
「継続カード」の切替スケジュール

重要リニューアルに伴うお手続きおよびご案内

Switch!カードで公共料金などをお支払いのお客さまへ

2016年

東京電力Switch!カード会員のお客さまへ

2016年12月

東京電力エナジーパートナー株式会社
三菱UFJニコス株式会社

東京電力Switch!カードリニューアルのご案内
およびTEPCOカード継続のご確認
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拝啓　お客さまにおかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、東京電力Switch! カードをご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
本年9月にご案内差し上げましたとおり、誠に勝手ながら「東京電力Switch! カード」は、2017年4月に「TEPCO
カード」へリニューアルさせていただくことになりました。重要なお知らせのため、改めてリニューアル内容を
ご案内申し上げますとともに、TEPCOカードへのご継続について、お客さまのご意向をお伺い申し上げます。
　「TEPCOカード」への継続をご希望の場合、お手続き不要です。下記切替スケジュールの通り、お手元のSwitch! 
カードの有効期限到来時に、リニューアル後のTEPCOカードをお送りいたします。新しいTEPCOカードが届くまで、
お手元のSwitch! カードでTEPCOカードのサービス・特典をご利用いただけます。
　残念ながら「TEPCOカード」への継続をご希望されない場合、大変お手数をお掛けいたしますが、同封の
「TEPCOカード継続不要届兼退会届」にご署名のうえ、2017年1月25日（水）当日消印有効までにご返送くださいます
ようお願い申し上げます。お手元のSwitch! カードは、有効期限にかかわらず、2017年3月31日をもってご利用
いただけなくなりますので、ご了承ください。
　是非ともTEPCOカードへの継続をご検討いただけますよう、お願い申し上げます。

敬具

本案内は重要なお知らせのため、本年9月の案内内容をあらためてご案内申し上げます。
既にTEPCOカードへの継続をご希望いただいているお客様へは、度々のご案内となりますことをお詫び申し上げます。

〈お問合せ先〉

継続をご希望のお客さまへ 退会をご希望のお客さまへ

・2017年4月以降も、有効期限到来まではお手元のSwitch!
カードでTEPCOカードのサービス・特典をご利用いただ
けます。

・Switch!カードは、TEPCOカード到着後カードのICチップ
部分と磁気ストライプ部分をハサミ等で裁断のうえ破棄
してください。

・同封の「TEPCOカード継続不要届兼退会届」にご記入のうえ、2017年
1月25日（当日消印有効）までにご返送ください。

・家族会員様のみ退会を希望される場合、「TEPCOカード継続不要届兼
退会届」のご家族会員様のみ退会希望欄Bにご記入のうえご返送
ください。

お支払い完了までご請求させていただきます。

・Switch!カードは、券面記載の有効期限に関わらず2017年3月31日
をもちまして終了いたします。

・Switch!カードは、2017年4月1日以降、カードのICチップ部分と
磁気ストライプ部分をハサミ等で裁断のうえ破棄してください。

〈2017年3月31日よりも前に退会を希望されるお客さま〉
本紙最下部の東京電力Switch!カードデスクまでご連絡ください。
退会された日をもってSwitch!カードの商品・サービス・機能が終了
となります。なお、必要なお手続きがある場合、退会手続きの前
までにお願いいたします。

Switch!カードでは、2017年4月1日以降ご利用いただけません。

TEPCOカードは現在お持ちのSwitch!カードの有効期限
到来時に送付いたします。
※TEPCOカードのカード番号（16桁）は、Switch!カード
と同じカード番号で発行されます。

※ご利用状況によりTEPCOカードをお届けできない場合も
ございますので、ご了承ください。

お手続き（「TEPCOカード継続不要届兼退会届」のご返送）
は不要です。

TEPCOカードへ引継ぎます。
※登録型リボ「楽Ｐａｙ（らくペイ）」の登録も引継ぎます。

Switch!カードのID／パスワードでご利用いただけます。

Switch!カードの
お取り扱い

お手続き方法

TEPCOカードの
お届け

ご利用の残高

Switch!ポイント交換コースの変更は2017年2月15日をもって終了となります。コース変更をご希望の場合、以下の方法でお手続き
ください。

【ＷＥＢ】※ご利用には「DC Webサービス」のIDが必要です。
三菱UFJニコスWEBサイト（http://cr.mufg.jp）ヘアクセス➡TOPページ「ログインする」➡「DCカード」➡ID・パスワードを入力
し、「ログイン」➡「WEBサービストップ」➡「Switch!カードオリジナルメニュー」➡Switch!ポイント登録コースの変更

【変更用紙】
下記のSwitch!カードデスクへお電話でご請求いただけます。※変更用紙のご請求は2017年1月31日までとさせていただきます。

Switch!ポイント
交換コースの
変更期限

・「TEPCOカード継続不要届兼退会届」をご返送いただいた場合、
2017年3月31日をもってポイントは失効となりますのでご注意く
ださい。

・2017年3月31日よりも前に退会を希望されるお客さまは、退会さ
れた日をもってご利用いただけなくなります。

おためいただいたSwitch!ポイントは、自動的に「DCハッ
ピープレゼント」のポイントへ引継ぎます。
※2016年度（2016年4月～2017年3月ご請求分）の獲得ポ
イントが200ポイントに満たない場合、2017年3月末で
失効となりますのでご注意ください。

Switch!ポイント

DCカードWEBサービス

DC ETCカード

2017年4月1日以降、ご利用いただけません。
・ETCカードをご利用されますと、有料道路等の料金所ゲートが開かず
危険ですので、ご注意ください。

・ハサミ等で裁断のうえ破棄していただきますようお願い申しあげます。

◆ETCマイレージサービスについてのご案内は、下記までお問い合わ
せください。
・ETCマイレージサービス事務局 ナビダイヤル 0570-010125
携帯電話・PHS・IP電話などでのご利用は045-477-3793
（平日 9:00～21:00／土・日・祝日 9:00～18:00）
http://www.smile-etc.jp/

今後も継続してご利用いただけます。

継続をご希望のお客さまへ 退会をご希望のお客さまへ

料金のお支払いはTEPCOカードに自動で引継ぎます。

※サービス提供会社よりカード情報の更新を求められた際は、所定の手続きを
お願いいたします。

2017年3月31日までにお客さまご自身で全てのサービス提供会社にお支払い
方法変更手続きをお願いします。
電気のお支払い方法変更は、東京電力エナジーパートナーホームページより
お申込みいただけます。

Web環境のないお客さまは、「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」に記載の
カスタマーセンターでも承っております。

リニューアル!

カード年会費の変更ポイント制度の変更

東京電力Switch!カード

主な変更点

詳細は中面をご確認ください。

2017年
4月

東京電力Switch!カード

（1プログラム名称 2優遇制度 3交換制度）

TEPCOカード

TEPCOカードに

カード継続を
希望する

手続不要

東京電力Switch!カードデスク（三菱UFJニコス内）

※照会窓口は2017年7月下旬頃を目処に「TEPCOカードデスク」に名称が変更となります。

本ご案内は2016年10月31日時点の情報をもとにお送りしております。すでにご退会済等、行き違いの節はお詫び申し上げます。

0120-370-810 受付時間／9：00～17：30  無休（12/31～1/3は除く）
音声ガイダンスに従ってメニューコードを選択してください。

東京電力Switch!カード
有効期限にあわせて
TEPCOカードをお届け

カード継続を
希望しない

「TEPCOカード継続不要届兼退会届」投函期限 Switch! カードは
2017年3月31日を
もって終了します。

1月25日（※当日消印有効）

番号のおかけ間違いに
ご注意ください

検 索東京電力　お支払い方法変更
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ご利用代金
明細書中面

商品券
ポイント制度の変更

カード年会費の変更
カードリニューアルに伴い、2017年5月ご請求分より下記の通り一般カードの年会費が変更となります。
2017年5月以降に到来する年会費の初回ご請求年月は、本状の宛名台紙にてご確認いただけます。（＊）
※年会費のご請求月は毎年固定です。

1

2

ポイントプログラムの名称が「Switch!ポイントプログラム」から「DCハッピープレゼント」に変更となります。
これまでおためいただいたSwitch!ポイントは、自動的に「DCハッピープレゼント」のポイントへ引き継がれます。
※ポイントの付き方（ショッピングご利用金額1,000円ごとに1ポイント）や有効期限（最長3年度有効）など、基本的な仕組みは
変わりません。
※2016年度（2016年4月～2017年3月ご請求分）の獲得ポイントが200ポイントに満たない場合、2017年3月末で失効となり
ますのでご注意ください。

東京電力エナジーパートナーの電気料金に対するポイント優遇が、2017年5月ご請求分よりランク制へと変更となります。

ポイントプログラム名称の変更 ＊2017年4月1日より変更

ポイント優遇制度の変更

3 ポイント交換制度の変更

■電気料金のポイント優遇
DCハッピープレゼントのポイント交換商品に加え、TEPCOカード会員様だけのTEPCOオリジナル商品等もお選び
いただけます。DCハッピープレゼント2017（2017年4月15日～）より交換いただけます。

（※1）nanacoポイントはDCハッピープレゼントと共通の商品です。
（※2）三越・伊勢丹商品券は伊勢丹商品券のお届けとなり、三越各店（一部店舗を除く）でもご利用いただけます。

■TEPCOオリジナル商品の追加

■ポイント自動移行コースの終了

会員ランク

ダイヤモンド

オール電化の会員
オール電化以外の会員

プラチナ

ゴールド

シルバー

ブロンズ

100万円以上

50万円以上

30万円以上

10万円以上

10万円未満

50万円以上

30万円以上

―

―

―

―

電化上手
プラン

―

従量電灯B/C
おトクなナイト8/10
その他のプラン

―

プレミアム
プラン

スマートライフ
プラン

スタンダード
夜トクプラン
その他のプラン

―

―

―

―

―

―

5倍
4倍

5倍4倍

3倍

3倍

2倍

2倍

1倍

①カード年間
ショッピング利用額

②TEPCO年間取引額
（電気料金等）

③電気契約メニュー ④カード種類

ランク判定条件電気料金の
ポイント倍率

ご利用代金明細書の有料化
三菱UFJニコスでは、紙の削減による環境保護の推進と会員サービス拡充に取り組んでおります。その一環として、
今後、毎月のご請求内容を『はがき・封書によるご利用代金明細書のご案内』から『弊社ＷＥＢサイトでのご案内』に変更
してまいります。TEPCOカードにつきましても、誠に勝手ながら、2017年8月ご請求分より一般カードのご利用代金
明細書の発行は有料（一通あたり80円/税別）とさせていただく予定でおります。詳細につきましては、2017年1月頃より
改めてご案内いたします。

ご利用代金明細書のDCハッピープレゼント明細欄にて、お客様の獲得ポイントを確認できます。
「TEPCOカード」は、基本ポイント（※1）と優遇ポイント（※2）の獲得月が異なります。
優遇ポイントの獲得月は基本ポイント獲得月の翌月となります。
※1　基本ポイントとは、1倍分（ご利用金額1,000円ごとに1ポイント）の獲得ポイントを指します。
※2　優遇ポイントとは、電気料金のご利用分への基本ポイントに加算される獲得ポイント（ダイヤモンドランクは残り4倍）

を指します。ゴールドカード会員様の電気料金以外のショッピング利用に加算されるポイント（1倍）も含みます。

毎月お届けしている「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」か
東京電力エナジーパートナーWEBサイト「でんき家計簿」または「くらしTEPCO」でご確認いただけます。

一般カードのダイヤモンドランク会員が電気
料金（10,000円）を利用した場合
基本ポイント（1倍/10ポイント）
左記「B.当月獲得ポイント」の100ポイントに
含まれます。
優遇ポイント（4倍/40ポイント）
翌月明細書の「C.キャンペーン等での獲得
ポイント」に表示されます。

本人会員の初回年会費請求年月

現 在

変更後

ANAコース　JTBコース　伊勢丹コース　高島屋コース　東急コース　三越コース　au WALLETコース

本人会員　1,000円（税別）
家族会員　無料
※東京電力の電気料金のお支払で次年度
以降も無料

本人会員　1,250円（税別）
家族会員　1名につき
　　　　　400円（税別）

本人会員　10,000円（税別）
家族会員　1名　無料
　　　　　2人目から
　　　　　1名につき1,000円（税別）

本人会員　10,000円（税別）
家族会員　1名　無料
　　　　　2人目から
　　　　　1名につき1,000円（税別）

現 在

変更後 一般カード

ゴールドカード一般カード

ゴールドカード

ゴールドカード

一般カード

ポイント ポイント

下記のコースは、2017年3月ご請求分のポイントの自動移行をもって終了となります。

■ポイントの交換方法 ポイント

DCハッピープレゼント2017（2017年4月15日～）からは、お好きな商品やポイントサービスに都度交換いただく
こととなります。

その他公共料金のポイント優遇（一律2倍）は、2017年4月ご請求分への優遇をもって終了とし、通常通りのポイント
加算（1倍）となります。ゴールドカード会員様は、電気料金以外のショッピングご利用分（公共料金含む）に対する
ポイント倍率が2倍になります。

※2017年5月ご請求分からの会員ランクは、2017年4月下旬以降にDC Webサービス内にてご確認いただけます。

■その他公共料金のポイント優遇終了 NEWS

ポイントの確認方法

当月の
基本ポイント

前月の
優遇ポイント

DCハッピープレゼント20XX
現在のポイント（A＋B＋C）
A.前月までの獲得ポイント
B.当月獲得ポイント
C.キャンペーン等での獲得ポイント

内

　
　訳

1640

100
1500

40

　　　　　　　　は電気料金以外の
ショッピングご利用分も
ポイント2倍！

（従来プラン）（自由化プラン）

・会員ランクは上記①～④のいずれかひとつを満たしていることを条件とし、年度毎に判定します。
　※当年度の利用状況により、次年度の会員ランクを判定します。ゴールドカード会員様は、毎年度ダイヤモンドランクになります。
　※③電気契約メニューはTEPCOカードでのお支払い分がランク判定の対象となります。
・上記①カード年間ショッピング利用額および②TEPCO年間取引額は、毎年4月～翌年3月のTEPCOカードご請求額を集計対象期間と
します。集計されたご請求額（合計）をもとに、次年度（翌年5月～翌々年4月）の会員ランクを判定します。

　※①カード年間ショッピング利用額は、②TEPCO年間取引額を含みます。

電気契約プランや
電気料金のご確認方法

Flying Saucer
（調理器具）

高島屋商品券

＊2017年5月請求分より変更

ご利用代金明細書はハガキでお送りすることがございます。

例

ゴールドカード

※東京電力の電気料金のお支払による
次年度年会費無料制度はなくなります。

※Switch!カードより変更なし （＊）初回年会費請求年月は
　 こちらをご確認ください。

ゴールドカード

保険

nanacoポイント
（※1）

三越・伊勢丹商品券
（※2）

自動

DCハッピープレゼント2017

グルメカタログギフト

ポイント 商品券ポイント
カタログ
ギフト
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