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ソニーカード・2通貨決済機能付クレジットカードのお問い合わせ先
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
【営業時間】 9:30～17:30（年末年始除く）

ソニー銀行 カードデスク 0120-935-698（フリーダイヤル）
フリーダイヤルをご利用いただけない場合は 03-5645-6977（通話料有料）

2011年10月3日
ソニー銀行株式会社

ソニーカード/2 通貨決済機能付クレジットカード　キャンペーン実施のお知らせ

　ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：石井 茂／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、10月3日（月）
より、「ソニーカード /2通貨決済機能付クレジットカード＊ キャンペーン」として、以下を実施しますのでお知らせ
いたします。
＊ソニーカードは、ソニー銀行が発行するソニーのオフィシャルクレジットカードです。

■「ソニーカード /2 通貨決済機能付クレジットカード　キャンペーン」の概要
（1）ソニーカード /2 通貨決済機能付クレジットカード　新規ご入会キャンペーン

ソニーカード、または2 通貨決済機能付クレジットカードに新規ご入会いただいたかたの中から抽選で合計345名さま
にブルーレイディスク/DVDレコーダーなどをプレゼント。
プレゼント条件：	2011年10月3日（月）から2011年12月30日（金）までにお申し込みいただき、2012年1月31日（火）

までに入会されたかた

抽選およびプレゼント賞品発送時期：

カード入会日（※1） 抽選およびプレゼント賞品発送時期

第1回 2011年10月3日（月）～ 2011年10月31日（月） 2011年11月下旬

第 2回 2011年11月1日（火）～ 2011年11月30日（水） 2011年12月下旬

第 3 回 2011年12月1日（木）～ 2012 年1月31日（火） 2012 年 2月下旬

（※1）抽選は、カード入会日によって異なります。カード入会日は、カード台紙に記載のカード入会日欄をご確認ください。

プレゼント賞品・当選者数：

プレゼント賞品（※2） 当選者数

ブルーレイディスク/DVDレコーダー（BDZ-AT750W） 合計15 名さま（各回 5 名さま）

デジタル一眼カメラ “α”（NEX-C3D） 合計 30 名さま（各回10 名さま）

BBC　EARTH　グレート・ネイチャー　ブルーレイ・シングル [episode1] 合計 300 名さま（各回100 名さま）

（※2）賞品は予告なしに変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

当選発表：	当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。なお、賞品の発送は、都合により遅れる場
合があります。あらかじめご了承ください。

【注意事項】
●	応募登録は不要です。
●	家族カードのご入会はキャンペーン対象外です。
●	抽選時期にカードを退会されている場合はキャンペーン対象外です。
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（2）ソニーカードでポイント 2 倍キャンペーン

ソニーカードのリボチェンジ（※3）ご利用金額に対して、通常の 2 倍のポイントをプレゼント。
（※3）リボチェンジとは、ショッピング「1回払い」のご利用分を、後から「リボルビング払い」に変更できるサービスです。

対象期間：2011年10月3日（月）から2012年 3月10日（土）午後 0：00（正午）までのリボチェンジお申し込み分

リボチェンジ締切日およびポイント加算時期：
リボチェンジのお申し込みは、ソニーカードのメンバーズページへログイン後、「リボチェンジ」ページよりお手続きいた
だけます。また、獲得されたポイントも、同メンバーズページ内の「ショッピングポイント照会・交換」画面のボーナス
ポイント欄、もしくは、ご利用代金明細書の「ポイントのお知らせ」でご確認ください。

リボチェンジ締切日（※4） 引き落とし日 ポイント加算時期

2011年10月10日（月・祝）午後 0：00（正午） 2011年10月27日（木） 2011年12月中旬

2011年11月10日（木）午後 0：00（正午） 2011年11月28日（月） 2012 年1月中旬

2011年12月10日（土）午後 0：00（正午） 2011年12月27日（火） 2012 年 2月中旬

2012 年1月10日（火）午後 0：00（正午） 2012 年1月27日（金） 2012 年 3月中旬

2012 年 2月10日（金）午後 0：00（正午） 2012 年 2月27日（月） 2012 年 4月中旬

2012 年 3月10日（土）午後 0：00（正午） 2012 年 3月27日（火） 2012 年 5月中旬

（※4）リボチェンジの締切日は、毎月10日午後 0：00（正午）です。

【注意事項】
●	応募登録は不要です。
●	一部の加盟店でのご利用代金は、リボチェンジができない場合がございます。
リボチェンジ対象外の例：	カード年会費、Edyチャージ、モバイルSuica、携帯電話・インターネットプロバイダーなどの継

続的な利用料金、新聞・雑誌などの定期購読料、英会話教室、メンバーズクラブ・スポーツ施設・
ゴルフ施設利用料、提携会社から収納事務を委託された各種料金、役務（サービス）提供など
のご利用料金など

●	ポイント加算の対象外となるケースは次の通りです。
●	店頭でのリボルビング払い
●	リボ支払いコースよりも低い金額でのご利用
	 例）毎月のお支払い金額を10,000 円に設定されているかたで、5,000 円のご利用料金をリボチェンジされた場合
●	ポイント加算時期にすでに一括返済されている場合
●	キャンセルされたご利用代金

●	次の場合は、キャンペーン対象外となりますのでご了承ください。
	 ①ご利用代金についてお支払い期日までのご入金が確認できない場合
	 ②ポイント加算時点でカードを退会されている場合
	 ③対象となるお取り引きであっても、不正なお取り引きとソニー銀行が判断した場合

※詳細はサービスサイトをご覧ください。
※ “α” は、ソニー株式会社の登録商標です。
※（C）BBC	Worldwide	Limited	2010	Distributed	under	licence	from	2	entertain	Video	Limited.	All	rights	reserved.
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。
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クレジットカードの重要事項

クレジットカードのお取り引きの際には、必ず以下の内容およびホームページ上の「ソニーカード会員規約」もしくは「＜2通貨
決済機能付＞ソニーカード会員規約」をご確認くださいますようお願いいたします。

（１）クレジットカードの重要事項（共通）
1. カードの管理について

ソニー銀行は、会員（以下、「お客さま」といいます）の氏名・カード番号・カード有効期限などを表示したカードをお貸しいたします。
カードの所有権はソニー銀行に属します。
お客さまは保管・管理を十分かつ細心の注意を払って行っていただきます。
カードが紛失・盗難・詐欺・横領などにより他人に不正に利用された場合は、これによって生じた一切の債務をお客さまにご負
担いただきますが、会員規約に定める条件を満たした場合は、損害のてん補を行います。

2. 会員規約などの改定について

会員規約、リボルビング払いの手数料率および遅延損害金の利率の変更時にはお客さま宛に通知いたします。

（2）ソニーカードについて
1. 年会費

1,312円（消費税込み）です。
家族カードは1名さまにつき525円（消費税込み）です。
ただし、ソニーカード（家族カード含む）の年会費は初年度無料です。
ETCカードを年会費無料でご利用いただけます。

2. お申し込み資格

満20歳以上（学生を除く）で安定収入のあるかた。

3. ソニーカードのお取り引き条件について

■カード利用枠
利用枠はお客さまごとに定めております。利用枠はカード発送時のカード台紙またはカード利用明細書に記載しております。

■弁済の時期
カードのご利用は毎月10日に締め切り、同月27日（当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日）に請求いたします。

■弁済方法
1回払い・リボルビング払いとします。
リボルビング払いは元金定額方式とし、毎月のお支払い元金は3,000円以上1,000円単位でご指定いただけます。

■リボルビング払いについて
1回払いのご利用分を、あとからリボルビング払いに変更できます（以下、「リボチェンジ」といいます）。リボチェンジはお支払い
月の10日（午後 0:00（正午））までにお申し込みください。
リボルビング払いをご指定いただいた場合は、ソニー銀行所定の手数料がかかります。
なお、一部の加盟店でのご利用代金については、リボチェンジのお取り扱いができない場合があります。また、カードご利用状況
によりソニー銀行が承認しない場合はリボチェンジをご利用できません。
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■リボルビング払いの手数料率
実質年率13.20％～14.60％

■その他手数料
外国加盟店でのカードご利用代金などは、その利用代金をVisa の決済センターにおいて集中決済された時点でのVisa の指定する
レートに、海外取引関係事務処理経費として1.63％を加えたレートで円貨に換算してご請求いたします。

■特約
ETCカード特約、ポイントシステム規定を定めています。
※詳しくは「ソニーカード会員規約」でご確認ください。

（3）2 通貨決済機能付クレジットカードについて
1. 年会費

5,250 円（消費税込み）です。
家族カードは1名さまにつき1,050 円（消費税込み）です。
ETCカードのお取り扱いはありません。

2. お申し込み資格

●	満 20歳以上 75歳以下で安定収入のあるかた。
●	日本国内に連絡先を有するかた。
●	ソニー銀行の円普通預金口座・外貨普通預金口座（米ドル）をお持ちのかた。
●	2 通貨決済機能付クレジットカードのお申し込み者は、口座名義人と同一人に限ります。
●	ソニー銀行のお客さま名義の円普通預金口座と外貨普通預金口座（米ドル）をカードご利用代金のお引き落とし口座としていた
だきます。また、2通貨決済機能付クレジットカードをご契約中は、外貨普通預金口座（米ドル）を解約することはできません。
詳しくは「預金口座振替約款（2通貨決済機能付クレジットカード用）」をご確認ください。

3. 2 通貨決済機能付クレジットカードのお取り引き条件について

■カード利用枠
利用枠はお客さまごとに定めております。利用枠はカード発送時のカード台紙またはカード利用明細書に記載しております。

■弁済の時期
カードのご利用は毎月15日に締め切り、翌月10日（当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日）に請求いたします。

■弁済方法
1回払い・リボルビング払いとします。
リボルビング払いはソニー銀行が認めた代金決済通貨が日本円である加盟店でご指定いただけます。
リボルビング払いは元金定額方式とし、毎月のお支払い元金は3,000円以上1,000円単位でご指定いただけます。

<お支払い例>　※お支払い日が金融機関の営業日の場合
9月15日に50,000円分カードをご利用いただき、実質年率が14.60％で、毎月のお支払い元金を5,000円に指定した場合
◆初回（10月27日）のお支払い（ご利用残高50,000円）
（1）	お支払い元金	 …	5,000円	
（2）	手数料	 …	初回の請求はありません。
	 ※利用日から起算して、最初に到来する締め切り日までの期間は手数料計算の対象となりません。
（3）	お支払い額（弁済金）	 …	5,000円（1）	
（4）	お支払い後残高	 …	50,000円－5,000円＝45,000円	
◆第 2回（11月27日）のお支払い（ご利用残高45,000円）
（1）	手数料　
	 ※お支払い日をまたぐので元本が途中で変わります。
	 10月11日から10月27日の17日分と、10月28日から11月10日までの14日分の合算です。
	 		 …	50,000円×14.60％×17日÷365日＋45,000円×14.60％×14日÷365日＝592円	
（2）	お支払い元金	 …	5,000円	
（3）	お支払い額（弁済金）	 …	5,592円（（1）592円＋（2）5,000円）	
（4）	お支払い後残高	 …	40,000円（45,000円－（2）5,000円）		



511.10.03

■リボルビング払いについて
1回払いのご利用分を、あとからリボルビング払いに変更できる「リボチェンジ」のお取り扱いはありません。
リボルビング払いをご指定いただいた場合は、ソニー銀行所定の手数料がかかります。
リボルビング払いをご利用の場合、お客さまがお支払いいただく日により、リボルビング払いの手数料が異なります。

■リボルビング払いの手数料率
実質年率14.60％

■その他手数料
指定外貨以外の外国加盟店でのカードご利用代金などは、その利用代金をVisa の決済センターにおいて集中決済された時点での
Visa の指定するレートに、海外取引関係事務処理経費として1.63%を加えたレートで指定外貨に換算してご請求いたします。

■特約
2通貨決済機能付クレジットカードポイントリワード規定、2通貨決済機能付きのSonyCard 特約（米ドル用）を定めています。
※詳しくは「＜2通貨決済機能付＞ソニーカード会員規約」でご確認ください。

■外貨預金について
外貨預金には元本割れが生じるリスクがあります。お取り引きの際には、必ずサービスサイト上の「外貨預金の重要事項」および「約
款」、「商品詳細説明書」、「契約締結前交付書面」をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。

<お支払い例>　※お支払い日が金融機関の営業日の場合
8月30日に50,000円分カードをご利用いただき、実質年率が14.60％で、毎月のお支払い元金を10,000円に指定した場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50,000円）
（1）	お支払い元金	 …	10,000円	
（2）	手数料	 …	初回の請求はありません。
	 ※利用日から起算して、最初に到来する締め切り日までの期間は手数料計算の対象となりません。
（3）	お支払い額（弁済金）	 …	10,000円（1）	
（4）	お支払い後残高	 …	50,000円－10,000円＝40,000円	
◆第 2回（11月10日）お支払い（ご利用残高40,000円）
（1）	手数料　
	 ※お支払い日をまたぐので元本が途中で変わります。
	 9月16日から10月10日までの25日分と、10月11日から10月15日までの5日分の合算です。
	 		 …	50,000円×14.60％×25日÷365日＋40,000円×14.60％×5日÷365日＝580円	
（2）	お支払い元金	 …	10,000円	
（3）	お支払い額（弁済金）	 …	10,580円（（1）580円＋（2）10,000円	
（4）	お支払い後残高	 …	30,000円（40,000円－（2）10,000円）


