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インターネットで 24 時間いつでも申請可能！ご⾃宅、外出先でも簡単にご利⽤いただけます！ 

初回ログイン後、すぐにご利⽤いただけます（裏⾯をご覧ください） 

 ※ご利⽤可能端末・・・パソコン、各種タブレット、スマートフォン 

 

 

 

平日午前 11時までに申請すれば、当⽇受取が可能！それ以降は翌営業⽇に振込みます！ 

 ※ご利⽤には⼿数料がかかり、申請⾦額から⼿数料を引いた⾦額が振込まれます。 

   ⼿数料につきましては、本サービスサイト「ご利⽤のご案内」をご覧ください 

 ※ご利⽤分については、給与天引きされます。 

 

知っているワタシは、 

一足はやい。 

☆いつでも OK！ 

☆振込が早い！ 

すでに勤務した分の給料を「給料支給日前」に受け取ることができるサービス 

『Advanced pay SAISON』スタート！ 

 

お手続きは、簡単！ 

スマートフォン・PC から→「Advanced pay SAISON」へログイン！→指定口座にて受取

り 

口座で 

受取り 



 2

＜初回ログイン＞ 

◆ アクセス方法 

URL：https://advance.saisoncard.co.jp 

          

☆この画面をブックマークしておくと次回からのアクセスが楽になります！ 

◆ 手順 

① IDと初期パスワードを⼊⼒！ 

    

     

  

 

② 規約に同意し、メールアドレス登録するとメールが届きます 

  ※受信設定をしているかたは、「@mail.saisoncard.co.jp」 

      の受信設定をお願いします 

③ 本パスワード設定の設定をしたら、初回ログインの完了！ 

  ※パスワードは半角英字大文字、小文字、数字の 

3 種類すべてを含む 8 文字以上で設定してください 

 

 

＜ご利⽤⽅法＞ 

 

株式会社サンプル商事

株式会社サンプル商事株式会社サンプル商事

株式会社サンプル商事 

  

 山田太郎様

山田太郎様山田太郎様

山田太郎様 

ID：LVC＋スタッフ No     例）LVC123456                         

初期パスワード：給与受取口座の口座番号上 5 桁 

QRコード 

ＩＤ・パスワードを 5 回間違えると、しばらくログインが 

できなくなります。 

※３回目から注意アナウンスが表示されます 

当⽉のご利⽤期間を表⽰ 

設定した ID とパスワードでログインすると、 

従業員向けのメニュー画面が 表示されます 

＜メニュー内容＞ 

 ＜本サービスに関するお問い合わせ＞ 

   ★ （株）クレディセゾン アドバンスデスク TEL03-6893-0012 

         （平日 10：00～18：00 土日祝日、及び年末年始休み） 

利⽤履歴や各種設定ができます。詳細につきま

しては、下記表をご参照ください。 

メニュー項目 内容

受取申請 給与受取サービスの前払申請を実施する際に使用します

利用履歴 当月、及び過去のご利用状況が閲覧できます　（過去2年分まで）

お知らせ 前払申請ご利用停止期間等のサービスサイトからのお知らせを掲載しています

設定

ご利用に関する、各種内容の確認、並びに変更ができます。

※こちらのサービスは、24時間いつでもご利用いただけます

＜設定内容＞

①　「振込口座確認」

　　　※振込口座については、画面上、「登録する」が表示されていない場合は

　　　「追加・変更」　できません

②　「パスワード変更」

③　「メールアドレス確認」

ご利用案内 ご利用可能期間・手数料等のご利用に関するご案内を表示しています

よくあるご質問 お客様からお問合せで、多いものを掲載しています（例：手数料はいくらですか？）



ログイン画面イメージ

ログイン画面TOP 規約確認（初回ログイン時のみ） 連絡先登録（初回ログイン時のみ）

事前に設定されたユーザーIDと仮PWで 導入企業と従業員の間の本サービス利用にかかる 本サービスに関する連絡先のメアド登録
ログインをしてもらう。 規約を確認・同意取得

ユーザーID：接頭辞＋従業員番号 ※同意取得日時のログを残す
　 例） XXX1234567

メールアドレス有効性チェック（初回ログイン時のみ） パスワード変更（初回ログイン時のみ） 登録完了後、TOP画面へ

指定のメールアドレスに暗証番号（ワンタイムPW）を 初回ログイン用のPWは、必ず本PWに変更いただく。 以上で初回登録完了。
記載したメールを送信し、その暗証番号を入力。 このまま前払TOP画面へ誘導。
この操作でメールが確実に到達することを確認。
コードの有効期限は1時間 次回以降はIDとPW入力のみでログイン可能。



CONFIDENTIAL

TOP画面 

前払い利用履歴 

前払い申請 振込先口座確認・登録 

【給与受取サービス】 従業員専用WEBページ 機能説明と画面イメージ 

ログイン後、いくらまで前払い申請が可能か 

すぐに確認できます。勤怠実績データの連携に 

伴って、可能額が更新されていきます。 

「現在の申請可能額」の範囲内で、 

前払いしたい金額を入力します。 

※申請可能額は、実際の給与の70％目安 

申請金額から振込手数料を差し引いた金額が 

実際に振込されます。また、申請金額は次回の 

給与から天引きされることになります。 

申請完了時にも振込予定日を表示します。 

また、登録されたご本人のメールアドレス宛に 

受付内容を記載したメールを送信します。 

振込先口座は、給与口座の他、本人名義口座 

であれば最大２つまで登録でき、振込先として 

指定できます。 

申請を完了する前に、認識に相違ないか、 

最終確認ができます。また、振込予定日も 

このタイミングで確認できます。 

前払い申請した内容は、利用履歴画面で 

いつでも確認できます。また、振込処理前で 

あれば、取り消しも可能です。 

振込先口座は最大3つまで登録できます。 

1つ目は人事データから連携された給与受取 

口座をセット（変更不可）。 

残り２つは任意の本人名義口座を登録する 

ことができます。 

セキュリティ管理 

パスワードは、いつでも任意に変更できます。 

また、初回ログイン時は、メールアドレスの登録と、 

有効性チェックしたうえで、一定のルールに則った 

任意のパスワードを設定していただきます。 



1 月 2020
月曜日

月曜日月曜日

月曜日 火曜日

火曜日火曜日

火曜日 水曜日

水曜日水曜日

水曜日 木曜日

木曜日木曜日

木曜日 金曜日

金曜日金曜日

金曜日 土曜日 日曜日

30 31 1 2 3 4 5

10日払

勤怠報告（12月分）

勤怠報告（12月分）勤怠報告（12月分）

勤怠報告（12月分）

週払い

勤怠報告（12月分）

勤怠報告（12月分）勤怠報告（12月分）

勤怠報告（12月分）

月末払

勤怠報告（12月分）

勤怠報告（12月分）勤怠報告（12月分）

勤怠報告（12月分）

仮払い

申：×  支：× 申：×  支：× 申：×  支：× 申：×  支：× 申：×  支：×

6 7 8 9 10 11 12

10日払

勤怠締日①（01月分）

週払い

給与（12月分） 勤怠締日①（01月分）

月末払

仮払い

申：×  支：× 申：×  支：× 申：×  支：× 申：×  支：× 申：×  支：× 申：×  支：× 申：×  支：×

13 14 15 16 17 18 19

10日払

勤怠報告①（01月分） 給与（12月分）

週払い

勤怠報告①（13時まで） 勤怠締日②（01月分）

月末払

仮払い

申：×  支：× 申：×  支：× 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：× 申：〇  支：×

20 21 22 23 24 25 26

10日払

勤怠締日②（01月②分） 勤怠報告②（01月分）

週払い

勤怠報告②（13時まで） 勤怠締日③（01月分）

月末払

仮払い

申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：× 申：〇  支：×

27 28 29 30 31 1 2

10日払

勤怠締日③（01月分）

週払い

勤怠報告③（13時まで） 勤怠締日④（01月分）

月末払

給与/勤怠締日（12月分）

仮払い

申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇

3 4

表記の説明

表記の説明表記の説明

表記の説明

10日払

申：〇 ＝ 18時までの申請で翌営業日に支払 支：〇 ＝ 申請に応じて支払

週払い

申：▲ ＝ 11時までの申請で翌営業日に支払

月末払

申：● ＝ 11時までの申請で当日に支払 支：● ＝ 11時までの申請で当日に支払

仮払い

申：× ＝ 申請不可 支：× ＝ 支払不可

勤怠締日 ＝ 勤怠報告する

対象の勤怠期間最終日で

す。

勤怠報告 ＝ 勤怠報告の期

日です。厳守してくださ

い。



2 月 2020
月曜日

月曜日月曜日

月曜日 火曜日

火曜日火曜日

火曜日 水曜日

水曜日水曜日

水曜日 木曜日

木曜日木曜日

木曜日 金曜日

金曜日金曜日

金曜日 土曜日 日曜日

27 28 29 30 31 1 2

10日払

週払い

月末払

勤怠報告（01月分）

仮払い

申：〇  支：× 申：〇  支：×

3 4 5 6 7 8 9

10日払

勤怠報告（01月③分）

週払い

勤怠報告（01月④分） 給与（01月分） 勤怠締日①（02月分）

月末払

仮払い

申：〇  支：× 申：▲  支：〇 申：×  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：× 申：〇  支：×

10 11 12 13 14 15 16

10日払

勤怠締日①（02月分） 給与（01月分） 勤怠報告①（02月分）

週払い

勤怠報告①（13時まで） 勤怠締日②（02月分）

月末払

仮払い

申：〇  支：〇 申：〇  支：× 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：× 申：〇  支：×

17 18 19 20 21 22 23

10日払

勤怠締日②（02月分） 勤怠報告②（02月分）

週払い

勤怠報告②（13時まで） 勤怠締日③（02月分）

月末払

仮払い

申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：× 申：〇  支：×

24 25 26 27 28 29 1

10日払

勤怠締日③（02月分）

週払い

勤怠報告③（13時まで） 勤怠締日④（02月分）

月末払

給与（01月分） 勤怠締日（02月分）

仮払い

申：〇  支：× 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：×

2 3

表記の説明

表記の説明表記の説明

表記の説明

10日払

申：〇 ＝ 18時までの申請で翌営業日に支払 支：〇 ＝ 申請に応じて支払

週払い

申：▲ ＝ 11時までの申請で翌営業日に支払

月末払

申：● ＝ 11時までの申請で当日に支払 支：● ＝ 11時までの申請で当日に支払

仮払い

申：× ＝ 申請不可 支：× ＝ 支払不可

勤怠締日 ＝ 勤怠報告する

対象の勤怠期間最終日で

す。

勤怠報告 ＝ 勤怠報告の期

日です。厳守してくださ

い。
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3 月 2020
月曜日

月曜日月曜日

月曜日 火曜日

火曜日火曜日

火曜日 水曜日

水曜日水曜日

水曜日 木曜日

木曜日木曜日

木曜日 金曜日

金曜日金曜日

金曜日 土曜日 日曜日

24 25 26 27 28 29 1

10日払

週払い

月末払

勤怠報告（02月分）

仮払い

申：〇  支：× 申：〇  支：×

2 3 4 5 6 7 8

10日払

勤怠報告③（02月分）

週払い

給与（02月）/勤怠締日①

月末払

仮払い

申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：▲  支：〇 申：×  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：× 申：〇  支：×

9 10 11 12 13 14 15

10日払

勤怠締日①（03月分） 給与（02月分） 勤怠報告①（03月分）

週払い

勤怠報告①（13時まで） 勤怠締日②（03月分）

月末払

仮払い

申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：× 申：〇  支：×

16 17 18 19 20 21 22

10日払

勤怠締日②（03月分）

週払い

勤怠報告②（13時まで） 勤怠締日③（03月分）

月末払

仮払い

申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：× 申：〇  支：× 申：〇  支：×

23 24 25 26 27 28 29

10日払

勤怠報告②（03月分）

週払い

勤怠報告③（13時まで）

月末払

仮払い

申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：〇 申：〇  支：× 申：〇  支：×

30 31

表記の説明

表記の説明表記の説明

表記の説明

10日払

勤怠締日③（03月分） 申：〇 ＝ 18時までの申請で翌営業日に支払 支：〇 ＝ 申請に応じて支払

週払い

勤怠締日④（03月分） 申：▲ ＝ 11時までの申請で翌営業日に支払

月末払

給与（02月分）/勤怠締日 申：● ＝ 11時までの申請で当日に支払 支：● ＝ 11時までの申請で当日に支払

仮払い

申：〇  支：〇 申：〇  支：〇

申：× ＝ 申請不可 支：× ＝ 支払不可

勤怠締日 ＝ 勤怠報告する

対象の勤怠期間最終日で

す。

勤怠報告 ＝ 勤怠報告の期

日です。厳守してくださ

い。
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