
 

  

 

スマホ完結型新決済サービス「SAISON CARD Digital」提供開始     

～簡単、安心、即時利用で新たなアライアンスを拡大～ 

 

 

株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員 COO：山下 昌宏、

以下：当社）は、クレジットカードの申込完了から最短 5分でスマートフォンアプリ上にデジタル

カードを発行し、オンラインショッピングや実店舗での非接触決済をご利用いただけるスマート

フォン完結型の新決済サービス「SAISON CARD Digital」を 11月 24 日より提供いたします。 

「SAISON CARD Digital」では、デジタルカード発行後、カード番号など決済に必要な情報を 

一切表記しない国内初の完全ナンバーレスカード（プラスチックカード）をお届けいたします。 

また、カードご利用時にはアプリからほぼリアルタイムでの利用確認、紛失・盗難時などに  

おけるカード利用の一時停止に加え、デジタルカードの着せ替え機能など多様な機能を付帯して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、「SAISON CARD Digital」の特徴である「スマホ完結」「すぐ使える」「簡単・安心」を

通して、お客様、協業先の多様なご利用シーン、ご利用ニーズにお応えし、キャッシュレス社会

の実現に向けて取り組んでまいります。 

 

 

 

 

2020 年 11 月 24 日 
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■ SAISON CARD Digital サービス概要 

1． 申込から決済までスマホで完結 

WEB申込サイトおよびスマートフォンアプリ「セゾン Portal」（以下：アプリ）からのお申し込みで、

申込完了後最短 5 分でカード番号を発番し、会員向けインターネットサービス「Net アンサー」

への連携によりアプリ上にデジタルカードを表示いたします。スマートフォンがあれば、プラス  

チックカードの到着を待たずにアプリ上でカード情報を確認できるため、オンラインショップで

のご利用が可能です。また、お手持ちの端末が iPhone の場合は、アプリから Apple Pay

（https://www.saisoncard.co.jp/services/ap/）に設定することで、QUICPay™（クイックペイ）

加盟店での店頭支払いや、オンラインショップでご利用いただけます。 

＜アプリ TOP画面＞     ＜カード情報確認画面＞        ＜Apple Pay＞     

 

 

 

 

 

 

※ アプリ上でのカード情報の確認では、二要素認証を採用しています。 

※ Apple Payは、Apple Inc.の商標です。™ and © 2020Apple Inc. All rights reserved. 

※ iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 

※ QUICPayは、株式会社ジェーシービーの登録商標です。 

※ Google Pay™ でのお支払いにも順次対応いたします。（2021年 1月予定） 

※ Google Payは Google LLC の商標です。 

 

2． 国内初のナンバーレスカード 

アプリ上にデジタルカードを発行後、最短 3 営業日後にカード情報（クレジットカード番号、有効  

期限、セキュリティコード）を表裏ともに一切表示しないプラスチックカードをお届けいたします。 

 

※ Visa、Mastercard、JCB付帯のカードは二種類ご用意しています。 

※ アメリカン・エキスプレス付帯のカードは、セゾンパール・アメリカン・エキスプレス®・カードとなります。 

※ カード裏面のお問い合わせ Noは、お問い合わせ専用の番号です。 
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３．スマホで安心・便利・楽しい機能を追加  

① 安心、通知機能 

カードご利用時には、24時間ほぼリアルタイムでご利用内容を PUSH通知いたします。また、

万が一、プラスチックカードの紛失・盗難時はアプリから一時停止・再開手続きが可能です。 

② 便利、キャッシング機能 

プラスチックカードの到着を待たずにオンラインキャッシングのご利用が可能です。 

③ 楽しい、カード着せ替え機能 

  アプリ上のデジタルカード券面は、気分や好みに合わせてお好きなカードデザインをお選び

いただけます。 

＜デジタルカード券面着せ替えイメージ＞ 

※ 上記はサービスリリース時点での一例です。デザインは変更となる場合がございます。 

※ カスタマイズ用デザインは Visa、Mastercard、JCBの国際ブランドが対象となります。 

※ 着せ替えは同一ブランドで対応が可能です。 

 

■ SAISON CARD Digital の特徴を活かした新たなアライアンス 

「SAISON CARD Digital」は、導入企業の業種や会員規模に関わらず、お客様、協業先の即時  

利用ニーズにお応えすることができる決済サービスです。また、導入企業ごとの優待サービス、

オリジナルのデジタルカードデザインなど、各社のニーズに合わせたカスタマイズも可能です。 

このたび、株式会社 CONNECT（代表：大槻 竜児）、独立行政法人日本スポーツ振興センター   

（代表：大東 和美）をはじめとして、継続決済、サブスクリプションサービス、Eコマース決済

事業者様などを中心に、現時点で 40社以上（11月 20日時点）の企業へのサービス提供が決定し

ております。なお、オンライン動画配信サービスの Huluをはじめとして、各社とのキャンペーン

展開も予定しております。 

＜SAISON CARD Digital 導入企業（一部）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 CONNECT      HJホールディングス株式会社     独立行政法人日本スポーツ振興センター 

 (2021年春予定)         (2020年 12月予定)         (2020 年 11月 24日予定) 

※ サービス等詳細は各社サービスサイトにてお知らせ予定です。 
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■ SAISON CARD Digital デビューキャンペーン 

2020年 11月 24日（火）～2021年 1 月 5日（火）の期間中、「SAISON CARD Digital」にご入会

いただき、以下の条件を満たすと、入会月から最大５ヵ月間毎月 2,000 円キャッシュバックいた

します。※ 期間中キャッシュバック上限 10,000円 

 

キャンペーンページ：https://www.saisoncard.co.jp/lineup/digital/cpn/cashback2011/ 

 

① 毎月 30,000 円(税込)以上ショッピングをご利用

いただくと連続 3 ヵ月間、2,000 円をキャッシュ

バックいたします。 

② 上記①の条件をクリアの上、発行月含め 5 ヵ月 

以内に指定の携帯電話、電気料金、動画配信   

サービスの内、いずれかのお支払いにご登録   

いただくと、さらに追加で 2 ヵ月間、2,000 円を 

キャッシュバックいたします。 

 

※ 上記②の特典対象加盟店 

【携帯電話】 

NTTドコモ、au、ソフトバンクモバイル、ワイモバイル、UQ モバイル、LINE モバイル 

https://www.saisoncard.co.jp/services/sj062.html 

【電気料金】 

北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力 

https://www.saisoncard.co.jp/services/sj069.html 

【動画配信サービス】 

Hulu（月額利用料金） 

https://www.hulu.jp/ 
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＜SAISON CARD Digital 概要＞ 

 

カード名称 SAISON CARD Digital（セゾンカードデジタル） 

カードデザイン デジタルカード       プラスチックカード 

 

 

 

 

 

 

※ 本カードにお申し込みいただくと、デジタルカード発行後、プラスチックカードをお届け     

します。ただし、本運用は変更になる場合がございます。 

発行会社 株式会社クレディセゾン 

年会費 無料 

 国際ブランド  Visa/Mastercard/JCB 

 入会資格  18 歳以上のご連絡可能な方（高校生を除く）かつスマートフォンを       

お持ちの方 

 入会方法  オンライン申し込み 

 URL：https://www.saisoncard.co.jp/lineup/digital/ 

※ 既にセゾンカードをお持ちのお客様は、スマートフォンアプリ「セゾン Portal」からも   

お申し込みいただけます。（iPhoneのみ対応） 

アプリ TOP＞設定＞カードを追加＞WEBサイトからのお申し込み 

 ポイントプログラム  永久不滅ポイント 

 ※ ご利用総額 1,000円ごとに 1ポイント貯まります。 

 有効期限  6年 

 付帯機能・サービス ・アプリでのご利用通知 

・アプリでの一時利用停止・再開手続き 

・デジタルカード券面切り替え 

・セゾン優待加盟店（全国の店舗・施設利用可） 
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カード名称 SAISON PEARL AMERICAN EXPRESS ®CARD Digital 

（セゾンパール・アメリカン・エキスプレス®・カード デジタル） 

カードデザイン       デジタルカード      プラスチックカード 

                   

※ 本カードにお申し込みいただくと、デジタルカード発行後、プラスチックカードをお届け     

します。ただし、本運用は変更になる場合がございます。 

発行会社 株式会社クレディセゾン 

年会費 初年度無料（1,100 円/税込） ※年一回以上の利用で翌年無料 

 国際ブランド  アメリカン・エキスプレス 

 入会資格  18 歳以上のご連絡可能な方（高校生を除く）かつスマートフォンを       

お持ちの方 

 入会方法  オンライン申し込み 

 URL：https://www.saisoncard.co.jp/amex/pearl-cs/ 

※ 既にセゾンカードをお持ちのお客様は、スマートフォンアプリ「セゾン Portal」からも   

お申し込みいただけます。（iPhoneのみ対応） 

アプリ TOP＞設定＞カードを追加＞WEBサイトからのお申し込み 

 ポイントプログラム  永久不滅ポイント 

 ※ ご利用総額 1,000円ごとに 1ポイント貯まります。 

 ※ セゾンパール・アメリカン・エキスプレス®・カードでは QUICPay 加盟店ご利用で、        

3％相当還元（永久不滅ポイント 6倍付与）いたします。（本サービスは、予告なく変更・

中止させていただく場合がございます） 

 有効期限  5年 

 付帯機能・サービス ・アプリでのご利用通知 

・アプリでの一時利用停止・再開手続き 

・セゾン優待加盟店（全国の店舗・施設利用可） 

＜セゾンパール・アメリカン・エキスプレス®・カード特典＞ 

・アメリカン・エキスプレス・コネクト 

 

（参考）関連リリース:2020/2/14 付  

スマートフォン完結型の新ペイメントサービスを提供 ～お客様に最高の経験とセキュリティを～ 

https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/news_data/avmqks000000b1ai-att/20200214_Release.pdf 
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