
銀行取引特典につきましては、シティパンク銀行までお問合せください。 巳T-<JCy歪互J0120・573・505

力ード名称

カー ドの特徴 /デザ イ ン

入会資格

通常年金買事会開

通常写会開 一軍自草委員

年会費 特興旬t事量

情典 ~写贋以降

ご利用可能額(初期寝定額}

ポイント{鰍期限』
マイルt航亘書社煩定}

マイMJII.

ポイント

プログラム J!{ーナスポイント
マイルブログラι

遭舛綿帯保横� 

保険 圏内間四隅

シ到~-""J1JI~J- /(イヤー';(7llTヲ担J

室L壱ラウンジ

コールせンター� 

その他の経典

シティパンクコールドカー ド

旅行や食寧など多彩怒と優待をと用lO.. 

25歳以上(目安)� 

12，000円(税抜き)

無料。

※入金から3ヶ月以内!こ10万円以上力一ドを

ご利用いただくと初年度年会費棟割

、誌面百年度の年間カード利用~Iが30万円以上の哩含照料

シティカードジャパン規定による� 

T~ 'J7-KUイ;n、
ぷ斗.1 

Jウ� 1 ロ
年圃so万円以よ己亭j周の場吉� 2，500ポイント付与
年問100万円L~上さ利用の場合 6 ， 000ポイント付与 

t量規航空会社のマイレジサビス
およびホテル市。イントlこ移行司自E 
1000ポイント司200マイル車位� 

1，000ポ
，

イント司� 200ホテルポイント単位

IU面7，000万円(利用条件あり� 

.高7，000万円(利用条件あり/家族特約あり)� 

購入日より90日閥、年間500万円まで

-圏内約30ヵ所� (2014年� 1月時点)

・ブiライオリティーパス(本会員のみ)時

24時間年中無休� 

トラベルデスヲ 空蓮逝迎タフシ

ブライオ日ィ� J(;lJ本舗 のお 手荷隅� Eサービス叫

コナミスポーツフラブ値蹄� 

デ'J1ñ'スカイマイルシティJf.lクゴーJ~附ISAtl-ド

使うたびにマイルが� ttまる.

世界を駆ける人のジティカード。� 

VISA 

25歳以上(目安)� 

18，000円(税抜き)� 

9，000円(税抜き)� 

u')/'"同 (税扱き)

入金かS3ヶ月以内lこ20万円以よ力ードを
ご利用いただくと初年度年会問半額電車金

シティカ ドジャパン規定による� 

c 

O 


デルヲス力イマイル

・入会ボーナスマイル� 6，000マイル判
・ご継続時ポ ナスマイル3，000マイル

・ファーストフライトでさらに'庸25，000マイル
(利用来件おり)

!R高7，000万円(利用条件あり)

I.;;;7，000万円(利用条件あり/家族特約あり)

lIOl入日より90日間、年間� 500万円まで

デルタスカイクラブラウンジ

(世界50力所以上/ 


無料でのご利用は1.0年3回までと砿ります。)


24時間隼中無休

トラベルデスク 空港送迎タフシ

シティパンクダイナー スクラブカード

力一ドと利漕盆額に一律の制限なし.

ステータスを毘容するダイナースクラブクオリティ。� 

:41)~，~~ 

27歳以上(目安)� 

15，000円(税抜き) 

5，000円(税抜き)

同
※入金力、S3ヶ月以内r:::1O方円以上力ードを

問いただくと初年暦年会費罰軒� 1)ご革

、前年度の年間カード利用慣が30万円以上の場合幅制

一律の制限を設けておりません。� 

..・ - 司 勾 nー

ム� *2 

-タイナースクローH)しマイレージ・2
(年間手;1'料6，000円(税妓き))

阿賀Eの航空会社のマイルブロヲラムに移行可能� 

1，000ポイント→1，000マイル

.高1・円� (5，000万円まで� 

E劃 億円(利用条件あり)

購入日より90日間、年間500万円まで

マイルも、ステータスち、

想像以上の価値とともに。� 

27歳以上(目安)� 

20，000円(税抜き)� 

6，000円(税抜き)

ー 市l

〈マイル受検時)1ポイント→1マイル� 

O 

ANAマイレージヲラブ� 

ei.!t常のフライトマィレジに

ボーナスマイルを25%プレゼント
ボーナスマイル000，2!こ・さ入金・宵年のさ雌康問� 

高1・円� (5，000万円までh

高1煉円� (5，000万円までt

入日より� 90日問、年間500万円まで

圏内約30力所/海外約450力所(2014年1月時点)司内作� O力所/海外約450力所� (2014年1月時点)

24暗間年中無休

トラベルデスク 空港送岨タフシー

タイナースヲラブ タィナスクラブ
サインレスースタイル エヲセクティフダイニンク

ゴルフプレーフィ おもてなしフラン
半薗ラウンド


メンバー丈マカジン� コナミ

SIGNATURE スポーツヲラブ置符
 

24時間年中無休

トラベルデスク 呈b曹送迎ヲクシー

イナースフラブ ダイナスヲラ7
インレススタイル 工ヅせヲティブタイニング

ヨルフプレーフィ
半面ラウンド おもてなしフラン

コナミ
スポーツクラア値持

シティパンクドルカード

世界はもっと広がる、もっと近づくn 

25歳以上(目安)� 

US$40.00(税抜き)

無料

シティカ ドジャパン規定による

限高7，000万円(利用条件あり)

，Jt入日より90日間、年間500万円まで� 

24時間年中無休

濁舛トラベルデスク



銀行取引特典につきましては、シティパンク銀行までお問合せください。� I~T{ J(:J亙iD 0120・573・505 
Iシティゴールド以上のお宮鍋限定] [シティゴールド以よのお客繍限定] Iシティゴールドプレミアムのお客掻限定!~テイゴールドフューチャーポジティブのお容積限定]

I申込みにあたって� 
VISA

III
¥，.)')フラ子ナ17-(タスカイマイルシ..デ)1カード名称 ジ子ィ/¥'.).;ディナースヲラブフ3ーチ?ーポジテイブ 以 む 子 ィ J t:J~ア ソ?ィnート/シiィベンヲヂイアースシティパンクプラチナカード カード シティパンクタイナースクラブプレミアムカード� 

世界老廃台に活慢するあなたに、 ステータスもマイ� Jレも シティグループ11膏師"ステータス"の 均ードご利用金額lζ一徳町制限1;>し.

タロ パルなステータスと確かu.信頼を. グローバル廿イズの溝足を. 本買を物Eる.標の存在感。 ステータスを実感するタイナースクラブクオリティ. 

'II) !と;~!!f~，l CIt'lbcl!1 

カードの将積 デザイン 常国
シティパンクの月間平均総取引残酷が� シティパンクの月間平均総取引残高が�  

白トI1テイコー
シティパンクの月間平均鉱取引残高が怒らびに，.r -l 1_万円以上の000，1ならびに1'(， -.万円以上の000，1 ・つのお客機1入会資格 5，000万円以上の

コr(，
5，000万円以上の� 5，000万円以上の� 

フ弓ブカードの入会書画綜シティ力一ドゴャ)(ン樟武
舎社t歩行い正す 。このため司WlIB.iOIごついて1孟‘シ
ティ刀ードヅャパン略式会社0';;'お宮僧I~週組いたし
ますが と嶋圃に耳~\IN;I盈喝曲が高Dま菅. シティ
パンフ範行棒式虫廿l草町立の富盃在会む力ードIcl!l� 
vるζとについて除 切田町号いにUI<喧r..宿直結.

可に闘し.万一耐.が宅Et;1と頃自に且.15容掃とシr.;
カードゾυバン刊式会社との陶F榊E突するζ""l:Uり
ま官� 

χ，)合申込・l:l:ill温しできまEん� 
e濁舛の住所lot重量量でl!1rせん.人主車eilt，日本国
舛 10: 111世されると乙に砿.，た温色1;/.カード~2返
いただく喝itT.J'eざい苦菅

吾首声n.応有けーピス曹のと利用!と必要，...島周
崎値歯司およびIIIIi!昌司1剖書憾の安童の濁にシ3:
Fィ}J-I'ソャバン株式会吐でE量肢定のうえ、カード
発品t胃j{曹<:詞知うせしす'lr.

(原則55llt以上〉J-J

周約古オ1危楓白;;よリ会聞が邑n清清口座在他飽
35，000円(税扱き) 40，000円(税抜き) 95，238円(税抜き) (j口庫へ13!現し足場白星iよび二� 行1iT.A(バンケ11 0:無料

6"~U曹のステーヲ立IC lr l! ll'あコた喝苗ほ無料 無料 無料
ケ芋JカードYl'lCン寄式会位協会聞に明vc重量銅と本人様の年会費(15，000円/現筆舌)だけで主主く、
賞捕の取消し~r.:lilhードの...えをご世でいた可 初茸直結蜘料 P"初年贋年金蝿劇科 可 初帽年舎費酬 マ族会員暢(5，000同〆説飯苦)1:コ苦ましtも、
だく羽合があり軍曹� 

引F特興l革'聞の通知g:<JI'堕e:U;;'己と/J?1-ります.ーー~L のお客綴事
' のお客繍 J~ 'l 、のお客機� 毒，1l-ド.l!.摘口霞であるシティHンケ眼行預宜白昼fj

員

調凶

眼

底会

陣

耳

直
車

掌

唱
市
町

初

年

回

会

興

"

害

時

特

向

酬

需
量

週

A
E

年 寅
つューチヤーポジ子イブ会員である臨む、

次年度以樟半周� s 1) !(税箆菅} 次年度以降半甑� Uv円(~U.昔 ) 次年度以降車周� ..7，bL工j(帳簿曹)柿 J次 以憧 照料となりすす.

ご利用可能割{初期殴定額)

ポイントI需闘}
守イJレ【航空会社線定)

マイ J~加周 

ポイント

プ ロ グ ラ ム

ボーナスポイント
マイル� 7ログラh

層高300万円

シ3.，し 4 ヲートポイ3ト� 

υ1t:)~ピン?r，い lC υソードItri~ト

4品川� 

. ":tu::- J -l 

ZE忠君叩訂
; 

(世界50力所以上/

吉川用222i538345tnz，
 
草間150万同jJ，よと咽l周回堀合� lO，OOOJ1(イント柑卑


蝿掴航空会 土のマイレージサーピZ

続税?とJ:Ji論l男児~I 
1，000ポイントー200ホテルポイン判岨位

思寓� 300万円� 

10 f n 1: [JL甲� 

O 

デルヲス力イマイル
・入会ポーナスマイJvlO，OOOマイルH

・こ値観碕ボーナスマイル5，000マイル
・ファーストフライトで官らに思寓25，000マイル

何日開条件あり)

一律の制限を設けておりません。� 

.，. ヴー~ナー.1]、人1

4斗・2 

e1;lイナースクロ J()~マイレージ・3
1!i~島田原宣会社のマイルブ臼クヲムに事符司鴫 

1000ポイントー・1000マイル
・プレミ

，
アムーリワ ログラムιドプ

，

プレミアムーボーナスポイントブロブ雪ム

一律の制限を設けておりません。� 

1u 1. ，←ー ラ-1l......ーぃ.1

ム・2 

e9イナースフローバルマイレ ジ・� 
(年周年n料6 ，000円 (~銀曹 ))

所定の航空会祉のマイルプログラムに移行司臨� 
1，000ポイントー1，000マイル� 

Jll11高1慣円(利用条件あり/家族特約あり) -高1・円(5，000万円まで ，/家篠符約あり) 1l1ll1償問� 11/家篠特約あり) 燭高1億円� (5，000万円まで� .1恒円(利用条件あり)
保担聾

ショガ';J1"J力/~J- /(イトZ泊予ヲ坦ン 購入日よりヲ0日間、年間� 500万円まで 摘入日より90白問、年間500万円まで 細入日より90日間、隼問� 500万円まで ，~入日より90日間、年間500万円まで 

キ1"ツセルブロテヲショ・ 年間20万円まで(利用条件あり) 年間20万円まで{利用条件あり) 年間20万円まで(利用条件あり)

ea内約� 30ヵ所� (2014年1月時点)
ルタスカイクラヲラウンジ

・国内約30ヵ所 海外約450ヵ所� (2014年1月時点)
空港ラつンジ� ・プライオりティパス(本会員のみ)・E

デ

無料でのご利用は 民 圏内約
・フライオ1)ティ・パス(本会貝・家族会貝)吋

30ヵ所/海外約450力所� (2014年� 1月間点)

1暦年6固までと芯ります0)

コ ール センター シティプラチナ力 ド会員専用デスフ� (24時閤年中無体)シティプラチナカ ド会員尊用デスヲ� (24時凶年中無体) プレミアム専用デスク� (24s寺周年中煎休) 24時間年中無休

コンシェlレジコ トラベルデスフ コンシヱルジュ トラベルデスフ コンシェルジュ トラベルデスフ トラベルデスフ 空港返迎9?シー� 

渇?I続行線"

圏内旅行..保割高� 讃高1億円(利用条件あり/家族特約あり) .高1・1円(5，000万円までJI /顎』主将約あり) 贋高1倒円

ブライ才リ7ィパスプラ( オ蝿 )lリテのィみー金本イ

コ手ー荷ト物お宅摘配白、ぢりサーヒヌビス
シティタィニンヲ シティタイニンタ コナミ ザインレススタイル 手荷櫓宅1:'::1 ピヌ ゴルフフレーフィ おもて芯しブラン

セレヲション セレヲション スポーツヲラフ置槽 コートお閥、りサービス 辛稲ラウンド
その他の特興 


ホテル コナミ ホテル コルフプレーフィ コナミ

フィットネA待 フィットネス量持 半・ラウンド ヱヅゼヲティブタイニンヲ 百もて悲しプラン 羽亨フラン スポーツヲラブ・I~. スポーツヲラフ傷符

メンパズマ刀ジフ ゴルフフレーフィ メンJ(一文マガジン� ホテル コナミ メンバー文マガジン� 
VOLARE 半損ラウンド� VOLARE フィットネス・靖 スポーツヲラフ・侍 SIGNATURE 

メンバーズマガジン ゴJ~77レフィ 
SIGNATURE/VALUES 半置ラワント� 

キ1マイレージ/ホテルポイン卜移行ザーピス(登録不要)のご利用でシティリワードポイントを所定のマイレージザーピスおよびホテルのポイントに移行いただけます.(2014年1月時点フリティッシュー工アウエイズ、キャセイパシフィック航空、エティJ¥ド航空、工J(ー航空、ガル
ダインドネシア航空.マレ シア航空、シンガポール航空、ヒルトンH才 ナ ズ‘インターコンチネンヲJvihテルグループ)本2rダイナ スグロ-!(Jレマイレージ」プログラム(型賓館)のご利用でダイナースクラブリワードポイン卜をマイルに移行いただけます。� *3ダイナースグ
ロ-J(ルマイレージ皇制日航里会社(2013年10月時点)全日本空暢‘ アメリカン航空、アリヲリアーイヲリア航空‘大.航空、デルヲ航空.ユナイテッド航空 *4 デルヲ~lItI!陣カードの入会およびファ ストフライトポ ナスマイルは、初めてデルヲ航空挺掛力 ドにお申込みのお書
磁のみ対象と怒ります。ホ5世界100ヵ国600ヵ所以上(2014年11害時点}の空港VIPラウンジを年会費および利用料ともに係料でご利用いただけます。カードご入会後に別遥ブライオリティ・パス社へのお申込み手続きが必要です。 14(-0099-201404 

ーします供可璽itiン揖式会主~I"カードシィよひザーピスはシテおード轟能カトVレシ?i.誕ノトカードですiノジ71る鈍行Tb\社韓式会パンドジャ孟シティ力lずイナースヲラブカ ド7ドおよびシディパンシティパンフシティカ出器

fz !t若返迎タフシー 空車送迎タクシー 空港送趨タフンートー荷コ芋 靭罰宅則配自、サりザービスヒヌ ザインレスースヲイル エクゼクティブ タイニンク{本会員ー憲接会員}


