「バニラ Visa オンライン」 プリペイドカードサービス終了のお知らせ
資金決済に関する法律第 20 条第 1 項に基づく前払式支払手段の払戻しのお知らせ
2016 年 12 月 20 日をもって当社発行の前払式支払手段「バニラ Visa オンライン」はサービスを終了させていただきます。
所有されているプリペイドカードの残高は、2016 年 12 月 20 日以降に会員サイトよりお申し出いただければ、全額現金にて
払戻しをいたします。

サービス終了対象 「バニラ Visa オンライン」

また、これに先立ち、2016 年 11 月 28 日に各販売店での「バニラ Visa オンライン」の券面の販売を終了させていただきます。
※

所有されているプリペイドカードの残高は、2016 年 12 月 19 日まで今まで通りご利用いただけます。
お早目にご登録、ご利用くださいますようお願いいたします。

お客様にはご迷惑をおかけすることになり大変申し訳ございませんが、何卒ご了承の程よろしくお願い申しあげます。
これまでご愛顧いただきましたこと、心よりお礼申しあげます。

2016 年 11 月 28 日（月） カード券面販売終了
各販売店における「バニラ Visa オンライン」カード券面販売を終了いたします。
※

所有されているプリペイドカードの残高は、2016 年 12 月 19 日まで今まで通りご利用いただけます。
お早目にご登録、ご利用くださいますようお願いいたします。

2016 年 12 月 20 日（火） 決済サービス終了
これ以降、「バニラ Visa オンライン」による決済を行うことはできません。
所有されている残高は、期間内に会員サイトからお申し出いただければ、全額現金にて払戻しをいたします。

払戻しお申出期間
銀行振込での払戻しとなります。払戻し申出の方法については後日、ホームページ、会員サイトにて告知いたします。

2016 年 12 月 20 日（火）～2017 年 4 月 11 日（火）

払戻し金額の受取方法は、「銀行振込」を予定しています。
払戻しお申し出手続きの詳細は、後日「バニラ Visa オンライン」の WEB サイト上に掲載いたします。
※ 上記期間中に払戻しのお申し出がない場合には、払戻し金を受け取ることはできませんので、ご注意ください。
■発行者：SBI カード株式会社 〒106-6018 東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー18 階
■払戻しに関するお問合せ先：お電話 03-6893-0078 ・ URL http://vanilla-online.jp/

Announcement of “Vanilla Visa Online” prepaid card service termination
Announce of Refund to the Holders of Prepaid Payment Instruments as provided in Article 20,
paragraph (1) of the Act on Financial Settlements.

Please be advised that our prepaid payment service “Vanilla Visa Online” will be discontinued on
December 20th, 2016. The remaining balance on the card will be refunded if you apply for a
refund request through a web site for Vanilla Visa Online users starting December 20th, 2016.
The following “Vanilla Visa Online” prepaid cards are to be discontinued:

Before the termination date, additional “Vanilla Visa Online” prepaid cards will not be sold at
stores starting November 28th, 2016.
※Any balance on current prepaid cards can be used in the same manner until December 19th,
2016. It is highly recommended that you register and use any Vanilla Visa Online cards you have
as soon as possible.
We deeply regret any inconvenience this may have caused. Thank you for your understanding
and we greatly value your patronage.

Final date of card sales: Monday, November 28th, 2016
Starting November 28th, 2016, “Vanilla Visa Online” prepaid cards will not be sold at stores.
The balance on current prepaid cards can be used until December 19th, 2016.

Termination of payment service: Tuesday, December 20th, 2016
Starting December 20th, 2016, Vanilla Visa Online can no longer be used for online payments.
Any balance amount remaining on cards will be refunded if you apply during an application
period for a refund request through a web site for Vanilla Visa Online users.

The application period for refund requests:

Tuesday, December 20th, 2016 to Tuesday, April 11, 2017
The balance will be paid into your bank account. Instructions will be included at a future date on
how to make a refund request on the web site for Vanilla Visa Online users.
* Please note: you must make a refund request during the application period to receive the
balance.

■Issuer: SBI Card Co., Ltd 〒106-6018 18F Izumi Garden Tower, 1-6-1,Roppongi, Minato-ku, Tokyo
■Inquiries about refund: Tel 03-6893-0078（Japanese only）
■URL http://vanilla-online.jp/

