
1,375円（税込）

年会費

初年度無料

2人目より
1,100円（税込）

初年度無料

1人目無料

11,000円（税込）

440円（税込）

りそなクレジットカード
〈クラブポイントプラス〉

VISA

本会員

本会員

家族会員

家族会員

りそなクレジットカード
〈クラブポイントプラス〉

VISAゴールド

第１条（名称）
本カードは株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行、または株式
会社関西みらい銀行、（以下「当行」という。）とりそなカード株式会社
（以下「当社」という。）が提携して発行するもので「りそなクレジットカード
〈クラブポイントプラス〉VISA」、「りそなクレジットカード〈クラブポイント
プラス〉VISAゴールド」（以下「本カード」という。）と称します。

第２条（会員）
本カードは、当行が運用するりそなクラブ、関西みらいクラブ（以下「各
クラブ」という。）のいずれかに加入され、本特約ならびにVisaカード＆
Mastercard会員規約、当行の定める各クラブサービス規定を承認の
うえ、入会の申込みをされた方で、当社が適格と認めた方を会員（以下
｢会員｣という。）とし、当社が本カードを貸与します。

第３条（クラブポイントの取得）
１．当行は、本カードの利用により、各クラブサービス規定に定めるクラブ
ポイント（以下「ポイント」という。）を加算します。当該加算ポイント数
は、当社が発行するカードご利用代金明細書に記載されます。ただし、
ポイント加算（各クラブ会員専用サイトへの反映）は、当行が定めるポ
イント加算基準に基づき、カードご利用代金明細書発行後の口座振
替月20日までに実施します。

２．各クラブポイント加算月の前月末時点で各クラブのご契約がない場
合、ポイント加算されません。

３．その他各クラブに関する詳細については各クラブサービス規定が適用
されるものとします。

第４条（個人情報の収集・保有・利用等）
会員および入会を申込まれた方（以下併せて「会員等」という。）は、当行
が会員等の下記の個人データの項目につき、必要な保護措置を行った
うえで下記の目的のために利用することに同意します。
（利用目的）
商品・役務等の市場調査、商品開発、サービス情報のお知らせ、宣伝
物・印刷物の送付等の営業活動
（個人データの項目）
①申込み時もしくは入会後に会員等が申込書等に記入しもしくは会員等が
提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、
電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、
負債、収入等の情報（以下総称して「氏名等」という。）、Visaカード＆
Mastercard 会員規約に基づき届出られた情報およびお電話等での
お問合せ等により当行が知り得た氏名等の情報（以下総称して

「属性情報」という。）
②当社と共同利用する項目
ａ．本カードご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、契約額、支払
回数等のご利用状況および契約内容に関する情報（以下総称して
「契約情報」という。）
ｂ．会員の本カードのご利用残高、お支払い状況等V i s aカード＆
Mastercard 会員規約により発生した客観的取引事実に基づく信用
情報

ｃ．お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報（通話情報を含む）
ｄ．当社取引時確認状況
ｅ．当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行す
る書類に記載されている事項

ｆ．官報や電話帳等の公開情報

第５条（利用内容・取引内容の共有）
１．会員は、当行が会員に対して会員の本カードの利用内容に応じた当行
商品の優遇サービス等の提供を申出る場合ならびに会員がそのサービ
スを利用する場合において、第４条記載の個人データの項目を当行と
当社において共有することをあらかじめ同意します。

２．会員は、当社が会員に対して会員の当行の取引内容に応じた当社商
品の優遇サービス等の提供を申出る場合ならびに会員がそのサービス
を利用する場合において、会員の当行の取引内容を当社と当行におい
て共有することにあらかじめ同意します。

第６条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格を喪失した場合、株式会社りそな銀行、株式会社
埼玉りそな銀行、株式会社関西みらい銀行以外への口座変更・口座解約
の場合は本特約による会員資格も喪失するものとします。

第７条（特約の変更）
本特約が変更され、変更内容を通知した後に会員が本カードを利用したと
きは、会員は当該変更事項を承認したものとみなします。

第８条（本特約の適用関係）
１．本特約の内容とVisaカード＆Mastercard会員規約の内容が相違する
場合、本特約が優先して適用されるものとします。

２．本特約に定めのない事項については、Visaカード＆Mastercard会員
規約が適用されるものとします。

以　上

さまざまな優待などVISAの充実したサービスを本会員と同様に受
けられます。
お申込み対象：本会員と生計を同一にする配偶者･親･子供（高校生を除く18歳以上）の方
●お支払いは、本会員の方のカードご利用代金お支払口座からの自動振替となります。「カード
ご利用代金明細書」は、本会員と家族会員のご利用分をまとめて本会員の方あてに通知します。
●本会員が学生の場合は、お申込みできません。

りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行以外への口座変更は受付で
きかねますので、ご了承ください。

■年会費について

お支払口座の変更

りそなVisaカードインフォメーションセンター
（9：00～17：00 土・日・祝日・年末年始休み）

お問合せ

東京 03-5665-0771　大阪 06-6203-9345

りそなカード株式会社

https://www.resonacard.co. jp/clubpoint/visa/
※番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

2021年9月末現在　V61000（2110）W

（2020年10月改定）

【東京本社】 〒135-0042 東京都江東区木場1-5-25
【大阪支社】 〒541-0051 大阪市中央区備後町2-1-8

家族カードのご案内

りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉VISA特約 ／  りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉VISAゴールド特約

ご利用ガイドブック

りそなクレジットカード
〈クラブポイントプラス 〉VISA



銀行とのお取引内容に応じてポイントがたまり、たまったポイントはさま
ざまなパートナー企業のポイントなどに交換できます。また、お取引内容に
応じてATM手数料などの優遇をうけることができます。

りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉VISAの方は、年間合計
3万円（税込）以上のショッピングご利用で1,000～3,000ポイントを、
りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉VISAゴールドの方は、
年間合計１００万円(税込)以上のショッピングご利用で6,000ポイント
または9,000ポイントを、翌年度以降所定のタイミングでポイントプレ
ゼントいたします。
●所定のタイミングとは、1年間のご利用合計額の集計期間終了後となります。
●１年間のご利用とは、カード送付台紙記載の入会日が1～15日の方は、入会月の翌月10
日から翌年の入会月10日のお支払分が対象となります。入会日が16～末日の方は、
入会月の翌々月10日から翌年の入会月翌月10日のお支払分が対象となり、ポイントプレ
ゼントは集計期間最終お支払月の翌月20日となります。以降、毎年同期間となります。

※売上計上の都合により、集計期間中のご利用分のうち一部対象外となる場合がございます。
※年会費、ショッピング払い手数料、分割払い手数料、キャッシングサービス（1回払い、リボ払い、
海外キャッシュサービス）はご利用の対象となりません。

ショッピングご利用金額合計1,000円ごとに5ポイント、ゴールドは6ポイント
たまります。
※キャッシング・海外キャッシュサービスご利用分、ショッピングリボ払い・分割払い手数料、カード年会費、
一部保険料、電子マネーチャージなどの特定加盟店でのご利用は、ポイント計算の対象になりません。
※ポイントは、カードご利用代金明細書発行後の口座振替月20日までに加算します。
※たまったポイントは、りそなグループアプリやマイゲートでご確認ください。

◎ステータス判定項目や優遇特典詳細については、お取引銀行のホームページをご確認ください。

PEARL
パール

RUBY
ルビー

DIAMOND
ダイヤモンド

STANDARD
スタンダード

WAONポイント スターバックス カードnanacoポイントTポイント

◆りそなグループアプリまたはマイゲート　　

《クラブポイント》の有効期限（お誕生月が9月の場合）

◆りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行の窓口

マイゲート 検索または

※りそなグループアプリまたはマイゲートより交換いただけます。
※事前にアプリのセットアップやマイゲートのお申込み、初期設定が必要です。

※交換にはキャッシュカード、または運転免許証などのご本人確認書類が必要です。
※サービス提供時期に代表口座をご解約されている場合、サービスを受けることはできません。

※有効期限までに、ポイント交換をお申込みされた場合でも、会員情報が確認できないなどの理由で
ポイント交換がエラーとなった場合、ポイントは失効しますのでご注意ください。

りそなグループ
アプリ ▶

りそな銀行 
▼

埼玉りそな銀行 
▼

関西みらい銀行 
▼

各パートナー企業のさまざまなポイントやマイルなどに交換でき、代表口座
（指定した普通預金口座）にキャッシュバック（現金還元）することもできます。

誕生月までに加算されたポイントは、2年後の誕生月末に有効期限が到来
します（最長3年）。

※パートナー企業ごとの交換単位などの諸条件は、お取引銀行のホームページをご確認ください。
※交換比率はりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行と各パートナー企業との間で定める、所定の比率と
なります。

キャッシュバックサービスとは
お取引口座にポイントをキャッシュバック（現金還元）するサービスです。交換比率は1,000ポイント
で700円（1,000ポイント以上100ポイント単位で交換可能）。

各銀行で
お取引き

ポイントが
たまる ポイントを使う

お取引きに
応じて

ステータスが
決まる

優遇をうける

●年間120万円以上ご利用 ▶  ルビーステータス
●年間12万円以上ご利用 ▶  パールステータス

会費無料

りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉の
年間ショッピングご利用金額もステータス判定の対象に！

【例】

【例】

【例】

4/1

1回払いでご利用

28

「ご利用代金明細書」
ご案内

15

締日

5/10

お引落し

20

「ポイント」
加算

4/1

リボ払い・分割払い・
2回払いでご利用

28

「ご利用代金明細書」
ご案内

15

締日

5/10

1回目
お引落し

20

2回目
お引落し

6/10

4/1

ボーナス
一括払いでご利用

28

「ご利用代金明細書」
ご案内

15

締日

8/10

ボーナス
一括払い
お引落し

5/20

「ポイント」
加算

「ポイント」
加算

2022年10月～
2023年9月の
加算ポイント

2021年10月～
2022年9月の
加算ポイント

2021年 2022年  2023年 2024年 2025年

2024年
９月末失効

2025年
９月末失効

最新のサービス内容について詳しくは、
お取引銀行のホームページをご確認ください。

ポイントのため方

ポイントの交換方法

ポイントの有効期限

ポイントの使い方

2021年9月末現在

お取引内容に応じてATM手数料などの優遇がうけられます。

ポイントプレゼントの条件「りそなクラブ」「関西みらいクラブ」は、「たまる」「使える」
「優遇がうけられる」おトクなポイントサービスです。
ショッピングご利用金額に応じてポイントがたまります。

サービスのしくみ

1回払い

ボーナス一括払い

リボ払い・分割払い・2回払い

パートナー企業一例

4つのステータス

ステータス判定項目（カードコース）一例

失効

失効

一般カード ゴールドカード

入会日が1～15日の場合

入会日が16～末日の場合

ポイントプレゼントイメージ

1,000P
プレゼント

2,000P
プレゼント

3,000P
プレゼント

6,000P
プレゼント

2021年4月1日 2021年5月10日 2022年4月10日 2022年5月20日

入会日

入会月の翌月10日の
引落分から

ポイント対象期間開始
翌年の入会月10日の

引落分で
ポイント対象期間終了

ポイント
プレゼント

年間
3万円
以上

年間
30万円
以上

年間
50万円
以上

年間
100万円
以上

年間
150万円
以上

9,000P
プレゼント

2021年4月20日 2021年6月10日 2022年5月10日 2022年6月20日

※日付は一例となります。

入会日

入会月の翌々月10日の
引落分から

ポイント対象期間開始
翌年の入会月の

翌月10日の引落分で
ポイント対象期間終了

ポイント
プレゼント

ポイントサービス「りそなクラブ」「関西みらいクラブ」 年間のご利用に応じて
《クラブポイント》をプレゼント


