2016 年 2 月 1 日
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位
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
三井住友カード株式会社

ＳＭＢＣ信託銀行と三井住友カードが提携し、
「PRESTIA Visa CARD」を発行
三井住友フィナンシャルグループのグループ会社である株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
（本社：東京都港区、代表取締役社長：古川 英俊、以下「ＳＭＢＣ信託」）と三井住友
カード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保 健、以下「三井住友カー
ド」）は提携し、ＳＭＢＣ信託銀行プレスティア事業部門（以下、「プレスティア」）に
口座をお持ちのお客さまを対象とした新しいクレジットカード「PRESTIA Visa PLATINUM
CARD」と「PRESTIA Visa GOLD CARD」の会員募集を、本日 2016 年 2 月 1 日（月）より
開始いたします。
2015 年 11 月 1 日に、ＳＭＢＣ信託はシティバンク銀行のリテールバンク事業を統合
し、新ブランド「PRESTIA」として同事業の展開を開始いたしました。このたび、プレ
スティアに口座をお持ちのお客さま向けに「PRESTIA Visa PLATINUM CARD」と「PRESTIA
Visa GOLD CARD」のクレジットカードをご用意いたしました。「PRESTIA Visa PLATINUM
CARD」には、グローバルに活躍されるプレスティアのお客さまのニーズに合わせ、世界
100 ヵ国 600 ヵ所以上の空港ラウンジをご利用いただけるプライオリティパス※1 を付帯
いたしました。
「PRESTIA Visa GOLD CARD」では、国内主要空港のラウンジをご利用い
ただけるとともに、世界主要都市の「VJ デスク」※2 等、三井住友カードの各種海外サ
ービスもご利用いただけます。
また、本カードは、世界中の 3,800 万店の Visa 加盟店でのお買い物だけでなく、プ
レスティアでの銀行取引金額に応じてワールドプレゼント※3 のポイントがたまる他、プ
レスティアでの口座維持手数料も無料となるなど、金融グループの提携カードならでは
のサービスが充実しております。
今回、本カードの発行を記念しまして、入会キャンペーン「入って使ってキャッシュ
バックキャンペーン」を実施いたします。2016 年 5 月 31 日（火）までにご入会の上、
カードを一定額ご利用いただくと、入会時期・カードの種類に応じた金額をキャッシュ
バックいたします。さらに、
「Early Bird Special」と題しまして、2016 年 3 月 31 日
（木）までにご入会いただいたお客さまにはキャッシュバック金額を増額いたします。

なお、プレスティアは、三井住友トラストクラブ株式会社とのクレジットカード提携
を 2016 年 7 月 31 日を以って、終了いたします（「ＳＭＢＣ信託銀行 ドルカード」のみ
2017 年 2 月 28 日を以って終了）
。
今回の提携を通じ、ＳＭＢＣ信託銀行と三井住友カードは、本カード会員の皆さまに
ご満足いただけるよう特典・サービスの充実を図ってまいります。
以
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
広報室
山下
TEL 03-4510-4407
戦略企画室（プレスティア広報担当）
大城（おおき） TEL 03-6897-5423
三井住友カード株式会社
経営企画部広報室 西野・西岡
TEL 03-5470-7240

上

（添付資料）
【カード券面】

＜PRESTIA Visa PLATINUM CARD＞

＜PRESTIA Visa GOLD CARD＞

＜クラシックカード＞
【カード概要】
（2016 年 2 月１日現在）
名称

PRESTIA Visa PLATINUM CARD

PRESTIA Visa GOLD CARD

募集開始

2016 年 2 月 1 日（月）

国際ブランド

Visa

対象

原則 25 歳以上で、プレスティアゴールドま
たはプレスティアゴールドプレミアム※4 の
お客さま

原則 25 歳以上で SMBC 信託銀行プレスティア
事業部門の口座をお持ちのお客さま

年会費

35,000 円（税別） ※初年度無料
翌年度以降、年間 100 万円以上利用で半額

10,000 円（税別）※初年度無料
翌年度以降、年間 30 万円以上利用で無料

利用枠

原則 300 万円～

50～200 万円

銀行窓口でお申込みいただくか、お電話にて資料請求の上、郵送にてお申込み（SMBC 信託銀
行プレスティア事業部門の口座をお持ちでない方は、カードお申込み前に口座開設が必要）

入会方法

【電話窓口：SMBC 信託】カードのお申込み、口座開設、資料請求について
■口座をお持ちのお客さま：0120-573-505
■口座をお持ちでないお客さま：0120-50-4189
【電話窓口：三井住友カード】カードの資料請求
■プラチナカードをご希望のお客さま：
「プラチナ入会案内デスク」0120-944-744
■ゴールドカードをご希望のお客さま：入会案内デスク：0120-816-437

ポイント
制度

三井住友カードが提供するポイントサービス「ワールドプレゼント」が適用され、全国の
Visa 加盟店で 1,000 円のご利用につきワールドプレゼントのポイントが１ポイント貯まり
ます。
（ポイント有効期限：プラチナカード 4 年、ゴールドカード 3 年）
また、銀行取引における獲得ポイント数は、お取引内容及びお取引金額により異なります。
詳細は（www.smbctb.co.jp/creditcard）からご確認ください。

■プレスティア特典（下記、
【プレスティアでの銀行取引特典】をご確認ください）
■口座維持手数料（月額 2,000 円/税抜）無料

特典
付帯保険

海外旅行傷害保険：最高１億円
国内旅行傷害保険：最高１億円

海外旅行傷害保険：最高 5,000 万円
国内旅行傷害保険：最高 5,000 万円

主な付帯
サービス

プライオリティパス
コンシェルジュデスク

空港ラウンジサービス（全国主要空港）

【プレスティアでの銀行取引特典】
PRESTIA Visa PLATINUM CARD または PRESTIA Visa GOLD CARD をお持ちいただくと、対象と
なるお取引の毎月のお取引額に応じて、ワールドプレゼントのポイントを付与。

対象取引

1 ヶ月あたり取引総額（円）
100 万～500 万未満

付与ポイント数
(GOLD/ PLATINUM) 280

投資信託
(GOLD) 280

（円ベース・外貨ベース）

500 万以上
(PLATINUM) 560

プレミアム・デポジット

(GOLD) 140

（為替オプション付仕組預

500 万以上
(PLATINUM) 280

金）
100 万～200 万未満

(GOLD/ PLATINUM) 35

200 万～300 万未満

(GOLD/ PLATINUM) 70

円から外貨預金取引

300 万～400 万未満

(GOLD/ PLATINUM) 105

（両替・送金は除く）

400 万～500 万未満

(GOLD/ PLATINUM) 140
(GOLD) 140

500 万以上
(PLATINUM) 210

【キャンペーン概要】
入会期間

2016 年 2 月 1 日（月）～2016 年 5 月 31 日（火）
★「Early Bird Special」 2016 年 2 月 1 日（月）～2016 年 3 月 31 日（木）

ご利用期間

ご入会日以降、2016 年 7 月 31 日（日）まで

キャンペー
ン期間

対象カード

PRESTIA Visa PLATINUM CARD／PRESTIA Visa GOLD CARD

適用条件を満たした方へ、入会日に応じて下記の通りカードのご請求金額に対してキャッシ
ュバック
キャンペーン適用条件
キャッシュバ
対象カード
ック
ご利用期
ご利用金額
入会日
金額
間
特典内容／
キャンペー
ン適用条件

PRESTIA Visa
GOLD CARD

10 万円以上
（含む消費税等）

PRESTIA Visa
PLATINUM CARD

30 万円以上
（含む消費税等）

2016/7/31
まで

★2016/3/31 まで

9,000 円

2016/5/31 まで

6,000 円

★2016/3/31 まで

18,000 円

2016/5/31 まで

12,000 円

※入会期間中にカードが発行された方が対象です。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。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。

キャッシュ
バック方法

2016 年 11 月 10 日ご請求金額に対してキャッシュバックいたします。
キャッシュバック金額は、ご利用代金明細書または WEB 明細書に「入会キャッシュバックキ
ャンペーン」と表示されます。
※同月のご請求金額がキャッシュバック額に満たない場合には、三井住友カードから SMBC
信託銀行プレスティア事業部門の口座へお振込みとなります。

キャンペーンの詳細については、SMBC 信託のウェブサイト（www.smbctb.co.jp/creditcard）にてご案
内しております。
※1

プライオリティパス社が提供する、世界各国の空港ラウンジがご利用いただける世界最大級の空港
ラウンジ・アクセス・プログラムです。

※2

世界各国の主要都市にある VJ デスクでは、現地の観光情報のご提供からレストラン・チケットの
ご予約、カードやパスポートの紛失・盗難時のサポートまでを日本語でバックアップいたします。

※3

ワールドプレゼントは、カード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。

※4

プレスティアゴールド並びにプレスティアゴールドプレミアムは、それぞれ SMBC 信託銀行プレステ
ィアにおける月間平均総取引残高 1,000 万円相当額以上、
5,000 万円相当額以上かつ資産運用ニーズ
のある、選ばれたお客さま向けに SMBC 信託が提供する資産形成サポートサービスです。

