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運用して獲得、
使っても獲得。
PRESTIA Visa CARD

さま さまさま

： ～ ：
年中無休（ ～ を除く）

（平日 ： ～ ： ／通話料無料）

■海外の住所ではお申し込みできません。
■特典および特典の提供条件は事前の予告なく変更または中止とな
る場合があります。
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信託銀行プレスティアから、

プレミアムな一枚。
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運用して獲得、使っても獲得。

※ポイントサービスについては をご確認ください。

信託銀行プレスティアからプレミアムな一枚。

または
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、
ポイントをプレゼントいたします。

ポイント

ポイント ポイント

ポイント

ポイント

ポイント ポイント ポイント ポイント

ポイント ポイント ポイント ポイント ポイント

■ポイントは原則として約定月の翌々月に付与されます。ただし、システム障害等で遅れる場合
もありますので、あらかじめご了承ください。

■集計およびポイント付与時点で「退会」あるいは「利用停止」扱いとなっている場合は、本特典の
対象とならない場合があります。
■特典付与対象のカードを切替えた場合は、切替先によってお取引金額に対する付与数が
変わる可能性があります。

■特典および特典の提供条件は事前の予告なく変更または中止となる場合があります。
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円
※初年度無料

PRESTIA Visa GOLD CARD または PRESTIA 
Visa PLATINUM CARDをお持ちいただくと、
SMBC信託銀行プレスティアの口座維持手数料
（月額2,200円（税込））が無料（※）となります。
（※）提携クレジットカードを退会された場合は適用されません。また、家族会員は対象とな

りません。
（※） 信託銀行プレスティアでは月額 円（税込）を口座維持手数料として毎月第二

営業日にお支払いいただいております。ただし、お客さまの前月の月間平均総取引残高等
が一定の条件を満たす場合、当月分の口座維持手数料は無料です。

PRESTIA Visa GOLD CARD
■入会資格
原則 歳以上で 信託銀行プレスティアに口座をお持ちのお客さま

PRESTIA Visa PLATINUM CARD
■入会資格
原則 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のお客さま

円
※初年度無料

円
お 人目永年無料、お 人目から

円（※初年度無料）

通常年会費（税込） 翌年度以降の割引条件

本会員

家族会員

種 類

翌年度以降は、
家族カードによる前年度の
利用が年 回以上で無料

翌年度以降は
前年度のカード利用
万円以上で無料

無 料 無 料

翌年度以降は
前年度のカード利用
万円以上で半額

通常年会費（税込） 翌年度以降の割引条件

本会員

家族会員

種 類

（平日 ： ～ ： ／通話料無料）

＊ご紹介している商品、サービス等（金利・手数料・為替レートを含む）は、 信託銀行プレス
ティアでお取り扱いしています。

＊ご紹介している商品・サービスは、当行の総合的な判断により、お客さまに販売・提供でき
ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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コンシェルジュサービス プレミアム

保険サービス

ポイントの有効期間がポイント獲得月から 年（通常 年）となります。

ポイント有効期間が 年間

会員限定サービス
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ビザ・ワールドワイドがさまざまな優待サービスを
ご提供します。

国際線のフライトをご利用の際、
ご自宅と空港間で往路復路それ
ぞれを、会員優待価格にてお荷物
をお運びいたします。

※サービスおよび特典は予告なく変更する場合があります。
※サービスおよび特典はビザ・ワールドワイドが提供し、「 が定めるご利用上の規約」が適用
されます。
※詳細はウェブサイトをご確認ください。

※有効期限到来後は、再度お申し込み手続きが必要となります。

※利用可能なラウンジの設置国・地域等の詳細や最新情報についてはプライオリティ・パス社の
ホームページ（ ）にてご確認いただけます。

海外空港ラウンジサービス「プライオリティ・パス」 ビザ・ワールドワイド プログラム

三井住友VISAプラチナカード
会員専用サイト「For Platinum Members」

世界 ヵ所以上の空港ラウンジをご利用いただ
ける空港ラウンジプログラム「プライオリティ・パス」
をご利用いただけます。ラウンジでは、ドリンクサー
ビス、シャワー、パソコンのご利用、 ・新聞の閲覧
などができます。

Visaプラチナラグジュアリーダイニング

Visaプラチナ空港宅配

星付きの高級店や一度は訪れたい
名店など、厳選されたレストラン
でご利用になれる割引クーポン
をご提供いたします。

（各ラウンジによって利用条件、サービス内
容は異なります。別途料金がかかる場合がご
ざいます。）サービスご利用にあたっては、別
途専用申込書でのお申し込みが必要となり
ます。お申し込み後、約 週間でご登録の郵
送物送付先ご住所へお届けします。

「 」では、
会員さま専用のサービスや

キャンペーン、お知らせなどをご案内しています。

ログイン後、 会員さまだけに表示される
「 」のバナーからご利用ください。

https：//www.visa.co.jp/r/platinum/

会員限定サービス
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■当該カードご加入日（カード発行日）の翌日以降に日本の住居をご出発の旅行から対象となります。
■海外旅行傷害保険の補償期間は１旅行につき最長３ヵ月で、ご旅行の都度適用されます。
（＊）すべての補償について、事前に旅費等を当該カードでクレジット決済いただくことが前提と

なります。

当該カードのクレジット決済で購入した商品の破損・盗難等による損害
を、購入日および購入日の翌日から200日間補償いたします。

■ 事故につき       円の自己負担があります。
■一部補償の対象とならない商品・損害があります。

安心・安全のサービス 便利・お得なサービス

ご利用明細やご利用可能額の照会、ポイント交換等の
さまざまなお手続きができる大変便利なサービスです。
http://vpass.jp/

インターネットサービス『Vpass』

右のマークのあるお店や自動販売機でカードをタッチ
するだけでお支払いができるチャージ不要の電子
マネーです。

三井住友カードiD

ETCカード

ポイントサービス～Vポイント～
毎月のご利用金額に応じて貯まったポイントを素敵な景
品との交換や他社のポイントプログラムへ移行することが
できるサービスです。
「三井住友カードiD 」「 Apple Pay」「 Google Pay」ご利
用分もポイントが貯まります。
■ポイントの計算方法：ご利用金額の合計 円（税込）ごとに ポイント。
■ポイント有効期間：獲得月から 年間（プラチナカードは 年間）。

紛失・盗難時のサポートサービス
クレジットカードの紛失・盗難のご連絡は 時間・年中無休で受付します。
紛失・盗難によってカードを他人に不正利用された場合、「会員保障制度」
で紛失・盗難の届出日の 日前からその損害を三井住友カードが補償
します。
詳しくは会員規約をご覧ください。
■暗証番号が使用される取引は会員保障制度の適用外となり、会員の方が支払いの責任を負
うことになります。■ご本人の使用でなくともご家族や知人に貸与していた場合は、会員保障制
度は適用されません。

■ カード年会費／無料
※ 会員の方は、入会翌年度以降、前年度に一度も カード
利用のご請求がない場合は、 カード年会費 円（税込）のお支払いが必要となります。

※ 会員の方は、 カードご利用の有無にかかわらず、
年会費は無料となります。

■詳細は、ホームページ を参照ください。
■ご家族の方の カードをご希望の場合は、家族カード到着後に別途お申し込みください。
■ をご利用いただくためには、別途セットアップされた 車載器が必要となります。

スマートフォンなど に設定して、全国のコンビニやスーパーなど
Visaのタッチ決済やiDとしてタッチするだけでお支払いができます。

Apple Pay / Google Pay™

お客さまがご使用されているスマートフォンによって、ご利用いただける決済サービスが異なります。
◆ iPhone ユーザーの方◆

詳細はコチラから

◆ AndroidTMユーザーの方◆

※ 、 のロゴ、 、 は、 の商標です。
※ の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

※ 、 は の商標です。
※「 」は株式会社 ドコモの商標です。

詳細はコチラから

システムに対応した国内の有料道路等で利用できる
カードです。ご利用代金は、同時にお申し込みのカード
でのお支払いとなります。
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■ご入会時にはキャッシング利用枠の設定はありません。ご入会後、お客さまのご希望をもとに、
キャッシング利用枠の範囲内でキャッシングリボ（国内）・海外キャッシュサービスのご利用枠を設定
させていただきます。但し、ご利用枠を減額する場合、またはご利用枠の設定をおことわりする場合が
あります。■リボ・分割枠はカード利用枠の範囲内で設定させていただきます。但し、審査の結果、設定
をおことわりする場合があります。■三井住友カードを複数枚（VisaとMastercard両方等）お持ち
になる場合、各カードのご利用枠は三井住友カードが定める総利用枠を超えない範囲といたします。

毎月のお支払い金額は自分で決める。

「マイ・ペイすリボ」とは、ショッピング1回払いご利用分が自動的にリボ払い
になるお支払い方法です（※1）。
毎月のお支払い金額は、最低お支払い金額以上であれば、「一部でも全額
でも」ご都合にあわせてお支払いになれます。
ご利用代金明細書が届いたあとからでもお支払い金額を決められます（※2）。
※1加盟店によってはお支払い方法が制限される場合があります。
※2お支払い口座にご指定の金融機関によっては金額を変更出来ない場合があります｡
＊1回払い以外（分割払い・2回払い・ボーナス一括払い）でのご利用の場合は、ご指定のお支払い方
法となります。

マイ・ペイすリボカードご利用枠

カード代金のお支払い方法

ご利用代金は毎月15日締切で翌月10日のお支払い
となります。お支払い方法は、以下の方法からお選び
いただけます。

ご利用代金明細書の
お届け

お支払い金額

キャッシング（キャッシングリボ（国内）・海外キャッシュサービス）の
ご利用をご希望の場合、ご入会後に別途お申し込みが必要です。
（お申し込みにあたり三井住友カード所定の審査があります。）

キャッシング

あらかじめご指定のお支払いコースに基づき、毎月締切日
までのリボ払いの未決済残高に対して、弊社所定の手数料率により
年365日（閏年は年366日）で日割計算した手数料と元金の合計額を
毎月支払額として、毎月所定のお支払い日にお支払いいただきます。
リボ払い利用枠を超えたご利用分については、1回払いでのお支払い
になります。

（注1）ご利用代金のご請求月に、「リボ払い手数料」のご請求があることが条件となります。
（注2）「リボ払い手数料」のご請求がある月のカードご利用代金について、通常のポイントに
加え、ご利用金額200円につき0.5％ポイントが還元されます。

「リボ払い」でお支払い（注１）いただくと、

Vポイントが+0.5％還元（注２）！

手数料不要

手数料不要

手数料不要

①分割払い手数料…
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