
取扱い注意

クイック分割申込み受付マニュアル
(加盟店様用)
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１.クイック分割申込みとは

クレジットカード『ライフカード』の入会申込みと同時に、その日のクレジットカード利用が

行える決済スキームです。

割賦限度額範囲内で分割払いが可能となります。（最大36回払迄）

入会申込みをその場でＦＡＸしていただくだけで、最短30分で審査の結果をご連絡いたします。



２.ライフカードについて

項目 内容

カード名称 ライフVISAカード

カードデザイン

国際ブランド VISA

入会金・年会費 入会金なし・年会費永年無料

お申込資格 20歳以上の方 69歳以下の方 ※学生・主婦可 ※高校生を除く18歳以上で申込可能ですが、保護者の同意が必須となります。

カード有効期限 5年

カード会員保証 カード会員保証制度を付帯

万一、紛失・盗難に遭われた場合はお届け日の60日前に遡り、それ以降に不正使用された損害のすべてを弊社が負担します。
なお、会員様に故意または過失があった場合、会員様のご家族等関係者による利用の場合、会員様が他人にカードを貸与・譲
渡した場合、等々により発生した損害は、会員様の負担となります。

ショッピング機能 国内ライフカード加盟店での利用、国内外VISA加盟店での利用

キャッシング機能 翌月１括払い、元利定額リボルビング払い（実質年率18.0%）

限度額 審査結果により10万円～200万円

家族カード あり 2枚まで発行可

カード送付方法 配達記録郵便

支払い方法 原則口座引落（不備があった場合は振込みとなります）

お支払日 27日・翌月3日（金融機関により異なります。）

お客様手数料



申込書記入

お客様にお申込書を記
入していただきます。

本人確認資料
のチェック

お客様の身分証を確認
頂きます。
本人確認の方法について
は[5]をご参考ください。

申込書の送付

ご記入いただいた申込書
を当社までFAXしていた
だきます。

FAX: 050-3155-1919

審査開始

ライフカードにて審査を行
わせていただきます。
およそ60分程で審査が
完了致します。

ご本人確認*

必要に応じてお客様に本
人確認の連絡が入る場
合がございます。
未成年のお客様の場合
は、親御様への連絡が行

われます。

*ご本人確認は、行われない
場合もございます。

結果報告

当社→貴店へ審査結果
の連絡を行わせていただ
きます。
お客様への審査結果は
貴店よりお伝えいただくよ
うお願い致します。

申込書補記
*可決時のみ

<会員番号・承認番号、
割賦限度額>を当社より
お伝え致します。
お申込書へ、ご記入をお
願い致します。

お客様控えの交付

<会員番号・承認番号、
割賦限度額>を記載した
申込書控えと規約をお客
様に必ずお渡しくださいま
すようお願い致します。

申込書原本の郵送

・カード入会申込書
・預金口座振替依頼書

上記2点を当社までご郵
送くださいますようお願い
致します。

※減額にて審査可決の場合

お申込みいただいた金額より減額した額にて可決となる場合がございます。ライフカードより
打診された額で申し込みを続ける場合は、申込書の一部を書き直し、③に戻ります。

3．即時申込フローについて

1 2 3 4 5

6 7 8 9

＜重要＞
カード入会申込書の到着を以て貴店への入金手続を
行っております。お早目の送付をお願い致します。

：お申込者様赤枠

：貴店青枠



4. 記入例(全体図)

※ 全項目必ずご記入ください ※：お申込者様ご記入欄赤枠 ：貴店ご記入欄青枠



審査可決の場合に、当社よりお伝え致します。

ご本人確認の連絡が入る場合がございます。
※未成年者は必須

ご本人確認をご希望のお時間帯があれば日時をこちらの
フリースペースにご記入ください。

お申し込み者様の収入により生活されている人数をご選択
いただきます。学生・主婦の方は必ず「その他」をご選択くだ
さい。

・学生の場合は学校名をご記入ください。
・派遣の方の場合は、派遣先をご記入ください。
・主婦(夫)の方は記入不要です。

口座情報は審査の必須項目ではございません。
当日印鑑の無い方や、口座の分からない方は必ず後日来
店時に、お申込書2枚目の「預金口座振替依頼書」へご
記入いただき当社までご郵送ください。

：お申込者様ご記入欄赤枠 ：貴店ご記入欄青枠

4. 記入例(1/3)

※ライフカードで口座の登録が完了するまでの間は、振込用紙がお
申し込み者様に郵送されます。



＜重要＞
ご本人確認の留意事項は、[5]をご確認ください。

キャッシング枠が必要ない場合は、未記入で問題ござ
いません。

4. 記入例(2/3)

時間表記は24時間表記にてお願い致します。
例：午後1時30分にご本人確認を行った場合

→13時30分

：お申込者様ご記入欄赤枠 ：貴店ご記入欄青枠



18回・30回・36回払いをご希望の方は、カッコ内に
回数をご記入ください。

4. 記入例(3/3)

ボーナス払いはご利用頂けません。
こちらの項目にご記入されてしまった場合は、
再記入となりますのでご注意ください。

＜重要＞
お申込み商品の変更・審査の結果減額での可決
等、お申し込の金額が変更となる場合は、
お申込書左側に点線がございますので点線に沿って
切り離していただき、新しいお申込書の同じ部分へご記
入+元のお申込書へ貼り付けをお願い致します。

審査可決の場合に、当社よりお伝え致します。

：お申込者様ご記入欄赤枠 ：貴店ご記入欄青枠



4.記入時 注意事項

1

お申込み段階で口座が分からない場合は、
記入不要です。
※審査可決の場合は、後日必ず回収し当社までご
郵送くださいませ。

1

審査可決の場合、 の項目を当社より
お電話にてお伝えさせていただきますので
ご記入をお願い致します。

2

3

3

お買い上げ日は、「審査可決日（控えをお
客様にお渡しする日）」をご記入ください。

ライフカードよりご本人様へ本人確認のお電話
をさせていただく場合がございます。
本人確認連絡のご希望のお時間帯がございま
したら空いているスペースへご記入くださいませ。

他

書き間違い

「氏名・生年月日・暗証番号・商品名・金額」 を書き間違えた場合

書き直しをお願い致します。

※ 上記項目以外の書き間違いは二重線での訂正で問題ございません。

FAX送付先 050-3737-3499

受付時間:平日・土日 10:00~18:00

連絡先 03-5909-1694



5.本人確認 留意事項

1 運転免許証をお持ちの場合は、いずれか1点

・運転免許証
・運転経歴証明書

2 運転免許証をお持ちでない場合は、いずれか1点

・パスポート
・特別永住者証明書・在留カード
・個人番号（マイナンバー）カード
・住民基本台帳カード（写真付）

3 ①②の書類をお持ちでない場合は、いずれか2点

※1点は必ず健康保険証か国民年金手帳のいずれかが必要です※
・健康保険証
・国民年金手帳

+
発行日から6ヶ月以内の

・住民票の写しまたは記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・ご本人名義の公共料金の領収書（電気、ガス、水道、固定電話、NHK）
・社会保険料の領収書、国税または地方税の領収書または納税証明書

3 申込住所と、本人確認書類の住所が異なる場合

下記書類のいずれかで現住所の確認を行ってください。
・ご本人名義の公共料金の領収書（電気、ガス、水道、固定電話、NHK）
・社会保険料の領収書、国税または地方税の領収書または納税証明書



6.預金口座振替依頼書 記入例

全件口座引落をお願いしておりますので、カード入会申込書と口座振替依頼書をあわせてご提出くだ
さい。

原則、申込者様の本人名義となります。但し、配偶者様の名義
(苗字が申込者様と同一)であれば可です。サインで登録してい
る場合は、サイン可です。

指定する金融機関により引落日が異なります。

詳しくは「金融機関一覧」をご覧下さい。

①ゆうちょ銀行以外の金融機関または、ゆうちょ銀行をご指定く
ださい。

②金融機関名・支店名・口座種類・口座番号を記入していただ
いてください。

③口座名義人（フリガナ）を記入いただいてください。

④金融機関のお届け印を2箇所に押印（他人名義不可）

ライフカード回収後に印鑑相違、名義人相違等の不備が発
覚した場合は、ハガキタイプの口座振替依頼書をライフカー
ド㈱より会員様のご自宅へ郵送いたします。月々のお支払い
は口座登録が完了するまでライフカードにて振込用紙を郵送
いたします。



〒163-6012

東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿ｵｰｸﾀﾜｰ12F アルファノート株式会社カード受付センター

7.カード申込書書類一式の送付

①カード入会申込書 ②預金口座振替依頼書

「A ライフカード用」 「B ライフカード用」

注意

□ （1）カード入会申込書に記載漏れはないでしょうか。

【会員番号2ヶ所、割賦払いご利用可能枠、承認番号、会員ご署名、暗証番号】

□ お客様控え、会員規約は交付（お渡し）済みですか。お買上日は交付日と同一日が記載されていますか。

□ 上記送付書類の漏れはございませんでしょうか。

③カード入会申込書(控)

「C 加盟店控え」

店舗保管

④カード入会申込書(控)

「D お客様控え+会員規約」

お客様保管

※申込書は個人情報となります。宅配便で左の宛先へ送付してください。



8.店子様からお客様への伝達事項①

①本人確認の際は、「氏名」「生年月日」「住所」の3点が申込内容と同じであることが必須になります。

住所が異なる場合は、国税または地方税の領収書または納税証明書・社会保険料の領収書・公共料
金の領収書(電力会社、水道局、ガス会社、電話会社(携帯不可 固定のみ)、NHKなど)のいずれか
でご確認お願い致します。

②購入意思確認の電話の時間指定は分単位は不可になります。

③キャッシング機能とLIFE-Web Deskの申込みは必須になります。

④条件付きOKの減額可決の場合、売上表訂正不可となるため、原則書き直し再申込みになります。

売上表のみ差し替える事も可能ですが、切り離すと紛失リスクは高くなりますのでご注意下さい。

⑤申込書を訂正する場合、訂正印は不要になり、二重線で訂正して下さい。但し、氏名、生年月日、
暗証番号、商品名・金額は 訂正不可ですので書直しが必要になります。

⑥CREDIT CARD売上票のお買上日は交付日と同一日であることが必須になります。



8.店子様からお客様への伝達事項②

⑦必ず控え・会員規約をお客様へ渡すこと。結果連絡事項を記載しない状態で控えを渡す事は厳禁に
なります。

⑧申込書の本書は必須となりますので、紛失等にご注意下さい。紛失等の場合は、再度お客様に申込
書を記入していただく必要がございます。また、回収確認後のご入金となります。

⑨申込書は、お申込日以降の1番近い締日に間に合う様送付して下さい。遅れるとカード発行も遅れて
しまうのでご注意下さい。

⑩ライフカードからお客様に購入意思確認のお電話が入ります。

⑪審査結果が否決の場合、理由は述べられません。

⑫お申込から2週間程度でカードが郵送されます。



9.【参考】金融機関引落とし日一覧


