銀行取引特典につきましては、
SMBC 信託銀行までお問合せください。

SMBC 信託銀行のクレジットカード

0120-573-505
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

25 歳以上（目安）

27 歳以上（目安）

27 歳以上（目安）

25 歳以上（目安）

12 , 000 円（税抜き）

18 , 000 円（税抜き）

22 , 000 円（税抜き）

27 , 000 円（税抜き）

US$ 40 . 00（税抜き）

無料

9 , 000 円（税抜き）

5 , 000 円（税抜き）

6 , 000 円（税抜き）

無料

ー

ー

0円

ー

ー

一律の制限を設けておりません。

一律の制限を設けておりません。

三井住友トラストクラブ規定による

カード名 称

SMBC 信託銀行 ゴールドカード

年齢基準

25 歳以上（目安）

通常年会費／本会員
通常年会費／家族会員

年会費

特典／初年度

9 , 000 円（税抜き）

0円

※入会から3ヶ月以内に10 万円以上カードを
ご利用いただくと初年度年会費無料

※入会から3ヶ月以内に20 万円以上カードを
ご利用いただくと初年度年会費半額を返金

0円

ー

三井住友トラストクラブ規定による

三井住友トラストクラブ規定による

ポイント（無期限）／
マイル（航空会社規定）

通常ショッピング 100 円→ 3リワードポイント
リボルビング払い 100 円→ 4リワードポイント

100 円→ 1 . 3 マイル

マイル加算

ー

○

ボーナスポイント／
マイル プログラム

●ボーナスリワードプログラム
年間 50 万円以上ご利用の場合：2 , 500 ポイント付与
年間 100 万円以上ご利用の場合：6 , 000 ポイント付与

特典／次年度以降

ご利用可能額（初期設定額）

ポイント
プログラム

SMBC 信託銀行
デルタ スカイマイル ゴールドVISAカード

※前年度の年間カード利用額が30万円以上の場合無料

デルタ スカイマイル

0円

※入会から3ヶ月以内に10 万円以上カードを
ご利用いただくと初年度年会費無料

※前年度の年間カード利用額が30万円以上の場合無料

1ダイナースクラブ リワードポイント
100 円→ 1ダイナースクラブ リワードポイント 100 円→
〈マイル交換時〉1 ポイント→ 1 マイル
○

△＊2

● ダイナースグローバルマイレージ ＊3

● ファーストフライトでさらに最高25,000マイル

所定の航空会社のマイレージサービスに移行可能＊4

(利用条件あり)

ー

ANA マイレージクラブ

● 入会ボーナスマイル 6 , 000 マイル＊1

●ご継続時ボーナスマイル 3 , 000 マイル

US$1.00→1 リワードポイント

（年間参加料 6 , 000 円（税抜き））

● 通常のフライトマイレージにボーナスマイルを

区間基本マイレージ×クラス運賃倍率 ×
ANAカード種類別積算率（25％）
プレゼント

ー

●ご入会・毎年のご継続時に2 , 000 ボーナスマイル

海外旅行保険

最高 7, 000 万円（利用条件付）

最高 7, 000 万円（利用条件付）

最高 1 億円（一部利用条件付）

最高 1 億円（一部利用条件付）

国内旅行傷害保険

最高 7, 000 万円（利用条件付／家族特約付）

最高 7, 000 万円（利用条件付／家族特約付）

最高 1 億円（利用条件付）

最高 1 億円（一部利用条件付）

ー

バイヤーズ プロテクション／ショッピング・リカバリー

年間 500 万円限度（利用条件付）

年間 500 万円限度（利用条件付）

年間 500 万円限度（利用条件付）

年間 500 万円限度（利用条件付）

年間 500 万円限度（利用条件付）

保険

空港ラウンジ

SuMi TRUST CLUBカード／
ダイナースクラブ コールセンター

● 国内約 40ヵ所
（ 2015 年 1

24 時間年中無休
トラベルデスク

月時点）

「デルタ スカイクラブ」ラウンジ
無料でのご利用は

1暦年3回または3名様までとなります。

国内約40ヵ所／海外約500ヵ所
（2015年 1 月時点) 国内約40ヵ所／海外約500ヵ所
（2015年 1 月時点)

24 時間年中無休
トラベルデスク

その他の特典

24 時間年中無休

24 時間年中無休

トラベルデスク

手荷物宅配サービス

トラベルデスク

手荷物宅配サービス

サインレス・スタイル

エグゼクティブ ダイニング

サインレス・スタイル

エグゼクティブ ダイニング

おもてなしプラン

＊1 デルタ航空提携カードの入会およびファーストフライトボーナスマイルは、初めてデルタ航空提携カードにお申込みのお客様のみ対象となります。
＊2「ダイナースグローバルマイレージ」
プログラム
（要登録）のご利用でダイナースクラブ リワードポイントをマイルに移行いただけます。
＊3 ダイナースグローバルマイレージの参加航空会社はウェブサイトをご確認ください。
＊4 一部の航空会社につきましては、年間加算制限があります。
※「本体価格（税抜き）」表示となっている金額については、所定の税率に基づき計算した金額をご請求させていただきます。
ご請求金額については、
ご利用明細をご確認ください。
※SMBC信託銀行のクレジットカードは三井住友トラストクラブ株式会社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トラストクラブ株式会社が提供します。

メンバーズマガジン

SIGNATURE

おもてなしプラン

メンバーズマガジン

SIGNATURE

最高 7, 000 万円（利用条件付）

ー
24 時間年中無休

SMBC 信託銀行のクレジットカード（プレスティアゴールド／プレスティアゴールドプレミアムのお客様限定）

カード名 称

SMBC信託銀行 プラチナカード

会員資格

プレスティアゴールドならびに
プレスティアゴールドプレミアムのお客様

通常年会費／本会員

特典／初年度
特典／次年度以降

プレスティアゴールドプレミアムのお客様

※「本体価格（税抜き）」表示となっている金額については、所定の税率に基づき計算した金額をご請求させてい
ただきます。ご請求金額については、
ご利用明細をご確認ください。
※ SMBC 信託銀行のクレジットカードは三井住友トラストクラブ株式会社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トラストクラブ株式会社が提供します。

無料

無料

初年度年会費無料

次年度以降半額

17 , 500 円（税抜き）

0円
次年度以降半額

初年度年会費無料

20 , 000 円（税抜き）

最高 300 万円

最高 300 万円

通常ショッピング 100 円→ 4リワードポイント
リボルビング払い 100円→ 5リワードポイント

100 円→ 1 . 5 マイル

0円
次年度以降半額

初年度年会費無料

65 , 000 円（税抜き）

一律の制限を設けておりません。

○

ー
●ボーナスリワードプログラム

ボーナスポイント／
マイル プログラム

プレスティアゴールドならびに
プレスティアゴールドプレミアムのお客様

無料

マイル加算

ポイント
プログラム

ダイナースクラブ プレミアムカード

130 , 000 円（税抜き）

ご利用可能額（初期設定額）
ポイント（無期限）／
マイル（航空会社規定）

デルタ スカイマイル プラチナVISAカード

＊1 世界120ヵ国700ヵ所以上（2014年 8月時点）の空港VIPラウンジを年会費および利用料ともに無料で
ご利用いただけます。カードご入会後に別途プライオリティ・パス社へのお申込み手続きが必要です。
＊2 デルタ航空提携カードの入会およびファーストフライトボーナスマイルは、初めてデルタ航空提携カードに
お申込みのお客様のみ対象となります。

40 , 000 円（税抜き）

0円

0120-573-505

SMBC信託銀行

SMBC 信託銀行

35 , 000 円（税抜き）

通常年会費／家族会員

年会費

銀行取引特典につきましては、
SMBC 信託銀行までお問合せください。

年間 50 万円以上ご利用の場合：2 , 500 ポイント付与
年間 100 万円以上ご利用の場合：6 , 000 ポイント付与
年間 150 万円以上ご利用の場合：10,000ポイント付与

デルタ スカイマイル

● 入会ボーナスマイル 10 , 000 マイル＊2

●ご継続時ボーナスマイル 5 , 000 マイル

● ファーストフライトでさらに最高25,000マイル

(利用条件あり)

海外旅行保険

最高1億円（利用条件付／家族特約付）

最高 1 億円（一部利用条件付／家族特約付）

国内旅行傷害保険

最高1億円（利用条件付／家族特約付）

最高 1 億円（一部利用条件付／家族特約付）

バイヤーズ プロテクション／ショッピング・リカバリー

年間 500 万円限度（利用条件付）

年間 500 万円限度（利用条件付）

キャンセル プロテクション

年間 20 万円限度（利用条件付）

年間 20 万円限度（利用条件付）

保険

空港ラウンジ

SuMi TRUST CLUBカード／
ダイナースクラブ コールセンター

● 国内約

40ヵ所（ 2015 年 1 月時点)

＊1
● プライオリティ
・パス（本会員のみ）

プラチナカードデスク
（24時間年中無休）

その他の特典

「デルタ スカイクラブ」ラウンジ
無料でのご利用は
1 暦年6回または6名様までとなります。
プラチナカードデスク
（24時間年中無休）

トラベルデスク

コンシェルジュ

トラベルデスク

プライオリティ・パス
（本会員のみ）

空港送迎タクシー

手荷物宅配サービス（帰国時のみ）
・
コートお預かりサービス

空港送迎タクシー

手荷物宅配サービス・
コートお預かりサービス

SuMi TRUST CLUB

ダイニングセレクション

SuMi TRUST CLUB

ダイニングセレクション

ホテル
フィットネス優待

ホテル
フィットネス優待

Eマガジン VOLARE

「デルタ スカイクラブ」
ラウンジ

Eマガジン VOLARE

コンシェルジュ

非公開

15C-2356-201512

SMBC信託銀行 ゴールドカード／SMBC信託銀行 ダイナースクラブカード
年会費無料特典の集計期間について
ご入会から3ヵ月以内（※1）のカードご利用金額合計（※2）が10万円以上で初年度年会費無料。
次年度の年会費も無料。
年間（※3）のカードご利用金額合計（※2）が30万円以上の場合は、
カードご利用金額合計が条件に満たない場合は、
各カードの通常年会費をご請求いたします。
※1 ご入会から3ヶ月以内の集計期間について、以下表にてご確認ください。
例） カード入会日2013/8/15の場合
カード入会月
：8月
集計期間：2013/8月〜2013/11月末にご利用加盟店から三井住友トラストクラブ株式会社へ到着したご利用分（売上データ）
上記集計期間にカードご利用金額合計が10万円以上で初年度年会費無料。
カードご利用金額合計が条件に満たない場合は、
2014/1月請求（引落月
：2月）
にて各カードの通常年会費をご請求いたします。

集計期間

カード入会月

年会費請求月

引落月

1月

1月〜4月末

6月請求

7月

2月

2月〜5月末

7月請求

8月

3月

3月〜6月末

8月請求

9月

4月

4月〜7月末

9月請求

10月

5月

5月〜8月末

10月請求

11月

6月

6月〜9月末

11月請求

12月

7月

7月〜10月末

12月請求

1月

8月

8月〜11月末

1月請求

2月

9月

9月〜12月末

2月請求

3月

10月

10月〜翌年1月末

3月請求

4月

11月

11月〜翌年2月末

4月請求

5月

12月

12月〜翌年3月末

5月請求

6月

※2 カードご利用金額に含まれる利用分は以下のとおりです。
・ SMBC信託銀行 ゴールドカードの方：
ショッピングご利用分
（本会員様、
家族会員様の一括払い、
ボーナス一括払い、
リボルビング払い、
2回払い、
分割払い含む）
、
キャッシングご利用元金が含まれます。
・SMBC信託銀行 ダイナースクラブカードの方：
ショッピングご利用分
（本会員様、
家族会員様の一括払い、
ボーナス一括払い、
リボルビング払い含む）
、
キャッシングご利用元金が含まれます。
・カードご利用金額の集計は、
本特典対象カードご利用分のみとなります。他のカード
（ビジネス・アカウントカード含む）
やお切り替え前のカードご利
用金額は集計の対象外となります。
・年会費、
一部のカードご利用分はカードご利用金額集計の対象外となります。

※3 年間の集計期間は、
各カードによって異なります。以下の表にてご確認ください。
＜SMBC信託銀行 ゴールドカード＞
例） カード入会日が10/17の場合
集計期間：毎年11月請求分〜翌年10月請求分まで
上記集計期間にカードご利用金額合計が30万円以上で次年度年会費無料。
カードご利用金額合計が条件に満たない場合は、翌年10月請求（引落月：11月）
にて通常年会費をご請求いたします。

カード入会日

集計期間

年会費請求月

引落月

12/18〜1/17

毎年2月請求分〜翌年1月請求分

1月請求

2月

1/18〜2/17

毎年3月請求分〜翌年2月請求分

2月請求

3月

2/18〜3/17

毎年4月請求分〜翌年3月請求分

3月請求

4月

3/18〜4/17

毎年5月請求分〜翌年4月請求分

4月請求

5月

4/18〜5/17

毎年6月請求分〜翌年5月請求分

5月請求

6月

5/18〜6/17

毎年7月請求分〜翌年6月請求分

6月請求

7月

6/18〜7/17

毎年8月請求分〜翌年7月請求分

7月請求

8月

7/18〜8/17

毎年9月請求分〜翌年8月請求分

8月請求

9月

8/18〜9/17

毎年10月請求分〜翌年9月請求分

9月請求

10月

9/18〜10/17

毎年11月請求分〜翌年10月請求分

10月請求

11月

10/18〜11/17

毎年12月請求分〜翌年11月請求分

11月請求

12月

11/18〜12/17

毎年1月請求分〜同年12月請求分

12月請求

1月

ご入会日によっては、
初年度のご利用金額集計に、
ご入会日から最大1ヵ月間分のご利用金額が含まれませんのであらかじめご了承ください。
＜SMBC信託銀行 ダイナースクラブカード＞
■2012/10/15迄にご入会の方は、
カード更新月欄からご確認ください。
例） お手元のカード有効期限月が8月の場合（カード更新月：8月）
集計期間：毎年9月請求分〜翌年8月請求分まで
上記集計期間にカードご利用金額合計が30万円以上で次年度年会費無料。
カードご利用金額合計が条件に満たない場合は、翌年8月請求（引落月：9月）
にて通常年会費をご請求いたします。
■2012/10/16以降にご入会の方は、
カード入会日欄からご確認ください。
例） カード入会日が10/19の場合
集計期間：毎年11月請求分〜翌年10月請求分まで
上記集計期間にカードご利用金額合計が30万円以上で次年度年会費無料。
カードご利用金額合計が条件に満たない場合は、翌年10月請求（引落月：11月）
にて通常年会費をご請求いたします。

2012/10/15迄にご入会の方

2012/10/16以降にご入会の方

カード更新月

カード入会日

1月

12/21〜1/20

毎年2月請求分〜翌年1月請求分

1月請求

2月

2月

1/21〜2/20

毎年3月請求分〜翌年2月請求分

2月請求

3月

3月

2/21〜3/20

毎年4月請求分〜翌年3月請求分

3月請求

4月

4月

3/21〜4/20

毎年5月請求分〜翌年4月請求分

4月請求

5月

5月

4/21〜5/20

毎年6月請求分〜翌年5月請求分

5月請求

6月

6月

5/21〜6/20

毎年7月請求分〜翌年6月請求分

6月請求

7月

7月

6/21〜7/20

毎年8月請求分〜翌年7月請求分

7月請求

8月

8月

7/21〜8/20

毎年9月請求分〜翌年8月請求分

8月請求

9月

9月

8/21〜9/20

毎年10月請求分〜翌年9月請求分

9月請求

10月

10月

9/21〜10/20

毎年11月請求分〜翌年10月請求分

10月請求

11月

11月

10/21〜11/20

毎年12月請求分〜翌年11月請求分

11月請求

12月

12月

11/21〜12/20

毎年1月請求分〜同年12月請求分

12月請求

1月

集計期間

年会費請求月 引落月

・カード更新月は、
お手元のカードにてご確認いただけます。
（カード右下「有効期限」の月が更新月となります）
・カード入会日は、
ご入会時及び更新カードお届け時のカード送付書にてご確認いただけます。
ご入会日によっては、
初年度のご利用金額集計期
間が11ヶ月になる場合がございます。
・期間中にご利用加盟店から三井住友トラストクラブ株式会社へ到着したご利用伝票（売上データ）
が対象となります。期間内に到着しなかった
ご利用伝票（売上データ）
に関しては集計の対象外となります。
15C-2353-201512

