2006 年 11 月 9 日
ソニー銀行株式会社

「SonyCard Gold」の取り扱い開始のお知らせ
ソニー銀 行 株 式 会 社（ 代表 取 締 役 社長：石井 茂／本 社：東 京 都港区／通 称：ソニーバンク）は、
11 月 13 日（月）より、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル（代表取締役社長：神岡 晴夫／
本社：東京都港区／以下 ソニーファイナンス）が発行するソニーのプレミアムオフィシャルカード
「SonyCard Gold（ソニーカードゴールド）」の取り扱いを開始しますのでお知らせいたします。
「SonyCard Gold」は、非接触型 IC カード技術「FeliCa（フェリカ）
」をベースに、ネットショッピング用ク
レジットサービス「eLIO（エリオ）
」
、汎用クレジット決済「VISA」
、電子マネー「Edy（エディ）
」のマルチペ
イメント機能を備えています。ゴールドカードならではの充実したサービスに加え、カード利用などで貯まっ
たポイントをソニーポイント（※）や電子マネー Edy などに交換するレートが「My Sony Card」の 2 倍となるな
ど、ワンランク上のサービスをご提供します。
ソニーバンクに口座をお持ちのお客さまは、サービスサイトよりオンラインペーパーレスでお申し込みいた
だけます。ご利用代金の引き落とし口座は、ソニーバンクの円普通預金口座となります。ソニーおよびソニー
グループの商品やサービスをより便利に、よりお得にご利用いただけます。
プレミアムカード「SonyCard Gold」が新たに加わり、ソニーバンクの取り扱うクレジットカードは、
「My
Sony Card」、
「MONEYKit《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード」
、
「MONEYKit《セゾン》JCB カー
ド」の 4 種類となります。クレジットカードのラインアップを拡充し、お客さまに選択肢をご提供します。ソニー
バンクは、引き続き、決済サービスを拡充し、お客さまの多様な金融ニーズにお応えしてまいります。
（※） ソニーがもっと楽しくなる というコンセプトのもと、
2005 年 11 月よりスタートしたソニー
グループ共通のポイントプログラムで、エレクトロニクスから、ゲーム、映画、音楽、インターネッ
トといったソニーグループの多彩な商品やサービスを楽しんでいただけるものです。

http://www.sony.co.jp/point/
「SonyCard Gold」の発行会社であるソニーファイナンスでは現在、2006年11月1日〜2007
年3月31日の期間中に「SonyCard Gold」へご入会いただいたかたにもれなくソニーポイント

▲「SonyCard Gold」券面イメージ

1,000beat ※がプレゼントされる＜SonyCard Gold 入会キャンペーン＞を実施しています。
※ソニーポイントの単位は beat（ビート）です。
（1beat は1円相当）

以 上
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【ご参考】
■ 「SonyCard Gold」
「My Sony Card」の商品概要
SonyCard Gold

My Sony Card

カード名

お申し込み
いただけるかた

ソニーバンクに円普通預金口座をお持ちで、 ソニーバンクに円普通預金口座をお持ちの
満25歳以上のご本人に安定収入のあるかた 満 20 歳以上のかた（学生除く）

引き落とし口座

お客さまのソニーバンクの円普通預金口座

お客さまのソニーバンクの円普通預金口座

年会費

12,600円（消費税込み）

無料

ショッピング

1回、2回、ボーナス一括、分割、リボ払い

1回、2回、ボーナス一括、分割、リボ払い

キャッシング

1回、リボ払い

1回、リボ払い

カードセンター
9:30 〜17:30（年末年始除く）

カードセンター
9:30〜17:30（年末年始除く）

支
払
方
法

総合
インフォメーション

付帯保険
など

ポ
イ
ン
ト
制

・旅行傷害保険（海外・国内：最高 5,000万円） ・旅行傷害保険（海外：2,000 万円）
・ソニープロダクツセキュリティ
・ソニープロダクツセキュリティ・ワイド
（補償対象期間：1年間）
（補償対象期間：3 年間）
・ショッピング・セキュリティ
（年間最高 300 万円）

換算

1,000円＝1ポイント

1,000円＝1ポイント

期限

2 年間

2 年間

ボーナス

ポイント
交換景品

・ソニーグループの eLIO 加盟店利用
（2ポイントプラス）
・eLIO 加盟店利用（1ポイントプラス）
・リボ利用（1ポイントプラス）

・ソニーグループの eLIO 加盟店利用
（2ポイントプラス）
・eLIO 加盟店利用（1ポイントプラス）
・リボ利用（1ポイントプラス）

・ソニーポイント
・電子マネー Edy
・VISA ギフトカード
・ANA マイレージ

・ソニーポイント
・電子マネー Edy
・VISA ギフトカード
・ANA マイレージ

※ポイント交換レートが My Sony Card の2 倍。

ETC カード年会費 525円（消費税込み）初年
・Sony Card Year Pack
（ソニーのYear Book、
サポートチケット等） 度無料
など
その他各種特典
・空港ラウンジサービス（国内20 ヵ所）
（2006年11月13日現在）
・ドクターコール 24
・ETC カード年会費無料
など
※ 詳細は、11月13日（月）以降に、サービスサイト上の「クレジットカード商品概要一覧」をご覧ください。
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【お申し込みのご注意】
●

口座をお持ちでないお客さまは、まず口座開設をしていただく必要があります。口座開設のお申し込み手続き完了
には、お申し込み書がソニーバンクに到着してから3〜4日かかります。キャッシュカードなどは、お手続き完了後
に発送いたしますので、さらに10日
（カードローンを同時に申し込んだ場合はさらに1週間）程度かかります。

●

口座開設とクレジットカードのお申し込みは同時にはできません。

●

クレジットカードをお申し込みいただく際には、ソニーバンクのお客さま名義の円普通預金口座をカードご利用代
金のお引き落し口座としていただくことが条件となります。

●

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。

●

MONEYKit《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード、MONEYKit《セゾン》JCB カードをお申し込みの場合、
ソニーバンクの口座を解約されると、クレジットカードの会員資格を失い、ご利用いただけなくなりますので、ご
注意ください。

●

クレジットカードは最大3 種類（各1枚）までお申し込みいただけます。ただし、1回のお手続きでお申し込みいた
だけるのは、1種類限りとさせていただきます。

●

クレジットカードのお申し込みについて、カード発行会社所定の審査を行います。審査の結果によってはご希望に
添えない場合があります。

●

ソニーバンクで取り扱いのクレジットカードはキャッシュカード一体型ではありません。

【SonyCard Gold ／ My Sony Card お申し込み時のご注意】
●

SonyCard Gold ／ My Sony Card は「ソニーバンク提携カード」ではありませんので、
「ソニーバンク提携カード」
とはサービスの一部が異なります。詳細は「クレジットカード商品概要一覧」をご覧ください。

●

SonyCard Gold ／ My Sony Card を既にお持ちのかたはお申し込みいただくことができません。

●

SonyCard Gold と My Sony Card は併せてお持ちいただくことができません。既に My Sony Card をお持ちのか
たで SonyCard Gold をお申し込み希望のかたは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルホームページ
より「SonyCard Gold 切替申込書」をご請求ください。
詳細はこちら
SFI リンク先 URL http://www.sonyﬁnance-card.com/scg/guidance/ﬂow/scg̲change.asp
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