ご入会後3ヵ月間のチャンスです！

もれなくUCギフトカード

2,000円分 GETのチャンス！
ご入会期間 2020年4月1日〜2020年9月30日

まず
エントリー
してね！
《キャンペーンに関するご案内》

●キャンペーン専用ダイヤル（24時間・自動音声受付）
東京
大阪

03-6893-4271
06-7709-8224

◆音声ガイダンスにしたがって、会員番号（16桁）
・
暗証番号（4桁）
・キャンペーンコードを入力してください。

キャンペーンコード

■一部対象外カードがございます。

0

1

4

5

◆期間中、
ご入会後3ヵ月以内であれば、
UCカードご利用後でもエントリー可能です。

■家族会員様のご利用分も対象となります。
■キャッシング
（1回・リボ）、各種ローン、分割払い手数料、
リボ払い手数料、
年会費、UC取扱保険料等は対象となりません。
■STEP2はご入会後3ヵ月以内に対象加盟店でのご利用が確認できた方
が対象となります。手続きには、1ヵ月程かかる場合がありますので、お早

エントリーのうえ、
ご入会後3ヵ月以内に
UCカードを3万円以上ご利用いただくと、

めにお手続きください。
■STEP2はご利用料金を、毎月または隔月で継続的にUCカードでお支払
いいただく場合が対象となります。
■STEP2は対象加盟店1社のご利用で、
プレゼント対象となります。但し、
複数ご利用いただいた場合も、UCギフトカードのプレゼントは1,000円
分となります。

STEP

1

■他のUCカードからの切替によるご入会の場合対象となりません。

もれなくUCギフトカード
1,000円 分を
プレゼント！

■本キャンペーン期間中に複数枚のUCカードにご入会いただいた場合も、
UCギフトカードのプレゼントは1回のみとなります。
■賞品発送時において、UCカードを退会されている方は対象となりませ
ん。また、お客様のご利用状況により、対象とならない場合がございます。
■キャンペーンの内容は予告なく変更する場合がございます。

わーい
◆ご入会月6ヵ月後のお届けになります。
ラッキー！

さらに！
STEP

2

STEP1の条件を満たされたお客様で、
ご入会後3ヵ月以内に対象の携帯電話・
固定電話・公共料金・衛星放送のご利用料金の
お支払方法をUCカード払いに変更された方に、

もれなくUCギフトカード
1,000円 分を
プレゼント！
お問い合わせ先：お手元のカード裏面に記載のカード会社

とっても
便利だよ

STEP2の詳細は、中面をご覧ください。
U金法‐1‐J005‐20．
02

の対象となる各種料金をUCカード払いに変更するお手続きについて
携帯電話・PHS

●対象の携帯電話から申込書をお取り寄せください（通話料無料）。iモード・spモード・EZweb・パソコンからは直接ご変更いただけます。なお、最寄りの各ショップでもご変更いただけます。

オンライン

●パソコンから／「My docomo」にログイン→ドコモオンライン手続き→料金関連サービス→支払方法の変更→クレジットカード支払へ変更 ●携帯電話（スマートフォン）から／dメニュー→お客様サポート→オンライン手続き→
ネットワーク暗証番号でログイン→料金関連サービス→支払方法の変更→クレジットカード支払へ変更 ●ドコモ インフォメーションセンター（無料）／NTTドコモの携帯・自動車電話、PHSから→（局番なし）151
＊一般電話からはご利用できません。一般電話などから→0120-800-000（受付時間 午前9：00〜午後8：00）

オンライン

●スマートフォン・パソコンから／「Myａｕ」
（https://www.au.com/my-au/）→「ａｕＩＤ」でログイン
（→スマートフォンのみ「請求関連のお手続き」）→支払い方法の変更→「クレジットカード 選択」
●お電話で（申込書の取寄せ）／au電話から
（局番なし）157
●スマートフォンから／MySoftBank（ブックマーク）→ログイン→契約内容の確認変更→クレジット ●パソコンから／MySoftBank（https://my.softbank.jp/msb/d/top）→ログイン→契約内容の確認変更→クレジット
●お電話で／SoftBank携帯から
（局番なし）157
●スマートフォン・パソコンから／My Y!mobileから変更手続きができます。
（https://my.ymobile.jp/）※はじめてご利用になる場合は、新規登録が必要です。
●お電話で／＜ワイモバイル カスタマーセンター＞ ●総合窓口（通話料有料）ワイモバイルの電話から
（局番なし）151 他社携帯・固定電話などから 0570-039-151（オペレーター対応 9：00〜20：00 年中無休）
●各種お手続き
（通話料無料）ワイモバイルの電話から
（局番なし）116 他社携帯・固定電話などから 0120-921-156（自動音声応答にて24時間受付 年中無休）

固定電話
申込書請求 6041

NTT東日本ホームページ
（http://web116.jp/ryoukin/payment/
credit_index.html）
でもお申し込みいただけます。

申込書請求 6042

以下に直接お問い合わせのうえ、お申込書をご請求ください。
●0077-777（受付時間9:00〜20:00 土・日・祝も受付）
●「My au」
（https：//www.au.com/my-au/）
からもお手続きできます。
「サポートID」でログイン→「契約の確認・変更」タブ選択→支払い方法を変更する→「クレジットカード」

NTT西日本ホームページ
（http://www.ntt-west.co.jp/denwa/charge/
payment/payment.html）
でもお申し込みいただけます。

以下に直接お問い合わせのうえ、お申込書をご請求ください。
●おとくライン 0088-221-221（受付時間9：00〜18：00 年末年始を除く）
●ソフトバンクのホームページ（http://tm.softbank.jp/consumer/）

公共料金
申込書請求 6044

申込書請求 6030

申込書請求 6044

オンライン

申込書請求 6046

オンライン

申込書請求 6044

オンライン

申込書請求 6044

オンライン

申込書請求 6046

オンライン

申込書請求 6044

オンライン

申込書請求 6044

オンライン

申込書請求 6046

オンライン

申込書請求 6046

オンライン

申込書請求 6046

オンライン

申込書請求 6046

オンライン

申込書請求 6046

オンライン

申込書請求 6033

オンライン

申込書請求 6034

多摩地区都営水道
お手続きの方法
申込書請求

申込書請求 6046

付きのお支払いは UC音声サービス

0120-191-051

自動音声に従ってご操作ください(24時間・年中無休）
お電話で各社のUCカード払いへの変更申込書をご請求いただけます。

オンライン

横浜市水道局
申込書請求 6035

オンライン 付きのお支払いは UCカードホームページ www.uccard.co.jpから
「アットユーネット！」にログイン！ UCカード払いへの変更手続きが24時間可能です。

3「資料請求」からお進みください。
※会員番号（16桁）
と暗証番号（4桁）が必要です。※サービス番号 □

※ユーザー登録（無料）が必要です。ユーザー登録後、
「各種お申し込み」よりお手続きいただけます。
※家族カード、一部の提携カード会員の方はお申し込みいただけません。

●以下のお支払いは、各社の連絡先へ直接お問い合わせのうえ、お申込書をご請求ください。
クレジット受付係り 022-264-6152（受付時間 9:00〜17:00 土・日・祝を除く）
ウェブサイト(http ://www．
kamei-home．
jp/)

総務課 0234-24-4111（受付時間 8:30〜17:00 土・日・祝を除く）

UCカード

水道局電話受付センター 011-211-7770（受付時間 8:45〜17:15 平日）
京都市上下水道局のウェブサイト
（ http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/）
、
お客さま窓口サービスコーナー 075-672-7770
（受付時間 平日8：30〜19：00 土・日・祝10：00〜17：00 年末年始を除く）

総務課 0235-25-0011（受付時間 8:30〜17:00 土・日・祝を除く）

大阪市水道局お客さまセンター 06-6458-1132
(受付時間 月〜金曜日8：00〜20：00 土曜日9：00〜17：00 ※日・祝・年末年始を除く）

茂原サービスセンター 0475-24-6151 市原サービスセンター 0436-24-1221
千葉サービスセンター 043-291-1143 八千代サービスセンター 047-482-7235
成東サービスセンター 0475-82-0800 （受付時間 9:00〜17:30 日・祝を除く）

神戸市水道局お客さま受付センター 078-797-5555
(受付時間 月〜金曜日9：00〜17：15 ※土・日・祝・年末年始を除く ）

東部ガスのウェブサイト(http://www.tobugas.co.jp/charge/payment/credit.html)より
お申込書をご請求ください。

業務部料金グループ 0428-31-8111（受付時間 9:00〜17:30 日・祝を除く）

検索

尼崎市上下水道電話受付センター 06-6375-0002
（受付時間 8:45〜17:30 年末年始を除く）
長崎市上下水道局料金サービス課 料金受付センター 095-829-1207
（受付時間 8：45〜17：30 土・日・祝・年末年始を除く）

料金センター 0570-025-880
（ナビダイヤル）※ナビダイヤルをご利用になれない場合
（一部のIP電話・海外からのご利用など）
は025-229-1104へおかけください。
（受付時間 平日8:30〜19:30 土曜8：30〜17：10 日・祝・年末を除く）
北信支店 026-226-8161
（受付時間 平日9：00〜19：00

東信支店 0267-68-5252
土・日・祝 9：00〜17：00）

東邦ガスのウェブサイト(http://www.tohogas.co.jp/)よりお申込書をご請求ください。
関電ガスお問い合わせダイヤル 0800-777-5800
（受付時間 9：00〜18：00 年末年始を除く）
関電ガスのウェブサイト(https ://kepco．
jp/gas/)
今治支店 0898-32-5056
高知支店 088-832-8100
丸亀支店 0877-22-2301

松山本社 089-945-1211
徳島支店 088-654-2171
本
店 0898-32-4500

宇和島支店 0895-22-4650
高松支店 087-821-8146

九州ガスのウェブサイト(http://www.kyugas.co.jp/)よりお申込書をご請求ください。

衛星放送
●WOWOWカスタマーセンター 0120-580807（受付時間9：00〜20：00 年中無休）
ＷＯＷＯＷホームページ
（https：//www.wowow.co.jp)内
「お客様サポート」
からも
お支払い方法変更のお手続きが可能です。
●スカパー！カスタマーセンター 0120-039-888（受付時間10：00〜20：00 年中無休）
スカパー！ホームページ
（http : //www.skyperfectv.co.jp/）
内のMyスカパー！
（お支払い方法の
変更）
でもお申し込みいただけます。

●本紙掲載の情報は2020年2月現在のものです。変更になる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

