PRESTIA Visa CARD customer referral campaign

ご家族・ご友人紹介キャンペーン
〈お申込期間〉2018 年 1 月22日
（月）〜 2018 年 3月30日
（金）
〈ご入会期間〉2018 年 1 月22日
（月）〜 2018 年 4月25日
（水）

※本キャンペーンは終了しました。

ご紹介者様※とご家族・ご友人にそれぞれ

ワールドプレゼントポイント

500ポイント（2,500円相当額）を

プレゼント！
PRESTIA Visa
GOLD CARD

PRESTIA Visa
PLATINUM CARD

PRESTIA Visa CARD の本会員のお客様（ご紹介者様）が、ご家族、ご友人等のお知り合い（被紹介者様）をご紹介
いただき、それぞれの対象条件を満たされると、ご紹介者様 ※と被紹介者様にそれぞれワールドプレゼントポイント

500 ポイント（ 2,500 円相当額）をプレゼントいたします。

※ご紹介者様には最大20名様分（最大10,000ポイント/50,000円相当額）
までポイントをプレゼントいたします。
◎PRESTIA Visa GOLD CARD、PRESTIA Visa PLATINUM CARDは三井住友カードが発行するクレジットカードです。
クレジットカード機能および
サービスは三井住友カードが提供します。◎入会審査には3週間程度かかりますので、余裕をもってお申込みください。

■キャンペーンについて
キャンペーン
期 間

お申込期間：201 8 年 1月22日
（月）〜 2018 年 3月30日
（金） ご入会期間：2018 年 1 月22日
（月）〜 2018 年 4月25日
（水）

ご 入 会
チ ャ ネ ル

SMBC 信託銀行プレスティアの支店・出張所（インターネット支店を除く）の店頭または郵送
ご紹介者様（ PRESTIA

Visa CARD の本会員のお客様）

下記の条件をすべて満たしていただく必要がございます。
① お申込期間中に被紹介者様が「お客様ご紹介用紙」をプレスティアの支店・出張所に持参または郵送にて、PRESTIA
Visa CARD入会申込書とともにご提出。 ＊「お客様ご紹介用紙」は、ウェブサイト、支店・出張所または郵送にてご用意しています。
②ご入会期間中に、被紹介者様がPRESTIA Visa CARDの本会員へご入会。※ 1
③ 2018 年3月30日時点のご紹介者様ご自身の普通預金残高※2が 10 万円相当額以上。※3
被紹介者様（PRESTIA Visa CARDの本会員に新規でご入会のお客様）

下記の条件をすべて満たしていただく必要がございます。

対象 条 件

① お申込期間中にご紹介者様から受領した「お客様ご紹介用紙」をプレスティアの支店・出張所に持参または郵送にて、
PRESTIA Visa CARD 入会申込書とともにご提出。＊入会申込書は、支店・出張所または郵送にてご用意しています。
②ご入会期間中に、被紹介者様がPRESTIA Visa CARDの本会員へご入会。※ 1
③ 2018 年3月30日時点の被紹介者様ご自身の普通預金残高※2が10 万円相当額以上。※3
【対象カード】

カ ード 名

入 会 資 格

通常年会費

原則25歳以上でSMBC信託銀行
PRESTIA Visa
10,000円（税抜き）
プレスティアに口座をお持ちのお客様
＊初年度無料
GOLD CARD
（税抜き）
原則25歳以上でプレスティアゴールドまたは 35,000円
PRESTIA Visa
＊初年度無料
PLATINUM CARD プレスティアゴールドプレミアムのお客様

翌年度以降の年会費割引条件
前年度のカード利用
30万円以上で無料
前年度のカード利用
100万円以上で半額

＊年会費の詳細はウェブサイトまたはお申込みパンフレットをご覧ください。
※ 1 ご入会期間中にカードが発行（ご入会）
されたお客様が対象です。
ご入会日
（加入日）
はクレジットカードのカード台紙でご確認いた
だけます。なお、本キャンペーンは家族カードの発行（家族会員のご入会）
は対象外となります。※2 普通預金残高：円普通預金（プレス
ティアeセービングを含む）、
プレスティア マルチマネー口座（円・外貨）普通預金、米ドル普通預金の合計。※3 外貨資金は、
2018年3月
30日の当行所定のTTBレートを用いて円貨に換算します。したがって、預入時の為替レートで換算して所定の金額をお預入れいただい
ても、為替レート次第では所定の金額を下回り、
キャンペーンの対象外となる場合がありますのでご注意ください。

続けて、次ページもご覧ください。
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ご紹介者様（ PRESTIA

Visa CARD の本会員のお客様）

「ワールドプレゼントポイント」500ポイント
（ 2,500円相当額）をプレゼント。最大紹介者数は、2018 年
1 名様のご紹介につき、
3月30日時点での普通預金残高に応じて下記のとおりとなります。
対 象 カ ード

特典内容

最大紹介者数

普通預金残高（2018年3月30日時点）

PRESTIA Visa GOLD CARD、
PRESTIA Visa PLATINUM CARD

30 万円相当額 以 上
20 万円相当額 以上
1 0 万円相当額 以上

20名まで（最大10,000ポイント／50,000円相当額）
1 2 名まで（最大6,000ポイント／30,000円相当額）
4 名まで（最大2,000ポイント／10,000円相当額）

被紹介者様（PRESTIA Visa CARDの本会員に新規でご入会のお客様）

（2,500円相当額）
をプレゼント。
「ワールドプレゼントポイント」500ポイント
＊ワールドプレゼントとは、
カードのご利用金額に応じて三井住友カードが提供するポイントサービスです。
詳しくは三井住友カードのウェブサイト
（https://www.smbc-card.com/nyukai/merit/index.jsp ）
をご覧ください。

ステップ 1 「お客様ご紹介用紙」
をお渡しする ご紹介者様

被紹介者様

ご紹介者様からPRESTIA Visa CARDの本会員にご入会をお考えのご家族・ご友人へ、本キャンペーンをご案内ください。
ご興味をもっていただけた場合は「お客様ご紹介用紙」
のご紹介者様欄に必要事項をご記入のうえ、
お渡しください。
ステップ 2

ご紹介方法

PRESTIA Visa CARDに申込む

被紹介者様

被紹介者様は、
「お客様ご紹介用紙」
の被紹介者様欄に必要事項をご記入いただき、2018年3月30日
（金）
までにSMBC信託
銀行プレスティアの支店・出張所に持参または郵送にて、PRESTIA Visa CARD入会申込書とともにご提出ください。
＊PRESTIA Visa CARD申込み後に
「お客様ご紹介用紙」
をご提出いただいた場合は本キャンペーンの対象外となります。
＊2018 年 1 月21 日
（日）時点で PRESTIA Visa CARDをお申込みのお客様は対象外となります。

ステップ 3

2018年4月25日（水）までにPRESTIA Visa CARDに入会する

ステップ 4

2018年3月30日（金）時点で普通預金口座に10万円相当額以上を保有する
特 典 受 領

特典付与
方 法・時 期

被紹介者様
ご紹介者様

&

被紹介者様

2 0 1 8 年 6 月の月末までにプレゼント！

上記の対象条件をすべて満たされると、2018 年6月の月末までに、
「ワールドプレゼントポイント」
をプレゼントいたします。

＊なお、特典の付与が遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

キャンペーンに関する注意事項
ご入会期間中にPRESTIA Visa CARDの本会員にご入会
●被紹介者様は、
キャンペーンのお申込期間中にPRESTIA Visa CARDをお申込みのうえ、
いただく必要があります。
ご入会期間後のカード承認については対象外となります。なお、本キャンペーンは家族カードの発行（家族会員のご入会）
は対象外となります。
●当行はご紹介者様に、被紹介者様のPRESTIA Visa CARDのお申込みやご入会の状況をお伝えすることはできません。
●ワールドプレゼントポイント付与以前にカードを退会されている場合、
または会員資格が停止されている場合などは対象外となります。
●SMBC 信託銀行プレスティアの口座をお持ちでないお客様は、
カードのお申込み前に口座開設が必要です。郵送での口座開設は、最大 3 週間程度
かかる場合がありますので、余裕をもってお手続きください。SMBC信託銀行プレスティアでは月額2,000円（税抜き）
を口座維持手数料として毎月
第 1 営業日にお支払いいただいておりますが、本カードをお持ちいただくと無料となります。
●ポイントプレゼントに関する税務上の取扱いは、最寄りの税務署等にお問合せください。
●三井住友カードまたはSMBC信託銀行が不正な取引と判断した場合は対象外となります。
●本キャンペーンは事前の予告なく対象期間や条件などキャンペーン内容を変更、
または中止する場合があります。
●三井住友カードまたは SMBC 信託銀行が同時期に実施する複数のキャンペーンにご参加いただく場合、法令上の規則、その他の事由により、
キャンペーンの特典を重複して付与できない場合がございます。
●カードのお申込みにあたっては、
ウェブサイトまたはお申込みパンフレット等に記載の
【お申込みにあたって】
をよくお読みになり、注意事項等を十分
にご理解のうえ、
お申込みください。

キャンペーンに関するお問合せ
カードのお申込みおよびお申込み後の状況確認等について

キャンペーン内容、口座開設および提携クレジットカードのお申込みについて

SMBC信託銀行
口座をお持ちのお客様
口座をお持ちでないお客様

0120-573-505（
0120-50-4189（ 24

www.smbctb.co.jp/mgm/allied/

）
通話料無料
時間 365日受付 ）

通話料無料
24 時間 365日受付

三井住友カード 入会案内デスク

0120-816-437

（通話料無料）

東京

大阪

03-6627-4136 06-6445-3503
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●受付時間：平日9:00〜19:00
土・日・祝日9:00 〜17:00
年中無休
（ただし12/30 〜1/3を除く）

株式会社SMBC信託銀行

2018年 1 月22日現在
PRO-Allied0009YR1801

