
  Press Release 
 

平成29年11月6日 

各  位 

住信SBIネット銀行株式会社 

 

 
 
 

 

 

住信 SBI ネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：円山法昭、以下「住信 SBI ネ

ット銀行」という）は、平成 29年 11月 6日より、新たなクレジットカード「ミライノ カード（MIRAINO 

CARD）」の募集を開始しました。また、募集開始にあわせ、ミライノ カードに新規ご入会されたか

たを対象に最大 5,000 円相当のポイントを付与する「ミライノ カード誕生記念キャンペーン」を実

施します。 

 

 

■ミライノ カードの主な特長 

1.国際ブランド JCB に対応 

世界中約 3,000万店でご利用いただける国際ブランド JCBに対応。 

 

2.ご利用に応じて、ミライノ ポイントが貯まる 

還元率 0.5％～1.0％のミライノ ポイント（ミライノ カード専用ポイント）が貯まります。 

ミライノ ポイントは、スマプロポイント（住信 SBIネット銀行の現金交換可能なポイント）に交

換可能で、交換後のポイント還元率は、1.0％相当となります。スマプロポイントに交換しない場

合はお支払総額から減算することができます。 

 

3.非接触型電子マネー決済サービス QUICPay（クイックペイ）TM機能搭載 

クレジットカードとQUICPay機能（※1）が一枚になったQUICPay一体型クレジットカードを発行。 
※1 QUICPay とは、お店の端末にカードをかざすだけでお支払いが完了するサービスです。 

 

4.Apple Pay 対応 

ミライノ カードは Apple Pay（※2）に対応しています。対象のデバイスにミライノ カードを登

録することで、安全・安心・スピーディーにお支払いができます。 
※2 Apple Pay は、Apple Inc.の商標です。Apple Pay を利用するには iOS 10.1 以降が必要です。Apple Pay に

対応しているデバイスについては https://support.apple.com/ja-jp/KM207105 をご覧ください。 

 

5.住信 SBIネット銀行の口座をお持ちでないお客さまもご利用可能 

住信 SBI ネット銀行の口座をお持ちのお客さまはもちろん、住信 SBI ネット銀行の口座をお持ち

でないお客さまでもミライノ カードにお申込みいただけます。引落口座についても他の金融機関

の設定が可能です。 

〈口座振替登録可能な金融機関〉 

都市銀行、信託銀行、ゆうちょ銀行、地方銀行、インターネット専業銀行等、約 1,200 以上（※3）の金融

機関をご指定可能。 

※3 平成 29 年 3 月時点 

 

ミライノ カードの券種別サービス概要については別紙をご確認ください。 

商品のお申込みおよび詳細は、「ミライノ カード商品ページ」からご確認ください。 

 

 

新クレジットカード「ミライノ カード」募集開始および 

誕生記念キャンペーン実施のお知らせ 

 

https://www.miraino-card.com/mirainocard/index.html
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■ミライノ カード誕生記念キャンペーン 

ミライノ カードの取扱開始に伴い、最大 5,000 円相当のポイントを付与する「ミライノ カード誕

生記念キャンペーン」を実施します。さらに海外でのショッピング利用についてはミライノ ポイン

トが 2倍となります。 

 

対象期間 入会対象期間：平成 29年 11月 6日～平成 30年 3月 31日 

利用対象期間：平成 29年 11月 28日～平成 30年 3月 31日 

対象となるお取引

と特典 

以下のお取引きに対してポイントを付与。 

取引 特典 

ミライノ カードにご入会 
ミライノ ポイント 200ポイ

ント 

対象期間中に国内で合計 10,000 円以上

ご利用 

ミライノ ポイント 2,000ポ

イント 

対象期間中に 1回以上 QUICPayまたは

Apple Payをご利用 

ミライノ ポイント 300ポイ

ント 

海外でのショッピング利用 ミライノ ポイント 2倍 
 

特典付与時期 平成 30 年 5月にミライノ ポイントを付与します。 

 

また、住信 SBI ネット銀行の完全子会社である SBI カード株式会社が発行していたクレジットカー

ドをお持ちのお客さま限定で、国内でのショッピング利用について、ミライノ ポイントが 2倍とな

る「【SBI カード会員さま限定】ミライノ ポイント 2 倍キャンペーン」を上記キャンペーンとあわ

せて、平成 29年 11月 28日から平成 30年 3月 31日まで実施します（キャンペーンの対象となるに

は別途エントリーが必要です）。 

 

＜キャンペーンのご注意事項＞ 

・本キャンペーンは住信 SBIネット銀行が実施するキャンペーンです。 

・本キャンペーンの付与対象ポイントは「ミライノ ポイント」になります。 

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更や延長、または中止する場合があります。 

・特典は、課税の対象となる場合がありますので所轄税務署にご確認ください。 

・相当金額はミライノ ポイント 2,500 ポイントをスマプロポイントに交換し、キャッシュバックし

た場合の金額です。 

・当社所定の審査によりご入会のご希望に添えない場合もございます。 

・以下の場合はキャンペーン対象外となりますので、ご注意ください。 

※ 当社所定のカード入会審査によりカードが発行されなかった場合。 

※ 通常獲得できるミライノ ポイントがつかないお取引（年会費、各種手数料、キャッシング等

のご利用金額） 

※ 当社での集計時期までに売上票が到着しなかった場合 

※ 返品等によりご利用をキャンセルされた場合で、キャンペーン期間中のご利用金額の対象と

ならない場合。 

※ 特典付与時点でミライノ カードを退会されている、またはお支払いの遅延などによりカード

利用を停止されている場合。 

※ その他お客さまの信用状況等により、当社がキャンペーン対象外と判断した場合。 

※ 上記記載のキャンペーン対象条件を満たさない場合。 

 

本キャンペーンの詳細は、期間中に掲載される住信 SBI ネット銀行 WEB サイトの「キャンペーン情

報等・お知らせ」をご確認ください。 

 

 

住信 SBI ネット銀行は、お客さまに常にご利用いただける「あなたのレギュラーバンク」を目指し

て、更なる利便性の向上と社会の発展に寄与する新しい価値の創造につとめてまいります。 

 
以上 

 

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：住信 SBIネット銀行 企画部 広報担当 03-6229-1247 

https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/campaign
https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/campaign


<別紙>
ミライノ カード ミライノ カード GOLD ミライノ カード PLATINUM

年会費
初年度無料

次年度以降900円(税抜）
※年間10万円以上のご利用で次年度無料

3,000円(税抜）
※年間100万円以上のご利用で次年度無料 25,000円(税抜）

お申込み対象 高校生を除く18歳以上 20歳以上（学生不可） 20歳以上（学生不可）

カードの種類 QUICPay一体型クレジットカード
クレジット単体型カード QUICPay一体型クレジットカード QUICPay一体型クレジットカード

ポイント還元率 付与率0.5％（ミライノ ポイント）
スマプロポイントに交換すると還元率1.0％

付与率0.5％（ミライノ ポイント）
スマプロポイントに交換すると還元率1.0％

付与率0.5％（ミライノ ポイント）
スマプロポイントに交換すると還元率1.0％

Apple Pay 対応 対応 対応
リボ払い手数料率
分割払い手数料率 実質年率15.00％ 実質年率15.00％ 実質年率15.00％

キャッシング利率 実質年率15.00％ 実質年率15.00％ 実質年率15.00％

スマプロランク 月間お支払額1万円以上で1商品分、
5万円以上で2商品分にカウント 2ランクアップ 2ランクアップ

国内・海外旅行傷害保険
（家族特約付き） 最高2,000万円（利用付帯） 最高5,000万円（自動付帯） 最高1億円（自動付帯）

ショッピングガード保険 - - 年間最高100万円（国内・海外）

付帯サービス
・JCB PLAZA
・JCBプラザコールセンター（日本／海外）
・たびらば（WEB／アプリ）　等のJCBブランドサービス

・JCB PLAZA
・JCBプラザコールセンター（日本／海外）
・たびらば（WEB／アプリ）　等のJCBブランドサービス

・プラチナ・コンシェルジュサービス
・海外空港ラウンジサービス（プライオリティ・パス）
・国内空港ラウンジサービス
・JCBプレミアムステイプラン
・海外ラグジュアリー・ホテル・プラン　等


