による失効はありません。

お買物以外でもポイントが貯まる！
イベントへの参加、お客さまのご紹介などでポイントプレゼント

毎日のお買物やお食事もお支払いはサーラカードで！
最大５％のポイント還元！

※サーラクラブ事務局が指定のものに限ります。詳しくはホームページをご覧ください。

※一定期間カードのご利用がなく、更新カードが発行されなかった場合にはポイントが失効します。
　詳しくは、「有効期限によるカードの更新」の項でご確認ください。

サーラのガス料金
※1
、電気料金

※2 100円につき１ポイント

そして、
貯まったポイントはギフトカードに自動交換！

サーラカードポイントが5,000ポイント貯まるごとに、
三菱UFJニコスギフトカードが自動的に届きます。

5,000ポイント ギフトカード
5,000円分

手続き不要の自動交換

1,000円につき5ポイントその他のお店でご利用

1,000円につき5ポイント（　　　　　　）
その他月々のお支払い
   電気・水道（浜松市 湖西市 他）・ガス・
   携帯電話・固定電話・ＮＨＫ

※サーラグループ運営の店舗であっても、一部ポイント付与対象外の場合がございます。
　また、１，０００円につき5ポイント還元の店舗もございます。

※1  サーラエナジー・サーラE&L名古屋・サーラE&L静岡・グッドライフサーラ関東のガス料金
※2  サーラeエナジーの電気料金



ポイントが貯まる他にも、
使ってうれしい特典がたくさん！2

サーラカードポイントのご確認6

有効期限によるカードの更新7

サーラならではの、地域のくらしに密着したうれしい特典が満載です。
■サーラクラブパートナー店で
サーラカードを見せるだけで「割引」や「プレゼント」
など、チョットうれしい優待を受けられるお店＝サーラ
クラブパートナー店が全国に約1,000店舗（2022年10月現在）
飲食店、雑貨店、宿泊施設などさまざまなジャンルの
お店と提携しています。SALACLUBホームページで最新のパート
ナー店情報をご確認いただけます。

■サーラクラブ加盟店で
◇商品のお買上げでボーナスポイントをプレゼントするほか、会員
限定の割引などもあります。 ※指定商品、キャンペーン期間中に限ります。
◇サーラエナジーのガソリンスタンドで、サーラカードを使うと
・店頭フリー価格よりガソリン・軽油・灯油が3円／ℓ引き
※サーラ・セルフ蒲郡栄町・サーラセルフ岡崎伝馬通は割引対象外

・店頭通常価格より洗車・エンジンオイルが20％引き
※ドライブスルー洗車（セルフ店）は割引対象外

一般会員さまの本会員カード券面に記載された有効期限の17ヶ月前から
1ヶ月前までの間に一度もカードによるお支払いのない場合、カードは更新
されず新しいカードは発行されません。この場合、それまでに貯まったポイン
トも失効となります。ただし、本会員カードに付帯する家族カードをお持ちの
場合、前出の指定期間内に本会員カードによるお支払いがなくても家族会
員カードでのお支払いがあれば、本会員カード、家族カードの両方が更新さ
れます。なお、ゴールドプレステージ会員さまはこの限りではありません。

このステッカーが
目印です。

以下の方法で、現在保有のサーラカードポイントをご確認いただけます。

■SALACLUBのホームページで
SALACLUBのホームページの【会員さま専用ページ】で、いつでも
ポイントの確認をすることができます。
◇ホームページでのポイント更新時期は以下の通りです。
　・サーラカードでのお支払いによるポイント加算
     …………毎月15日締めのポイントを翌月5日頃に更新します。
　・お支払い以外でのポイント加算………………随時更新します。
※ホームページとご利用明細のポイントは、更新時期が一部異なるため、記載の残高が異なる場合があります。

■サーラのアプリで
サーラグループの公式アプリ
「サーラのアプリ」でポイントの
確認ができます。ダウンロード
してご利用ください。

サーラのアプリ



クレジットカードの詳しいサービス内容は、三菱UFJニコス
WEBサイトからご覧いただけます。

この機会にぜひ、MUFGカードWEBサービスへのID登録もお願い
いたします。

WEBサイト・アプリのご案内8

三菱UFJニコスWEBサイト

会員専用WEBサービス 登録無料

※画面はイメージです。
※アクセス方法を変更する場合が
　ございます。

※

1

WEB明細チェック

請求額を早く知りたい

ご請求額・ご利用可能額の照会

今の利用額は？
あといくら使えるの？

Check!E-mail

https://www.cr.mufg.jp三菱UFJニコス

「MUFGカードWEBサービス」は、パソコン・スマートフォンで簡単に
ご請求額やご利用可能額の照会、各種変更手続き等ができる会員
さま専用のインターネットサービスです。登録は簡単、すぐにご利用
いただけ大変便利です。三菱UFJニコスWEBサイトのTOPページの
「会員専用WEBサービス」より、お手続きください。
※スマートフォンは、三菱ＵＦＪニコスWEBサイトのトップページの画面上部「ログイン」より、
お手続きください。

「クレジットカードの基本」
で、これからクレジット
カードをご利用いただく
会員さまへ基本機能と
サービスをご案内して
おります。

●特典・サービス
トラベル・付帯保険、その他サービスの
詳細はこちら

●選べるお支払方法
お支払方法の詳細はこちら

●カードローン・キャッシング
カードローン・キャッシングサービスの
詳細はこちら

❶「会員さま向けサイト」を押す
②「MUFGカード（三菱UFJカード含む）」を選択
③ 会員サイトよりご覧ください

毎月のご利用明細書の郵送を停止
し、代わりに「MUFGカードWEB
サービス」でご利用明細をご確認
いただくサービスです。郵送より
早く、Eメールで毎月のお支払金額
の確定をお知らせいたします。

ご利用明細やご利用可能額を
いつでも「ＭＵＦＧカードＷＥＢ
サービス」で確認できます。



MUFG カードアプリ
～使いやすいMUFGカードアプリで　　　　　
　　　　　安心からはじめるキャッシュレス～

ダウンロードサイトで検索

月々のご請求額・ご利用明細・ご利用
可能額などをわかりやすくご確認
いただけます。
お好きな認証方法（パスコード/生体
認証/ID・パスワードの都度入力）が
選べてログインもかんたん！

※お持ちのカードによっては、本ご利用ガイドに掲載されている機能・サービスの内容が異なる
場合もございます。
※本ご利用ガイド掲載の各種情報は2022年11月現在の情報です。内容を予告なく変更する場合
がございますので、ご了承ください。
※本ご利用ガイドは、サーラカード会員の皆さまへのご案内です。

カード裏面記載のMUFGカードコールセンターまたはMUFGカード
ゴールドプレステージデスクまでお問合せください。

※海外でのカード盗難・紛失時のご連絡先として一部の地域に専用の電話番号「MUFGカード
海外盗難・紛失専用オートコレクトコール」をご用意しています。ご出発前に三菱UFJニコス
WEBサイトでご確認ください。

※ご利用には、MUFGカードWEBサービスのIDが必要です。※DC・
NICOSブランドのクレジットカードもご登録いただけます。※三菱UFJ
ニコスのスマートフォンアプリと類似の第三者が作成したアプリには
十分ご注意ください。※AppleとAppleロゴは、米国およびその他の国で
登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービス
マークです。※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC 
の商標です。※画面はイメージです。

0120-107542

カードの盗難・紛失時のご連絡先

その他カードに関するお問合せ

MUFGカード盗難紛失受付センター（24時間・年中無休）

●海外からはご滞在国の国際電話のオペレータを呼び出し、
　81-52-249-1468（最初の81は日本の国番号）へ
　コレクトコールの旨をお申し出ください。

MUFGカードアプリ



サーラクラブメールサービスは無料のメールマガジンです。

など、サーラクラブから耳よりな情報を定期的に発信しています。
ご希望の方は、SALACLUBホームページの会員さま専用ページから
ご登録ください。

●お問合わせ●

カードのご利用・お支払いなどに関するお問合わせ

三菱UFJニコス株式会社
MUFGカードコールセンター

※受付時間9：00～17：00（無休・年末年始は休み）
※ゴールドプレステージ会員さまは、カード裏面記載のMUFG
　カードゴールドプレステージデスクまでお問合せください。

※公式LINE、インスタグラムでも情報配信しています。

0570-050535
または 03-5489-6165

サーラカードポイントやその他ご優待に関するお問合わせ

サーラクラブ事務局

0120-013-714
※受付時間9：00～17：00（土・日・祝日は除く）

特選グッズやお食事券などが当たる

地 域 で 話 題 の

お得がいっぱい！

キャンペーン・イベント情報

会員さま限定のプレゼント情報

新着サーラクラブパートナー店情報

サーラクラブ 検索

C00028
（055165）2211-32481 22.11 YY

三菱UFJニコスWEBサイト  https://www.cr.mufg.jp

サーラクラブメールサービス9


