三井住友信託銀行で住宅ローンをご利用のお客様限定

三 井 住 友 信 託 ダ イ ナ ー ス ク ラ ブ カ ード

暮

ら し を 豊 か に
プ レ ゼ ント キ ャン ペ ー ン

三井住友信託
ダイナースクラブカードご入会

＋

お買い物やお食事での
カードのご利用

で、

10,000 円プレゼント！
新規に住宅を
ご購入のお客様

すでに住宅を
ご購入済のお客様

新生活のスタートに合わせて
家具や家電などの準備に……

誕生日や記念日などの
食事や旅行に……

●キャンペーン期間● 2017年

2 月27日（月）〜2017年 8 月31日（木）＊

お申し込み分まで

＊2017年5月31日（水）までをキャンペーン期間としていましたが、
ご好評につき延長します。

● 本キャンペーンは、ご入会受付時点で、三井住友信託銀行で住宅ローン本申込受付済のお客様、または、住宅ローンをお借入中の
お客様が対象となります（フラット35をお申込・お借入中のお客様は対象外です）。
● 本キャンペーンは、キャンペーン期間中に三井住友信託ダイナースクラブカード本会員に新規でお申し込みいただき、ご入会から
3ヵ月以内に合計10,000円以上ご利用された方に適用されます（2017年9月30日までのご入会に限ります）。
● 本キャンペーンをご利用いただくためには、本キャンペーン専用の入会申込書、または、三井住友信託銀行
ウェブサイトの本キャンペーン専用オンライン入会申込からお申し込みいただく必要があります。それ以外の
方法でお申込みいただいた場合、本キャンペーン対象外となりますので、
ご了承ください。
URL もしくは QRコードから弊社ウェブサイトにお入りいただき、
「キャンペーンのご利用はこちらから
（住宅ローンのお客様限定）
」
ボタンをクリック

キャンペーン専用オンライン申込

www.smtb.jp/personal/smtc/diners/

※キャンペーンの適用条件等の詳細については、裏面の【暮らしを豊かにプレゼントキャンペーンに関する注意事項】をご確認ください。
三井住友信託銀行は、本キャンペーンおよび三井住友信託ダイナースクラブカードのご案内にあたり、お客様の同意のもと、個人情報（氏名・電話番号等）を
三井住友トラストクラブに提供させていただきます。
三井住友トラストクラブでは、
お客様の情報を本キャンペーンならびに三井住友信託ダイナースクラブカードのご案内のみに利用します。

食事を楽しむすべての人へ

三井住友信託ダイナースクラブカードのご案内
ダイナースクラブならではの特別なサービスを、有利な年会費でご利用いただけます。
三井住友信託ダイナースクラブカード年会費（税抜）

本会員 22,000円 ／ 家族会員 5,000円
〈提携カード特典〉本会員年会費 12,000 円
※初年度は新規入会後、3ヵ月以内のカードご利用金額20万円以上、次年度以降は
年間のカードご利用金額50万円以上で、
本会員のみ12,000円（税抜）
となります。
※カードご利用代金のお支払い口座は、
三井住友信託銀行以外ご指定いただけません。
※ご入会に際しては、
三井住友トラストクラブ株式会社による所定の審査があります。

〈ビジネス・アカウントカード〉 個人カードに追加してお持ちいただけるカードです。

3 つのメリット

● プライベートと
こんな方に
おすすめ

ビジネス経費を分けたい方
● プライベートで

カードをもう1枚持ちたい方
年間手数料

エグゼクティブ ダイニング

料亭プラン

おもてなしプラン

対象レストランの所定のコース料理を、
会員様を含む2 名様以上でご利用いた
だくと、1名様分のコース料金が無料に。
親しい方やお仲間との心豊かなひとときを
ご堪能ください。

通常では予約の難しい高級料亭を、会員の
皆様に代わって、ダイナースクラブが予約
します。高級料亭の技と味をお愉しみいた
だけます。

ウェルカムドリンクや特別メニューのご提供
など、
シェフやオーナーが心をこめてご用意
するその 店ならではの “ おもてなし ” で
お迎えします。

名門ゴルフ場優待予約

コナミスポーツクラブ優待

国 内 屈 指 の 名 門ゴルフ場を会 員 様に
代わってご予約。
ゴルフデスク経由で優待
価格でご予約いただけます。優待価格は
プレー代金から5,000円引き（税込）と
なり、優待分はダイナースクラブがご提供
します。

全国に展開する「コナミスポーツクラブ」を
法人会員料金でご利用いただけます。

愉しみを知るすべての人へ

◎ 個人カードとは別のお支払口座を設定できます。
（法人口座も設定可能）

◎ ビジネス・アカウントカードでご利用のポイントも
個人カードのポイントと合算可能。
ポイントは有効期限がなく、
いつでもマイルや多彩な賞品へ交換できます。
専用のご利用代金明細の発行ができます。
◎

2,000 円（税抜）

ダイナースクラブ クオリティ
四季折々の各種イベント

ご利用限度額に一律の制限なし
会員おひとり様ごとのご利用状況に応じて、個別にカードのご利用可能枠を設定し、
ご利用いただいております。

コールセンター
（24時間・年中無休）
カードの紛失・盗難などの緊急のご連絡はもちろん、各種サービスのご案内からお届け事項の変更まで、様ざまなお問い合わせやご相談にご利用
いただけます。休日や夜間でも、
いつでもあなたの “ 今 ”にお応えします。

ダイナースクラブでは、
「ミシュラン三つ
星獲得寿司店すきやばし次郎会食会」や
「世界遺産 醍醐寺の観桜会」など、会員
様限定のイベントを多数開催しています。
ほかでは味わえない極 上の体 験をお楽
しみください。

ダイナースクラブ リワードプログラム

旅を愛するすべての人へ
トラベルデスク

手荷物宅配サービス

トラベルデスク経由のご予約でパッケージツアーが最大5% 割引にな
ります。また、ご利用条件に応じてタクシー送迎サービスや様ざまな
空港サービスもご利用いただけます。

海外旅行から帰国の際、手荷物１個を対象空港から、
自宅・勤務先等
指定場所まで無料でお届けします。

貯 まる

毎月のご請求金額100円ごとに1ポイント＊1 獲得できます。
ポイントに有効期限はありません。

空港ラウンジ
国内外約600カ所以上の主要空港ラウンジを、会員ご本人様は無料でご利用いただけます。出発までの
時間をゆったりとお過ごしください。

ホノルル・Lea Leaラウンジ&デスク

京都ホテル ウエルカムラウンジ

ワイキキ中心部にあるラウンジをご利用いただけます。

ダイナースクラブカードをご提示いただくと、
京都駅前に位置する京都ホテルオークラの
ラウンジを会員様および同伴者1名様まで
ご利用いただけます。

【場所】
「ロイヤル・ハワイアン・センター」B館3階
レストラン「サントリー」隣

貯めたポイントは、多彩な賞品や
マイルへ交換＊2 できます。

100 円 ＝ 1ポイント ＝ 1マイル

ラウンジサービス

※会員様1名につき、
ご同伴者4名様までご利用いただけます。

使う

ボーナスポイントが貯まる充実のポイントモール

賞品を選ぶ楽しさを堪能できるウェブサイト

ダイナースクラブ ポイントモール

ダイナースクラブ リワードプログラム ウェブサイト

ポイントアップ加盟店

オンラインショップ出店数は250以上、サイン
オンひとつでお買い物からレストラン・ゴルフ場・
旅行予約までボーナスポイント／キャッシュ
バックの特典つきに。

ポイントで交換できるアイテムをバラエティ豊富に取り
揃えた専用ウェブサイト。

ご利用のたびにボーナスポイントがもらえる
加盟店をご紹介。ダイナースクラブ リワード
ポイントをさらに効率よく貯めることができます。

＊1 ご利用の加盟店によっては、
ポイントが加算されない場合、
または換算方法が100円につき1ポイントではない場合があります。
＊2 マイル移行をご利用いただくには、別途ダイナースグローバルマイレージへの参加が必要です。 年間参加料：6,000円（税抜）
航空会社毎に年間移行マイルの上限があります。

海外旅行保険・国内旅行傷害保険
傷害死亡・後遺障害保険金最高1億円をはじめとする充実の補償をご用意しています。家族会員様も、同様の補償が受けられます。
海外旅行保険
傷害死亡・
後遺障害
最高1億円
※下記⑴と⑵の
合算額
⑴自動付帯分：
最高5,000万円
⑵利用条件分：
最高5,000万円

傷害治療
費用

300万円

疾病治療
費用

300万円

詳しいサービスのご案内はダイナースクラブ ウェブサイトをご覧ください。

国内旅行傷害保険
賠償
責任

1億円

携行品
損害

50万円

救援者
費用

300万円

死亡・
後遺障害

最高1億円
（利用条件
付き）

入院

日額
5,000円
（利用条件
付き）

手術
手術の種類に
応じて
5万円
10万円
20万円
（利用条件
付き）

通院

日額
3,000円
（利用条件
付き）

www.diners.co.jp

お問い合わせ先
三井住友信託ダイナースクラブカードの
各種サービス等に関して

三井住友信託ダイナースクラブカードの入会手続きや
本キャンペーンに関して

ダイナースクラブ コールセンター

三井住友信託銀行

TEL：0120-041-962

TEL：0120-430-547

受付時間：平日10時〜20時 / 土日祝10時〜18時

受付時間：平日9時〜21時／土9時〜17時

（12/31〜1/3はご利用いただけません）

（日・祝および12/31〜1/3はご利用いただけません）

■ 注意事項
【入会のお申し込みに際して】
ご入会に際しまして、三井住友トラストクラブによる所定の審査があります。審査の結果、カードの発行をお断りする場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。
ダイナースクラブ ウェブサイトに掲載の会員規約等をよくお読みの上、
お申し込みください。
【カード等の利用に関する特約】
（1）
カードは細心の注意をもって正しく使用かつ管理してください。
（2）お支払い済みの年会費は、理由を問わず原則としてお返しいたしません。
（3）
カードの不正利用があると三井住友トラストクラブが判断した場合にはカードを無効とし新しいカードを発行します。
（4）万一 会員規約に違反してカードが不正に利用された場合や、会員ご本人様の故意や過失によってカードが偽造された場合の損害について、会員
ご本人様がその責任を負うこととなります。ただし、会員様が紛失等の事実を速やかに三井住友トラストクラブに連絡の上最寄りの警察署に届け、
かつ所定の書類を三井住友トラストクラブに提出した場合は、
この限りではありません。
（5）会員規約等が改定され三井住友トラストクラブから会員様へその内容を通知または公表した後に、会員様がカードを利用した場合は、会員規約等の
改定事項を承諾したものとみなします。
【リボルビング払いについて】
（1）原則として300万円を超えない範囲で三井住友トラストクラブが審査し決定した額が利用可能枠（ショッピングリボ利用可能枠）
となります。
（2）手数料率（実質年率）
は15.0% です。
（3）毎月の支払元金は、リボルビング払いのご利用残高に応じて変動します（ミニマムペイメント方式）。ただし、定額の支払元金の設定がある場合、
ミニマムペイメント方式で算出される支払元金と定額支払元金とを毎月比較し、金額の高いほうが適用されます。
（4）
カード利用代金を原則毎月20日に締め切り、翌月10日（金融機関の営業日でない場合は、翌営業日）に弁済金（支払元金＋手数料）をお支払い
いただきます。締切日が金・土・日・祝日にあたる場合、手数料は締切日の翌営業日前日までの分となります。
お支払い例（4月15日に現金価格10万円の商品をリボルビング払いで購入した場合）
初回 [5月10日 ] の弁済金：支払元金2万円 + 手数料0円、
2回目 [6月10日 ] の弁済金：支払元金2万円＋手数料1,142円
〔10万円×19日間×15.0%
（10万円−2万円）
×11日間×15.0%÷365日＊＝1,142円〕。
÷365日＊＋
＊うるう年は366日として計算。
（3回目以降は記載省略）
【ボーナス一括払いについて】
（1）取扱期間およびお支払日は次のとおりです。夏期：取扱期間12月21日〜6月20日、お支払日8月10日。冬期：取扱期間7月21日〜11月20日、
お支払日1月10日。
（2）手数料はかかりません。お支払総額は現金価格と同額になります。
（3）加盟店によっては、
ご利用いただけない場合があります。また、海外ではご利用いただけません。
（4）
ボーナス一括払いのご利用には
「ショッピングリボ利用可能枠」の設定が必要となり、
「ショッピングリボ利用可能枠」の範囲内でご利用いただけます。
【カードご利用代金のお支払い口座について】
三井住友信託銀行以外はご指定いただけません。ビジネス・アカウントカードはこの限りではありません。
【その他注意事項】
（1）本チラシに記載の内容は2017年6月現在のものです。サービス内容は予告なく変更、終了となる場合があります。
（2）
「本体価格（税抜）
」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、
ご利用代金明細をご確認ください。
【暮らしを豊かにプレゼントキャンペーンに関する注意事項】
（1）本キャンペーンは、ご入会受付時点で、三井住友信託銀行で住宅ローン本申込受付済のお客様、または、住宅ローンをお借入中のお客様が対象と
なります。入会受付時点で住宅ローン本申込がなく、入会受付後に住宅ローンの本申込をされたお客様は、対象外となります。また、フラット35を
お申込・お借入中のお客様は対象外です。
（2）本キャンペーンは、
キャンペーン期間中に三井住友信託ダイナースクラブカード本会員
（三井住友信託ダイナースクラブプレミアムカードは対象外）
に
新規でお申し込みいただき、ご入会から3ヵ月以内に合計10,000円以上ご利用された方に適用されます（2017年9月30日までのご入会に限り
ます）。
（3）本キャンペーンをご利用いただくためには、本キャンペーン専用の入会申込書、または、三井住友信託銀行ウェブサイトの本キャンペーン専用
オンライン入会申し込みからお申し込みいただく必要があります。それ以外の方法でお申し込みいただいた場合、キャンペーン対象外となります
ので、
ご了承ください。
（4）
ご入会月により、本特典プレゼント実施月が異なります。詳細は下記をご確認ください。10,000円プレゼントは特典プレゼント実施月のご請求
金額より差し引かせていただきます。特典プレゼント実施月のご請求金額が１０，
０００円に満たない場合は、ご請求金額と特典プレゼント１０，
０００円
との差額を、三井住友トラストクラブがカードご利用代金のお支払い口座へお振込みいたします。特典プレゼントはご利用代金明細でご確認
いただけます。
特典プレゼント実施月の具体例
ご入会月
6月
7月
8月
9月

ご利用金額の集計期間
入会日〜 2017 年 9 月 30 日
入会日〜 2017 年 10 月 31 日
入会日〜 2017 年 11 月 30 日
入会日〜 2017 年 12 月 31 日

プレゼント実施月
11 月
12 月
1月
2月

特典プレゼント実施月は、初年度年会費の引落月と同一となります。
（5）以下期間内に三井住友トラストクラブに到着したカードご利用情報が本特典の集計対象です。
集計開始日：カードがお手元に届いてから 集計締切日：カード券面右下に記載の有効期限月の翌月から数えて3ヵ月後月末まで
（6）家族カード、
リボルビングカード、
ＥＴＣカードでのご利用分は合算して集計します。
（7）年会費、
キャッシングサービス、
カードローン等のご融資に関わる全て、各種オプショナルサービスの参加料、ダイナースクラブ ビジネス・アカウント
カードのご利用分、
期間中のご利用でも加盟店からのご利用伝票が三井住友トラストクラブに遅れて到着したご利用分は集計対象外となります。
（8）以下の場合は、本キャンペーン対象外です。
・ご入会後、
カードの種類変更（切替）
をされた方
・現在お持ちのカードから切替入会された方
・本特典プレゼント実施時点で対象カードが「退会」あるいは
「利用停止」扱いとなっている方
（9）本キャンペーンの諸条件を満たしたか否かについては、個別にご連絡いたしませんので、
ご了承ください。
（10）本キャンペーンは、事前の予告なく変更または終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
（11）詳しくは三井住友信託銀行の窓口までお問い合わせください。
【本広告に関する注意事項】
本チラシは三井住友トラストクラブが提携する三井住友信託銀行の資料です。すでにダイナースクラブカードの会員である方にもお渡しすることが
あります。
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