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平成 15 年 7 月 17 日 
 

信販会社のライフ（社長：森清圀生）は、7 月 18 日から『ライフカード 1,000 万人突破

キャンペーン』を開始いたします。おかげさまでライフカード会員数も 1,000 万人（平成

15 年 6 月）となり、現在も順調に増加しております。そこで、ライフでは、日頃の皆様の

ご愛顧に感謝いたしまして、1,000 万円相当の豪華賞品を抽選で各１名、合計 3 名様にプレ

ゼント（合計 3,000 万円相当の賞品）するキャンペーン、またライフカード会員 1,000 万

人の皆様に業界最大規模のビッグな特典をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。 
 
【キャンペーン名称】 
『ライフカード 1,000 万人突破キャンペーン』 
 
【キャンペーン期間】 
平成 15 年 7 月 18 日（金）～平成 15 年 10 月 31 日（金） 

 
【キャンペーン概要】 
1,000 万円相当の豪華賞品をプレゼント 
（１） 内容 

抽選で各 1 名、合計 3 名様に各 1,000 万円相当の豪華賞品をプレゼント。A 賞「BMW 
ALPINA B3 3.3 4WD Touring」、B 賞「3 ストーン ダイヤモンド ネックレス」、 
C 賞「パテック フィリップのペアウォッチ」 

（２） 応募条件 
氏名（フリガナ）・住所・電話番号・年齢・性別・職業・Ｅメールアドレス（お持ち

の方）を明記し、ご希望の賞品（A 賞～C 賞）と「ライフについて知っていること・

イメージすること」をご記入の上、インターネットまたは官製ハガキでご応募され

た方 
（３） キャンペーンのご応募 

URL http://www.banzai-lifecard.com (平成 15 年 10 月 31 日 24 時締切) 
官製ハガキ 宛先 〒225-8691 横浜市青葉郵便局私書箱第 30 号 

「ライフカード 1,000 万人突破キャンペーン」係 
(平成 15 年 10 月 31 日 当日消印有効) 

 
『ライフカード 1,000 万人突破キャンペーン』開始



携帯電話料金ライフカード決済でキャッシュバック 
（１） 内容 

今、携帯電話料金のお支払いをライフカードにすると、抽選で 1,000 名様に 30,000
円をキャッシュバック 

（２） 参加登録条件 
期間中、新規に NTT ドコモ、au、J-フォン、ツーカー、DDI ポケット、アステルの

携帯電話・通信利用料金をライフカードでお支払い頂く手続きをされ、キャンペー

ン期間中にライフカードでショッピングされた方 
※インターネットまたは電話にて参加登録して頂くことが条件になります。 

（３） 参加登録・お申し込み 
URL http://www.banzai-lifecard.com (平成 15 年 10 月 31 日 24 時締切) 
フリーダイヤル ０１２０－４７３３６６（平成 15 年 10 月 31 日 24 時締切） 

 
ライフ ETC カード（注１．） ETC 車載器プレゼントキャンペーン 
（１） 内容 

ライフ ETC カード「通高手形」会員の方の中から、抽選で毎月 500 名、合計 2,000
名様に ETC 車載器をプレゼント 
※キャンペーン期間中お申し込み頂くと、ライフ ETC カードの年会費が永年無料です。 

（２） 参加登録条件 
ライフＥＴＣカード「通高手形」をお持ちの方、または期間中に発行申し込みされ

た方で、キャンペーン期間中にライフカードでショッピングされた方 
※インターネットまたは電話にて参加登録して頂くことが条件になります。 

※毎月カードを利用すると、最大 4 回のチャンスになります。 

（３） プレゼント商品 
三菱重工製「MOBE-200」（希望小売価格：オープン価格） 
※アンテナ分離型（アンテナ車内設置タイプ）、選べる 3 色、最新のスタイリッシュモデル 

※日本語音声ガイド機能、ETC カード抜忘れ防止機能 

（４） 参加登録・お申し込み 
URL http://www.banzai-lifecard.com (平成 15 年 10 月 31 日 24 時締切) 
フリーダイヤル ０１２０－４７３３６６（平成 15 年 10 月 31 日 24 時締切） 

 

トッピングカード（注２．）に入会・切替えでキャッシュバック 
（１） 内容 

今、トッピングカードに入会するか、ライフカードをトッピングカードに切り替え

ると、入会後 1 年間のご利用額の 2％をもれなくキャッシュバック 
さらに、入会後 1 年間のうち、計 6 ヶ月利用すると次年度トッピングカード基本年会費



が無料 

（２） 対象者 
トッピングカードにご入会された方、またはライフカードからお切り替えの方 
※参加登録は必要ありません。 

（３） トッピングカードのご入会・切替のお申し込み 
URL http://www.banzai-lifecard.com (平成 15 年 10 月 31 日 24 時締切) 

 
 

「ETC」の普及に関して、国土交通省と日本道路公団、首都高速道路公団及び阪神高速道路

公団は、主に有料道路の多頻度利用者に対する ETC の普及の促進を図る ETC モニター・リー

ス等支援制度の枠組みについて検討してきました。平成 15 年 6 月 18 日より、新たに ETC 車載

器を購入される方で ETC モニターへのご協力をいただける方を対象とし、道路３公団が車載器

購入等に係る費用の一部を支援する制度も実施されました。また、長距離割引制度も平成 15 年

7 月 19 日より実施が予定されています。今回の「ライフ ETC カード ETC 車載器プレゼントキ

ャンペーン」は、こうした背景を踏まえ、ETC 車載器をプレゼントすることにより、ETC 普及

の一助になると捉えています。 

 また、ライフ ETC カードは、神田明神(神田神社)で交通安全祈願を行ったうえでお客様のお

手元にお届けしています。 
 
 

トッピングカードは、サービスを自由にトッピングできる業界初のクレジットカードです。

（ビジネスモデル特許出願中） 

「欲しいサービスを自由に選びたい」というご要望から生まれた、まったく新しいタイプのカー

ドです。レジャー、生活、保険のジャンルの中からお好きなサービスを組み合わせることで、自

分だけのオリジナルカードとしてご利用頂けます。加えて同カードでは、サービスの他に、①カ

ードデザイン、②返済プラン選択(通常、自動リボ)、③請求書送付方法選択(E-mail、郵送)、④

返済手段選択(自動振替、ＡＴＭ、店頭持参)という、これまでカード会社では一般的に固定的だ

ったカードの機能等についても自由に選択することが可能です。 

尚、選択サービスの付与は、既存のライフカード保有会員でも、お客様の希望により、今お持ち

のカードをそのまま〝トッピングカード〟に変えることも可能です。 
 
 

この件に関するお問合せ先 
株式会社 ラ イ フ 広報部 

℡ 03－3233－9010 

注１．ライフＥＴＣカード 

注２．トッピングカードﾞ


