事業統合にともなう商号および商品・サービス等の名称変更について
2015 年 1 1 月
SMBC 信託銀行は、2015 年 1 1 月 1 日にシティバンク銀行のリテールバンク事業を統合し、新たなブランド「プレスティア」として、事業を

継続しております。これにともない、同事業に関する一部の商品・サービス等の名称を変更いたしました。統合後においても、これまで
ご利用いただいていた商品・サービスは従来通りご利用いただけます。なお、一部、お客様の手続きが必要なもの等、従来通りのサービス
提供ではないものについて、別途ご案内いたします。
また、必要に応じて当行の規約・規定集における商号および商品・サービス等の名称についても変更し、同日付で改訂いたしました。
名称以外の変更がある規約・規定集等については別途ご案内しております。

■主な名称変更
分類

1

商号

2 本店所在地
3
4
5
6
7
8
9
10

新名称
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

〒 100-6520
東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号新丸の内ビルディング

〒 1 05-0003
東京都港区西新橋

1-3-1

業務開始年月/ 2007 年 7 月（ 1902 年 10 月 シティバンクの前身であるインターナ
ショナル・バンキング・コーポレーションが横浜支店を開設）
設立年月

1986 年 2 月

部門名

個人金融部門

プレスティア事業部門

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

日本証券業協会

登録金融機関

関東財務局長（登金）第 623 号

関東財務局長（登金）第 653 号

ホームページ

www.citibank.co.jp

www.smbctb.co.jp

商品

マルチマネー口座円普通預金

プレスティア マルチマネー口座円普通預金

商品

マルチマネー口座外貨普通預金

プレスティア マルチマネー口座外貨普通預金

商品

マルチマネークレジット
（預金担保貸越）

プレスティア マルチマネークレジット
（預金担保貸越）

11 商品
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

旧名称
シティバンク銀行株式会社

居住用不動産担保ローン
（不動産アドバンテージローン）

プレスティア不動産アドバンテージローン
（居住用不動産担保ローン）

商品

シティバンク外貨キャッシュカード

プレスティア外貨キャッシュカード

商品

シティバンクデビットカード

商品

シティバンク ゴールドカード

SMBC 信託銀行 デビットカード
SMBC 信託銀行 ゴールドカード
SMBC 信託銀行 デルタスカイマイル ゴールドVISAカード
SMBC 信託銀行 ダイナースクラブカード
SMBC 信託銀行 ANA ダイナースカード
SMBC 信託銀行 ドルカード
SMBC 信託銀行 プラチナカード
SMBC 信託銀行 デルタスカイマイル プラチナVISAカード
SMBC 信託銀行 ダイナースクラブ プレミアムカード
PRESTIA Bank at Workプログラム

商品

デルタ スカイマイル シティバンクゴールドVISA カード

商品

シティバンク ダイナースクラブカード

商品

シティバンク ANA ダイナースカード

商品

シティバンク ドルカード

商品

シティバンク プラチナカード

商品

デルタ スカイマイル シティバンク プラチナ VISA カード

商品

シティバンク ダイナースクラブ プレミアムカード

サービス

Citibank at Workプログラム

サービス

シティホン バンキング

プレスティアホン バンキング

サービス

シティホン インベストメント

プレスティアホン インベストメント

サービス

シティバンク オンライン

プレスティア オンライン

サービス

シティバンク モバイル

プレスティア モバイル

サービス

Instant Insight

プレスティア インサイト

サービス

シティプランナー

プレスティアプランナー

サービス

シティゴールド

プレスティアゴールド

サービス

シティゴールドプレミアム

プレスティアゴールドプレミアム

サービス

シティ ワークベンチ

プレスティア ワークベンチ

サービス

シティバンク アラートサービス

プレスティア アラートサービス

商品

円普通預金 e セービング

商品

シティバンクカードローン
（当座貸越）

プレスティア カードローン
（当座貸越）

商品

シティバンク アドバンス・マネー

プレスティア アドバンスマネー

商品

シティバンク パーソナルローン

プレスティア パーソナルローン

商品

ワールド・キャッシュカード

海外両替カード

38 商品

シティバンク ダイナースクラブカード
フューチャーポジティブ

SMBC 信託銀行 ダイナースクラブカード
フューチャーポジティブ

39 サービス

シティゴールド フューチャーポジティブ

プレスティアゴールド フューチャーポジティブ

新規申込受付停止済の商品・サービス

33
34
35
36
37

プレスティア円普通預金 e セービング

※ご案内している名称は、変更された主な名称であり、新名称との組み合わせ、略称等も使用されます。ご不明な場合はお問合せください。

お問合せは、各支店・出張所またはプレスティアホン バンキングへ。

0120-110-330

（ 24 時間 365 日受付）

海外からは

81-45-330-2880（有料）

インターネットからは

www.smbctb.co.jp
株式会社 SMBC 信託銀行
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