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ホップ♪ステップ♪シティックス！！
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FunFunポイント交換商品につきまして、2022年3月1日より新商品
【ポイントキャッシュバック
『1,000円分』】
を新たに追加いたしました。

キャッシュバック・サービス内容
貯まったポイントがCTXカードのお支払いに使えます！

ご請求金額

20,000円

8,000P =10,000円分

DOWN

お支払い金額

10,000円

ご請求金額より交換したキャッシュバック金額を差引いたします。
キャッシュバック金額は「ご利用代金請求明細書」にてご案内いたします。
※ご利用代金請求明細書でのポイント減算月とキャッシュバック金額の差引月にズ
レが生じる場合がございます

ポイントキャッシュバック一覧

NEW

ポイント数

キャッシュバック

1,000P 1,000円分

ポイント数

キャッシュバック

8,000P

10,000円分

22,500P

30,000円分
50,000円分

2,000P

2,000円分

35,000P

4,500P

5,000円分

50,000P 100,000円分

※ポイント交換商品一覧はホームページよりご確認いただけます

交換スケジュール例
交換お申し込み翌月のご請求金額から差引いたします。
1日

4月

末日

ポイント交換受付期間は
毎月1日〜末日（必着）
！
交換方法は応募用紙（郵送・FAX）
またはWEBで！
！

26日

5月

or 27日

ご請求金額より、
キャッシュバック金額を
差引いてお支払い！

※お申し込み日によってはキャッシュバック金額の差引が翌々月となる場合がございます
※ご請求金額がキャッシュバック金額以下の場合、差額は次回以降のご請求に繰り越しとなります
※変換後の変更やキャンセル、
または差額の返金や換金には応じられません

お得なイベントもりだくさん！
マイカーリースキャンペーンのご案内
年会費無料

報の
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、
詳細は
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中面を
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4月

２０２２年ソフトバンクホークス応援キャンペーン
豪華賞品が当たる！新生活応援キャンペーン

■例えば『8,000P』を交換した場合

シティックスファン

2022

and quarter
マークイズ福岡ももち店
店長

吉村 幸子さん

春アイテムも続々登場♪洋服選
びをドキドキワクワク楽しんでいた
だけるような、
豊富なラインナップ
でお待ちしております。
トータル
コーディネートもおまかせく
ださい！

今月のFunCプレゼント！
CUSTOM ORDER DANKAN（P07〜08掲載のお店）
「ネクタイ」…30名様
お知らせ

紙のご利用代金請求明細書は発行手数料をいただいております。
※詳しくはホームページをご確認ください

hion more!
Let's enjoy spring fas

と

and quarter

Wrapin nine 9

で見つけた

春をより楽しむファッション
and quarter

9つの厳選したワードローブから、
トータルで楽しんで欲しいと誕生。
デニムや
ワーク、
ミリタリー、
スポーティーをベースに、
女性のあらゆるシーンにちょっとだけ
遊びと面白さをミックスするようなアイテムが充実しています。

❶ hagumu リネンドルマンコート
●
……………… 11,880円
❷ hagumu
●
バックロングリネンシャツ
……………… 8,690円
❸ hagumu
●
リネンテーパードパンツ
……………… 7,590円

❷ Gives a sense of fullment
●
B.L.T ロゴロンT ……………… 6,490円
❸ IN THE MARKET バルーンスカート
●
…………………………………… 8,690円

キュートな 大 人 を 演 出する
カジュアルフレンチで

❶ IN THE MARKET ノーカラーシャツ
●
アウター ………………………… 9,790円

●
❸

都会的ながら木の温もりのある店
内はマニッシュとフレンチ、2つの
ゾーンに。
テイストを小物まで統一し
たり、
ミックスしながら、
自分好みの
トータルコーディネートを探してみて。

●
❷

●
❸

and quarterでも買える！

Hug Hug（ハグハグ）
Oﬃcial インスタグラム

福岡市中央区地行浜2-2-1
営 10：00〜21：00 □
休 施設に準ずる
□

https://ma28.co.jp/（株式会社まつや）
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TEL092-834-2253

❷ cache cache
●
ポーチ付き柄パイピングメッシュトートバッグ
…………………………………… 5,390円
●
❷

●
❶

マークイズ福岡ももち内
（1F・2F）

TEL092-834-2228

❶ Wrapin nine 9
●
ランダムドビーギャザーワンピース
………………………………… 14,300円

❶ NICOLAS LAINAS
●
3ラインフィンガーフックサンダル … 8,690円

●
❷

❷ NICOLAS LAINAS
●
フィンガーフックプレートサンダル … 9,790円
❸ Wrapin nine 9
●
バックギャザーシャツ …………… ７,590円
●
❸

※モデル着用の小物はイメージです

統一してもミックスでも2つのテイストから自分好みで

2F

●
❶

●
❶

※モデル着用の小物はイメージです

1F

※掲載商品は売り切れの場合もありますので、
店舗へ確認してからおでかけください

さら りと着こなすシャツや
これから 活 躍するサンダル

●
❸

を紹介します！

ドビーギャザーでふわり ♪
さわやか季 節のおでかけに

かわいくてカッコいい！
マニッシュ感 あるスタイル

●
❷

に、
さまざまなブランドを展開する
「まつや」。今回は
「マークイズ福岡ももち」
にあ
る2つのブランドで見つけた、
春がより楽しく過ごせるようなアイテムやスタイリング

Wrapin nine 9 ࠷ࡈࡧ࠾࠘ࡧ

ࠖࡧ࠽ࠣࠞࡰ࠳ࡰ

家では妻やママ、
職場では上司や部下など、
いくつもの
顔を持つ女性が、
自分らしさをとりいれながら、
シーン
によって変身できる“大人かわいい”スタイルを提案して
います。
MADE IN JAPANへのこだわりも特徴です。

●
❶

「No fashion no happy life
（服がない人生はハッピーじゃない）
」
をコンセプト

オンラインストア
「ma28 matsuya」

真逆テイストのアイテムでいつもと違うコーデ探しを
「Wrapin nine 9」
や
「Hymn LIPA
（ヒ
ムリパ）」
など自社ブランドを中心に
品揃え。
フェミニン、マスキュリンと
ゾーニングされた店内で、
いつもと
違うコーデに出会えるかも♪

Wrapin nine 9でも買える！

Angelico Luce
Oﬃcial インスタグラム

あなたの地元エリアにもあるかも!? 2つのブランドショップは各地に
「and quarter」
と
「Wrapin nine 9」 【and quarter】
のショップは、九州やその他エリア 福岡県：2店舗、鹿児島県：1店舗、
その他エリア：6店舗
にも。
オンラインストアもあるので、 【Wrapin nine 9】
福岡県：1店舗、
鹿児島県：1店舗、
その他エリア：5店舗
HPやInstagramでチェックを！
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2 ゆず加工品コーナー
九州一のゆずの産地で採れた
ゆずの加工品を豊富に品揃え
◀ ゆずハニー

道の駅
すえよし

ち
しきさ い い

ネットでも話題の商品。
濃縮タイプなので、
これ1本で
ビタミンたっぷりのおいしい
ゆずジュースが約2.5〜5リット
ル楽しめます。TV番組でも紹
介されました

ば

四季祭市場

あたたかい陽射しがうれしくなる4月、
ドライブ日和の
オフの日を見つけて仲間やご家族でぜひ足を運んでみて

あたたかい春にぴったりな季節の
かわいらしい花苗で、お庭やリビン
グを彩り豊かに演出しませんか?

レストラン四季祭
遠方からも評判を聞いて多くのお客様がやってくる
行列ができる人気のランチバイキングレストラン

四季祭市場
新鮮野菜、鹿児島黒牛・黒豚、柚子加工品、花苗など末吉の
特産品が盛りだくさん
採れたての新鮮な野菜、大切に育てた鹿児島黒牛・黒豚の
精肉、特産品のゆずを使った加工品、花苗など末吉の特産
品が盛りだくさんで直売されています。地元農家運営の「出
荷者協議会」が提供する野菜や各種加工品は、
生産者の名前まで明記したパッケージングで、
安心・安全かつ、とてもリーズナブルな価格
で購入できます！

1 精肉コーナー

全国的に評価が高い、鹿児島黒牛・黒豚の精肉コーナーでは、
A5ランクの最上級鹿児島黒牛を販売しています。

鹿児島黒牛精肉 ▶
焼肉セットA
（カルビ上400g、
モモ400g）
11,000円

◀ 鹿児島黒牛・黒豚精肉

焼肉セットA
（黒牛カルビ上・モモ各
200g、
黒豚バラ・ロース各200g）
8,500円

※精肉は道の駅すえよしのオンラインショップ
からもご購入いただけます
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九州山口 道の駅ドレッシング選手権
で1位を獲得。
ゆずの香り・バランスの
良さが評価されました

3 花苗コーナー

駐車場入口横には特産品の鹿児島黒牛の巨大な ▲
像が迎えてくれます

新鮮な野菜、鹿児島黒牛・黒豚の計り売
り、
ゆず加工品、
かわいい花苗など地元末
吉の魅力いっぱいの特産品が並ぶ四季
祭市場（しきさいいちば）
と、
ランチバイキ
ングが大人気のレストラン四季祭（しきさ
い）
をご紹介！

◀ 末吉ドレッシング

地元末吉の新鮮な食材をふんだんに使っ
ておいしく作り上げた、和洋中バラエティ豊
かな料理をビュッフェ形式でご提供します。
旅行雑誌でも取り上げられ、道の駅満足
度ランキング第1位になったこともある有名
店です。
バイキングの時間帯
11：00〜15：00 (OS14:00)
お一人様
・大人
・小学生
※1時間食べ放題

1,100円
600円

・3〜6歳
400円
・2歳児以下
無料

※ドリンクバーも含まれます ※料金は予告なく変更される場合がございます

インターネットでの情報発信も充実

インターネットを使った情報発信にも積極的で、Youtubeなら検索ワード【道の駅すえよし】でヒットした
動画をぜひチェックしてみて！またツイッター・フェイスブック・インスタグラムも運営中でホームページから
アクセス可能。さらに詳しい情報を手に入れられます。

オンラインショップ

道の駅すえよしホームページからアクセスできるオンラインショップでは和牛日本一に輝いたA5ランクの
最上級鹿児島黒牛や鹿児島黒豚を専門に取り扱っています。遠方でなかなか足を運べない方でもご家
族の食卓用やご贈答にぜひご利用ください。
WEBサイトURL= https://oniku.kagoshima.jp/

道の駅すえよし 施設概要
〒899-8606 鹿児島県曽於市末吉町深川11051-1
TEL0986-79-1900 FAX0986-79-1911
WEBサイト／http://mecena-sueyoshi.com/michi-sueyoshi/
検索ワード／道の駅すえよし
営 9：00〜18：00 □
休 1月1日、
□
4・7・10月の第1水曜日
駐車場／大型：10台 普通車：170台

※文中価格は税込

公衆電話あり Wi-Fi 無線LANあり
電気自動車用 急速充電器あり
アクセス／
・鹿児島市から国道10号で宮崎方面へ約1時間30分
・鹿児島県霧島市から約30分
・宮崎県都城市街地から国道10号を鹿児島方面へ約15分
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今月のFunCプレゼント！
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会員様限定！CTXマイカーリース
CTXN
U
F

通常の車のローンと違い、
「スマイルリース」なら車両代だけでな
く、自動車税（7年分）込みで月々定額でＯＫ。急な出費で慌てる
こともありません。例えば、
トヨタ カローラクロス GAS Gなら月額
36,080円（税込）。
リーズナブルにマイカーの夢がかないます！ お
車選びから丁寧にご相談に乗りますので、まずはお問い合わせを。

今月の特選車

安く♪
毎月お
GETも
ー
カ
マイ
ない！
ゃ
じ
夢

クロス GAS G
トヨタ カローラ

2022年ソフトバンク
CTXN
U
F ホークス応援キャンペーン
タカガール♡デー2022キャンペーン
観戦球場 : 福岡PayPayドーム
抽選
対象者

カードご利用対象期間中にショッピング30,000円以上
ご利用の会員様（CTXカードにて公共料金決済分も含む）

〈A指定席引換券が当たる！〉

タカガール♡デー2022キャンペーン
カードご利用対象期間

3 月14日（月）〜 4月30日（土）

【応募締切】 応募用紙 2022.5/9（月）必着 WEB・FAX 2022.4/30（土）24:00まで

6月11日（土）東京ヤクルト戦 6月12日（日）東京ヤクルト戦
頭金不要

36,080円/月 28,600円/月
7年均等払いプラン

7年ボーナス併用プラン

（税込）

※写真のユニフォームは2021年のもので、2022年のデザインは未定です

排気量 1,800cc

（税込）

ボーナス
44,000円
（税込）×
14回

福岡ソフトバンクホークス公式戦のペア入場券進呈！

公式戦チケットを当ててホークスを応援に行こう！
！
観戦球場 : 福岡PayPayドーム

※両プランともに残存価格0円で算出したリース料金になります

オプション

フロアマット/ドアバイザー/ETC/ナビ/ドライブレコーダー

※上記お支払い例は参考リース料です。
オプション、
グレード等変更の際はリース料が変動します
※掲載のリース料は2022年2月現在のものです。
リース料は予告なく変更する場合があります
※掲載の写真はグレード、
ボディカラー、
オプション等実際とは異なる場合がございます
※金額は全て税込表示になります

ご成約3大特典
1 ドライブレコーダープレゼント

10,000Pプレゼント

カードご利用対象期間

※6月観戦可能日は下記の通りです。
以下の試合から日程の指定をお願いいたします

4月1日（金）〜4月30日（土）

【応募締切】 応募用紙 2022.5/9（月）必着 WEB・FAX 2022.4/30（土）24:00まで

6月 7日
（火） 阪

神

戦 6月 18日
（土） 楽天イーグルス戦

6月 8日
（水） 阪

神

戦 6月 19日
（日） 楽天イーグルス戦

6月 9日
（木） 阪

神

戦 6月 24日
（金） 北海道日本ハム戦

6月 12日
（日） 東京ヤクルト戦 6月 29日
（水） 千 葉 ロッテ 戦
6月 17日
（金） 楽天イーグルス戦
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、
開催が延期もしくは無観客・中止となり、
当選が無効となる
場合がございますので、
予めご了承ください。当選発表は、
チケットの発送をもってかえさせていただきます

リース料金に含まれるもの
●車両本体価格
（付属品含む）●登録諸費用 ●環境性能割 ●自動車税
（7年分）

お車はあなたのものに！

ホークス応援キャンペーンにご応募の際には必ずお読みください

CTXカードで下記を決済登録すると当選確率が UP!!
携帯料金・プロバイダー料金・電気料金・ケーブルTV料金・ガス料金
新聞購読料・ALSOKホームセキュリティー料金

※お車によっては、
ご精算が必要な車もございます

お問い合わせ
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2022年6月の試合日程

6月 11日
（土） 東京ヤクルト戦 6月 26日
（日） 北海道日本ハム戦

FunFunポイント

リース
満了後は

カードご利用対象期間中にショッピング50,000円以上
ご利用の会員様（CTXカードにて公共料金決済分も含む）

6月 10日
（金） 東京ヤクルト戦 6月 25日
（土） 北海道日本ハム戦

2 ETC車載器プレゼント
3

抽選
対象者

092-761-4183

受付時間
(平日10:00〜17:00)

申込方法：P14の
「キャンペーンお申し込み用紙」、
またはWEBからエントリー!

WEB CTX NETにアクセス！
FAX 092-741-4907
※受付期間は試合月によって異なります
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カードキャッシング

実質年率17.70％

CD・ATMネットワーク 全国約90,000台！
！土日祝日も、ご利用可能！
！

期間
限定

カードキャッシングイベントのご案内

優遇金利

お近くの銀行で

9.60％

初めての方
初めての方
限定
限定

実質
年率

＋ATM手数料無料

ファーストキャッシングイベント！

イベント期間

2022.4/1〜4/10

2022年4月1日〜4月10日の期間中、
CTXカード入会後初めてキャッシ
ングをご利用された方は優遇金利9.60%
（実質年率）
+ATM手数料無
料にてご利用いただけます。
※イベント期間中２回目以降のご利用分および2022年3月末日までにキャッシングのご
利用実績のある会員様、
期間外のご利用は、
所定の17.70%
（実質年率）
となります

※記載の金融機関設置のコンビニATMでもご利用いただけます
※福岡銀行、
西日本シティ銀行
（コンビニATM含む）
でのご利用分はすべてリボルビング
払いとなります

期間限定
特別金利

新型コロナ終息祈願キャッシング
※キャッシング機能が付いている全ての方が対象です

イベント期間

全国のコンビニで
イーネット
ATM

ファミリーマート

ポプラ デイリーヤマザキ

※一部お取扱いできないカードがございます
※ローソン銀行ATM及びイーネットATMにおいては提携金融機関経由のお取引となります
※ローソン銀行ATM及びイーネットATMでのご利用分は、
すべてリボルビング払いとなります

2022.4/14〜4/16

2022年4月14日〜4月16日の期間中、キャッシングご融資利率が
9.60％
（実質年率）
の優遇金利でご利用いただけます。さらに、同期間
中のATM手数料も無料！期間中何回でもご利用いただけます。

※期間外のご利用は所定の17.70％
（実質年率）
となります

スタートアップ！！応援イベント
※キャッシング機能が付いている全ての方が対象です

街中で

このマークが目印です

イベント期間

下記の提携会社のCD・ATMでもご利用できます。

※海外でのキャッシングはDC VISA・DC Masterのみご利用いただけます
※一部お取扱いできないカードやCD・ATMもございます

2022年4月17日〜4月19日の期間中、1回のキャッシングご利用額
40,000円以上でキャッシングご融資利率が9.60％
（実質年率）
の優
遇金利でご利用いただけます。さらに、同期間中のATM手数料も無
料！期間中何回でもご利用いただけます。

※期間外のご利用は所定の17.70％
（実質年率）
となります

CD・ATM利用手数料
ご利用金額（キャッシング利用）

1万円以下

1万円超

ご利用手数料

110円（税込）

220円（税込）

※ご請求については、
当月のCD・ATMご利用手数料をまとめて翌月カードご利用
代金とあわせてご請求いたします
※金融情勢により変更する場合がございます ※土日祝日も手数料は同一です
■お支払日
■ご返済例

ご利用の翌月から、
会員様ご指定の金融機関により、
毎月26日または27日に
指定口座よりお引落としいたします。
1万円を1回払い（翌月返済）でお借入いただいた場合のご返済金額

10,000円×17.70％÷366日×30日＝145円（利息）
10,000円＋145円（利息）
＝10,145円

ご利用可能枠
増額・
設定受付中！
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キャッシングイベント 注 意 事 項

CD・ATMでキャッシングを
「ご利用」
の都度、下記のご利用手数料をご負担いただきます。

●キャッシングはFunFunポイントの対象となりません
●キャッシング機能が付いている方限定のイベントです
●カードの種類やご利用・お支払い状況によっては、
カードでのキャッシングをご
利用いただけない場合がございます
●福岡銀行・西日本シティ銀行
（コンビニATM含む）
でのご利用分はすべてリボル
ビング払いとなります
●ローソン銀行ATMにおいてはリボルビング払いとなります
●ATM手数料は、
キャッシングをATM等でご利用した際にかかる手数料のこと
です。
通常、
ご利用金額が１万円以下の場合は、
110円
（税込）
、
１万円超の場合は、
220円
（税込）
が、
ご利用の都度かかります

キャッシングイベントの
お問い合わせは

☎092-761-5165
（平日10：00〜17：00）

☎092-761-5165 受付時間
(平日10:00〜17:00)

キャッシングの通常貸付条件について
“2021年7月1日よりご融資利率を引き下げました”
●
●
●
●
●

※各種ローンカード除く

ご融資利率／実質年率17.70％
ご利用可能枠／1万円〜50万円
遅延損害金／実質年率20.00％
ご返済方法／１回払い
（元利一括払い）
またはリボルビング払い（残高スライド元利定額払い）
ご返済回数・期間／１回〜48回・1ヶ月〜48ヶ月

現在、
ご利用中のカードのショッピング・キャッシングご利用可能枠の
増額または設定をご希望の会員様は下記へご連絡ください。
※審査の結果、
ご希望に添えない場合がございます

2022.4/17〜4/19

返済等で
お悩みの方は

日本貸金業協会（貸金業相談・紛争解決センター)

☎0570-051-051

受付時間9:00 -17:00
休 土、
日、祝日、年末年始

貸付条件の確認をし、借り過ぎに注意しましょう
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キャンペーン等の
CTXN
U
F お申し込みはこちら！

WEB入会限定
新規会員ご紹介キャンペーン
キャンペーン期間

2022年

ご紹介
い！

3 月14 日（月）〜4月30 日（土） くださ

シティックスJCB

シティックスDC/Master

入会金・年会費 永年無料
「シティックスカード」をお持ちでない
ご家族、ご友人、お知り合いの方をご紹介ください！

2,000
ご紹介者様特典

ご紹介
（ご成約）
1件につき

ポイント
プレゼント
※2,000円相当

ご入会者様特典

1

シティックスカード（株）HP

2

キャンペーンお申し込み用紙

3,000円分 1,000円分
10,000円以上で

ご紹介者様

ご入会者様

シティックスHPの入会申込ページもしくは二次元コー
ドから希望するカードを選択しメールアドレスを入力

こちらから
お申し込み
ください！

シティックスカードより届くメールに記載されている
URLをクリックし、入会申込画面へ
入会申込画面の基本情報ページの「通信欄」にキャン
ペーンコードを入力し、申込を完了する。

キャンペーンコード

TEL：092-761- 4183

受付時間
（平日10：00〜17：00）

JCB
VISA
Master

※国際ブランドの□にチェックを入れ
カードに刻印されている下4ケタの
番号をご記入ください

お名前
TEL.（

）

生年月日（西暦）

-

年

月

日

※賞品の当選発表は、
発送をもってかえさせていただきます
※お客様からいただいた個人情報は、
賞品の発送・キャンペーン以外の目的では使用いたしません

ココに ！
ク
チェッ

今月のFunCプレゼント！！

※必要事項をご記入ください

【応募締切】2022.４/20（水）必着

CUSTOM ORDER DANKAN

（P07〜08掲載のお店）

※デザインは
選べません

「ネクタイ」………… 30名様

キャンペーン
ココに ！
ク
チェッ

※希望するキャンペーンの□にチェックをご記入ください

【応募締切】
応募用紙 2022.5/9
（月）
必着

WEB・FAX

2022.4/30
（土）
24:00まで

豪華賞品が当たる！ 新生活応援キャンペーン
ご希望のコースA〜Eをご記入ください。

コース

※お一人様１コースのみ

【応募締切】
応募用紙 2022.5/9
（月）
必着

WEB・FAX

2022.4/30
（土）
24:00まで

2022年ソフトバンクホークス応援キャンペーン
ココに ！
ク
チェッ

タカガール♡デー2022キャンペーン
ご希望日（

2022SCP

キャンペーン応募に関するお問い合わせ先

FAX 092-741-4907

フリガナ

ご紹介方法
キャンペーンコードとシティックスHPもしくは二次元
コードからの入会申込をご紹介ください。

ご希望のキャンペーンの□にチェックを入れ、
必要事項をご記入のうえ、下記の住所へ封書にてご郵送ください。
シティックスカード株式会社「キャンペーン係」 ※コピーでご郵送
〒810-0002 福岡市中央区西中洲8番3号
いただいても結構です

カード番号

い ず れ か キャッシュバック
※詳しくは、
カード送付時に同封のファーストショッピングキャンペーン台紙を
ご確認の上、
ご返送ください。

www.citixcard.co.jp

3

カードショッピングご利用累計額（ご入会から３カ月以内）
30,000円以上で

携帯電話で
簡単
アクセス

ココに ！
ク
チェッ

６

月

日）

公式戦チケットを当ててホークスを応援に行こう！
！
6月分 ご希望日（

６

月

日）

※当選日がご希望日以外になる場合がございます
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