
ダイアナメンバーカードが
大幅リニューアル！

4月21日（木）Debut!
「ダイアナ ハートフルカード」

お買い物で
ダイアナ

ハートフルポイントが
貯まる♪

ダイアナ ウェブショップ（通信販売）でも使用できるようになりました！

ダイアナサロン以外のお店でも

ご利用が可能となります。

是非、便利になった新カードへの

お切り替えをお勧めします！

Renewal!

ダイアナでのお買い物
（サロン・ダイアナ ウェブショップ）

▼
1,000円毎＝10ポイント

ダイアナ以外でのお買い物
▼

1,000円毎＝5ポイント

入会特典！

❶ダイアナアプリポイント
1,000ポイントプレゼント！
❷カード到着後、３ヵ月以内の
ご利用でダイアナデポジット最大
5,000円プレゼント！
（請求金額からお値引きします！）

❶ダイアナ ウェブショップ
マイページから！

❷サロンから！

新しく
ダイアナ ウェブショップ

（通信販売）

でも使えて便利に！

ジャックスとＪＣＢ加盟店でも
お買い物できちゃう♪

分割手数料なしの
２回払いがあります！

手数料なしで計画的に
お支払いできちゃう♪

ご利用の幅が
増えました！

ダイアナ ハート
フルポイント

を貯めよう！ 貯まったポイ
ントで

交換しちゃお
う♪

ダイアナ商品と交換！
（3,000ポイントで交換）

貯めたポイント分で
請求時にお値引き！
（ダイアナデポジット）

（1,000ポイント＝1,000円）

または

とっても便利！

お申し込みは！

※ 引換申請書の提出が必要となります 

専用のお申し込み書に
てお申し込みください

※ デポジットプレゼントは応募制となります
　 また、条件があります

※ ダイアナ ウェブショップは2回払いが
　 ないため、対象外となります

※カードの年会費初年度無料
　翌年からは年1回のカードご利用で無料

通販登録キャンペーン

※ 応募方法・条件等はカードお届時同梱の
 　「ご利用ガイド」をご確認ください

★デポジットとは…次回以降の請求金額から
　マイナス（減額）します。ご応募が必要です

ダイアナ ウェブショップへのご登録が必要と
なります。ご登録方法は次のページをご覧ください。

お申込みはこちら

クリック

https://shop.diana.jp/mypage/
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手数料率

弁済の方式

弁済の時期

※ボーナス併用回数指定分割払の実質年率は、
　左記と異なる場合があります。
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※ボーナス併用回数指定分割払の実質年率は、
　左記と異なる場合があります。

実質年率（％）

　　  利用代金100円
         当たりの回数指定
         分割払手数料の額
         （円）
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ご利用分の
お支払方法

ダイアナでの
ご利用分

・１回払い　　　・回数指定分割払い
・元金定額リボルビング払い

支払回数（回）

※ダイアナ ウェブショップでは２回払い / スキップ /
　ボーナス払い / リボ払いは対象外となります。

支払回数と
手数料率

回
数
指
定
分
割
払
い

支払総額の
具体的
算定例

当社が定めたご利用可能枠までとし、カード送付時に通知します。

　　　　現金価格　　　　　　100,000円　　10回払いの場合
　　　　支払総額　　　　　　100,000 + 100,000×（7.5円/100円）＝107,500円
　　　　月々の分割支払金　　107,500円 ÷ 10回 ＝ 10,750円

9.60 10.75 14.00 16.20

支払期間（ヶ月）

実質年率（％）
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具体的
算定例

月々の弁済金
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ご利用可能枠

0.00

支払回数（回）

支払期間（ヶ月）

　　  利用代金100円当たり
         の回数指定分割払手数料の額
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締切日の利用残高

300,001円～500,000円

500,001円～1,000,000円

　　　　  

月利　１．４0％（実質年率１６．8０％）

　　　　  残高スライド元金定額リボルビング払い

　　　　 カード利用代金を毎月末日に締切、翌月27日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）に
　　　　 以下の方法により支払うものとします。

Ｄコース

50,000 60,000

60,000 70,000

25,000

35,000

　　　　毎月の支払元金が、5,000円の場合で、利用残高が、50000円のとき
　　　　支払元金　　　　　　　　　　　　　5,000円
　　　　包括信用購入あっせんの手数料　　　50,000円 × 16.8％/12ヶ月＝700円
　　　　弁済金　　　　　　　　　　　　　　5,000円+700円＝5,700円

※月々の弁済金は、カード会員又は当社が予め指定した額に締切日の利用残高に対する年16.80％（実質年率）の手数料を加算した額を支払うものとします。
※ご利用可能枠は会員ごとに異なりますのでカード送付台紙に印字されたご利用可能枠をご確認ください。

30,000

40,000

40,000

50,000

20,000

※ご入会時のお支払コースは、Ａ：5,000円コースとさせていただきます。

1,000,001～1,500,000円 30,000

年会費
初年度無料/次年度以降条件付無料
※前年度のカードショッピングのご利用回数が１回以上の場合、次年度は無料となります。１回未満の場合は、
次年度年会費として1,375円（うち消費税125円）をご請求させていただきます。

カードご利用代金
明細のご案内方法

カードご利用代金のご請求内容は。WEB上でご確認いただく【WEB明細サービス】にてご案内いたします。紙（封書・ハガキ)の郵送による
ご案内を希望される場合は、カードご利用代金明細書発行手数料として一通あたり88円（税込）をご負担いただきます。

お支払い方法

支払日

ショッピングお支払い方法
キャッシングお支払い方法

末日締め/翌月27日払い

貸付条件の詳細な表示キャッシングご利用条件

カード盗難保険 付帯

ネットあんしんサービス 付帯

ご利用可能枠 当社が定めたご利用可能枠までとし、カード送付時に通知します。

遅延損害金

１．支払方法が翌月1回払以外の取引については当該分割支払金に対し、年14.60％を乗じた額あるいはカードショッピングの支払金の全額に対し商事法定利率を乗じた額の
         いずれか低い額。但し、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引の場合を除く。

２．リボルビング払、支払方法が翌月1回払、又は支払方法が翌月1回払い以外であっても割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引もしくは割賦販売法に定めがない
         権利に関する取引については、当該支払金又は弁済金に対し、年14.60％を乗じた額。
         但し、売買契約等に基づく商品等の購入又は役務提供の目的・内容が会員にとって営業のためのもである場合を除く。

３．売買契約等に基づく商品等の購入又は役務提供の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、当該支払金又は弁済金に対し、年20.00％
 　   を乗じた額。

カードご利用代金明細書発行手数料について

通販登録キャンペーン



ダイアナ ウェブショップ 登録方法How to

ご準備は出来ていますか？
★通販ご登録には
1. メールアドレス
2. パスワード　　が必要です！

こちらを
選んでね！

こちらを
選んでね！

ここから
ご登録！

ここより

おすすめ! 

ハートフルカードお申し込みの流れハートフルカードお申し込みの流れ

どうしても登録が難しい！という方は下記へお電話ください！

3種類の登
録方法

があります
♪

スマホ版

お客様情報を
入力して
くださいね！

簡単！ スピーディー！
ダイアナ ウェブショップのマイページからお申込みダイアナ ウェブショップのマイページからお申込み

ダイアナ ファミリー
公式アプリから登録  LINEから登録 通販画面から登録

登録完了！

下記の手順へ

ダイアナ ウェブショップ登録済みの方

次のページへ

ダイアナ ウェブショップ未登録の方

0120-11-3364カスタマーセンター

【受付時間】

通販登録キャンペーン
通販ご登録で

500マイルプレゼント♪
※マイルはダイアナのショッピングメンバー
　会員登録後にご利用いただけます
※1マイル＝1円としてご利用いただけます
※既にご登録済みで以前にプレゼント
マイルを付与されていない方も対象です

※当キャンペーンはお一人さま１回限りです
※キャンペーンは、予告なしに終了する場合がございます



ダイアナ ウェブショップマイページの
バナーからお申込みいただけます♪
ダイアナ ウェブショップマイページの
バナーからお申込みいただけます♪

マイページ
に入る

メニューを
タップ

ショッピングクラブ規約に同意し、
『カード申込サイトへ』をクリック

お申込みはこちら

クリック

https://shop.diana.jp/mypage/

