
   

 

 2 0 1 2 年 3 月 1 9 日  

株 式 会 社 ビューカード 

 

「行こう！ビューカードといわてへ プレゼントキャンペーン」を実施します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ キャンペーン期間 

  2012 年 3 月 20 日（火）～6 月 30 日（土）  

   

２ キャンペーン内容 

（1）キャンペーンにご登録いただき、期間中に 10,000 円以上ビューカードをご利用になると、10,000 円を一

口として抽選で、合計 1,000 名様（いわて旅行コース 30 組 60 名様、いわて名産品コース 780 名様、新

生活応援コース 160 名様）に賞品をプレゼントいたします。ご希望の賞品は「いわて旅行コース」3 コー

ス、「いわて名産品コース」5 コース、「新生活応援コース」3 コース、計 11 コースの中から登録時にお選

びいただくことができます。 

   ※キャッシングのご利用、年会費は除きます。 

   ※登録期間 2012 年 3 月 20 日（火）10：00～6 月 30 日（土）24：00 

（2）期間中のビューカードご利用金額に応じた応募口数アップを設定いたします。 

◆期間中のご利用金額 10 万円以上→応募口数 3 倍 

◆期間中のご利用金額 20 万円以上→応募口数 5 倍 

※ビューカードを使えば使うほど当たるチャンスが拡大します。 

 

３ キャンペーン賞品 

【いわて旅行コース】 

ＪＲで行くいわてＤＣエリアの温泉宿の旅（1 泊 2 日）を抽選でペア各 10 組 20 名様、合計 30 組 60 名

様にプレゼントします。 

【いわて名産品コース】 

いわてＤＣエリアの地域名産品を抽選で合計 780 名様にプレゼントします。 

  【新生活応援コース】 

    新生活が有意義になる賞品を抽選で合計 160 名様にプレゼントします。 

 

◇ 本年 4 月から 6 月にＪＲグループと岩手県等で実施する「いわてデスティネーションキャンペーン」（以

下、いわてＤＣ）に合わせ、ビューカード会員にいわてＤＣエリアの魅力をお楽しみいただけるよう「行

こう！ビューカードといわてへ プレゼントキャンペーン」を実施します。 

また、新社会人等、多くの方が新生活をスタートする時期でもあることから、新生活が有意義になる

プレゼント賞品もご用意しております。 

◇ キャンペーンにご登録いただいたビューカード会員の中から、期間中のご利用金額 10,000 円を一口と

して、「いわて旅行コース」「いわて名産品コース」「新生活応援コース」から賞品を選択していただき、

抽選で合計 1,000 名様にプレゼント！ 

◇ 期間中のご利用金額に応じた応募口数アップを設定し、使えば使うほどチャンス拡大！ 

◇ さらに、いわてＤＣエリア内の駅ビル及びおみやげ店、ＮＥＷＤＡＹＳ、ＫＩＯＳＫなどでビューカードをご

利用・ご提示いただくと、おトクなサービスをご利用いただける特典もいっぱい！ 



 

《賞品一覧》  ※賞品イメージは、【別紙 1】「賞品一覧」参照 

 コース名 
賞品
番号 

賞品名 当選者数 

01 宮古「浄土ヶ浜パークホテル」 10 組 20 名様

02 つなぎ温泉「四季亭」 10 組 20 名様
【いわて旅行コース】 

（ＪＲ往復+1 泊 2 食付宿泊券） 
03 花巻温泉「佳松園」 10 組 20 名様

04 前沢牛 しゃぶしゃぶ用 30 名様

05 南部かしわ詰合せセット 100 名様

06 極上純米大吟醸 旭扇 50 名様

07 小岩井乳製品詰合せセット 300 名様

【いわて名産品コース】 

08 岩手盛岡冷麺 300 名様

09 iRobot 全自動掃除機 ルンバ 760 30 名様

10 デロンギ コンビコーヒーメーカー 30 名様【新生活応援コース】 

11 ビューサンクスポイント 1,000Ｐ(2,500 円相当) 100 名様

４  キャンペーン応募方法 

下記の 3 つの手段でカード番号と希望賞品番号を入力することでエントリーいただけます。 

（1）PC サイト（www.jreast.co.jp/card/） 

（2）電話（050-5533-4117） 

（3）携帯サイト 

  ＊右記 QR コードから登録可、詳細は携帯サイト「Y! Suica」からもご覧いただけます。 

   

５  キャンペーンについて注意事項 

（1）当選者の発表は当選通知・賞品の発送・ポイントの付与をもってかえさせていただきます。 

（2）当選通知・賞品発送・ポイント付与は 2012 年 8 月以降を予定。旅行商品については当選通知後、ご

当選者が利用日程を選択していただきます。 

（3）本キャンペーンのご当選者は、同時期に実施されているビューカードをご利用されたお取引が対象と

なる他のキャンペーンとの重複当選はできません。 

（4）本キャンペーンは マークのあるカード、ビュー法人カードは対象となりません。 

（5）くわしくはホームページ（www.jreast.co.jp/card/）をご参照ください。 

 

６ いわてＤＣエリアでのビューカード会員特典について 

   いわてＤＣエリアの協力店舗において、ビューカードのご利用またはご提示でおトクなサービスをご用

意しております。この機会に是非、いわてＤＣエリアでもビューカードをご利用ください。 

  （1）優待期間：2012 年 4 月 1 日（日）～6 月 30 日（土） 

  （2）対象カード： マークのあるカードを含む全ビューカード 

（3）特典内容：対象の各店舗で割引又はちょっぴりプレゼントが受けられます。特典詳細は「別紙2」及び

ホームページ（www.jreast.co.jp/card/）をご参照ください。 

  （4）対象店舗：特典フラッグ、卓上ＰＯＰの掲出してある店舗。対象店舗は「別紙 2」及びホームページ

（www.jreast.co.jp/card/）をご参照ください。 

 

 

 

 

 

＜QR コード＞ 

【特典フラッグ】 



賞品一覧
別紙1

新生活応援コース 計160名様

いわて旅行コース 各賞10組20名様 計30組60名様

いわて名産品コース 計780名様

賞品番号09
iRobot

全自動掃除機ルンバ760 30名様

賞品番号10
デロンギ

コンビコーヒーメーカー 30名様

賞品番号01
宮古「浄土ヶ浜パークホテル」

10組20名様

賞品番号02
つなぎ温泉「四季亭」

10組20名様

賞品番号03
花巻温泉「佳松園」

10組20名様

賞品番号04
前沢牛 しゃぶしゃぶ用 30名様

賞品番号05
南部かしわ詰合せセット 100名様

賞品番号06
極上純米大吟醸 旭扇 50名様

賞品番号07
小岩井乳製品詰合せセット 300名様

賞品番号08
岩手盛岡冷麺 300名様

賞品番号11
ビューサンクスポイント

1,000ポイント（2,500円相当） 100名様



※特典内容、対象店舗は、変更になる場合もございます。 ※特典の対象は会員ご本人さまのみです。 ※他の割引・優待との併用はできません。
※休業日・営業時間は店舗により異なります。 ※一部クレジットカード決済ができない店舗がございます。

　　  マークのカードの
ご利用・ご提示で特典を
ご利用いただけます。

このフラッグが目印

ほか、全ビューカード
（　マークのあるカードを含む）

※カードごとの提携ブランド　　　　　　　 にかかわらず、全ビューカードでご利用可能です。

ビューカード特典フラッグのあるお食事処、お弁当・おみやげ店で、ビューカードをご利用・ご提示いただくと、
おトクなサービスをご利用いただけます。

名様

いわてDCビューカード会員特典協賛一覧

右記のお店にて
　　 ビューカードのご利用
　　 またはご提示

お会計１０％OFF

特産品プラザ　らら・いわて
  岩手県盛岡市菜園1-3-6
  農林会館1階
  ＪR盛岡駅より徒歩約15分

らら・いわて　平泉店
  岩手県西磐井郡平泉町平泉字衣関39
  （中尊寺月見坂入口近く）
  ＪＲ平泉駅より徒歩約20分

※一部対象外の商品があります。 らら・いわて 平泉店

右記のお店にて
　　 ビューカードのご提示

お会計または
食券のご提示の際に、
しおり（木製）を
１枚プレゼント

一ノ関菜のはな
一ノ関在来ホームそば店
一ノ関コンコース弁当売店
はやて水沢店
水沢江刺バルーン
はやて 北上店
あじさい 北上2号店
そば処 花巻店
イーハトーブの里 新花巻店
そば処釜石店
そば処はやて フェザン店
そば処はやて 盛岡南口店

●ＪＲ一ノ関駅構内●

●ＪＲ水沢駅構内●
●ＪＲ水沢江刺駅構内●
●JR北上駅構内●

●JR花巻駅構内●
●JR新花巻駅構内●
●JR釜石駅構内●
●ＪＲ盛岡駅構内●

●ＪＲ盛岡駅構内●

●イオンモール盛岡南１Ｆ●
●ＪＲ久慈駅構内●
●ＪＲ鹿角花輪駅構内●
●ＪＲ八戸駅構内●
●青い森鉄道八戸駅構内●

ＧＯＯＤ ＴＩＭＥＳ ＣＡＦＥ 盛岡店
いわてのお弁当
駅弁屋旨囲門店（盛岡）
ホーム南売店
盛岡ホーム弁当売店
南部いろり庵 盛岡駅店
南部いろり庵 イオン盛岡店
あじさい 久慈店
あじさい 鹿角花輪店
八戸2号売店
そば処はやて 八戸店
八戸1号売店

※プレゼントはなくなり次第終了
　となります。

ＧＯＯＤ ＴＩＭＥＳ ＣＡＦＥ 盛岡店

南部いろり庵
イオン盛岡店

ＮＥＷＤＡＹＳ ＭＩＮＩ 一関1号
ＮＥＷＤＡＹＳ ＭＩＮＩ 一関6号
KIOSK一関7号
KIOSK気仙沼
ＮＥＷＤＡＹＳ平泉
ＮＥＷＤＡＹＳ ＭＩＮＩ 水沢1号
ＮＥＷＤＡＹＳ ＭＩＮＩ 北上1号
ＮＥＷＤＡＹＳ ＭＩＮＩ 北上東口店
ＮＥＷＤＡＹＳ ＭＩＮＩ 花巻1号
KIOSK遠野
KIOSK釜石待合室店
ＮＥＷＤＡＹＳ矢巾
ＮＥＷＤＡＹＳ盛岡南口店24号
ＮＥＷＤＡＹＳ盛岡北口店23号
ＮＥＷＤＡＹＳ盛岡22号
KIOSK盛岡10号

●ＪＲ一ノ関駅構内●

●ＪＲ気仙沼駅構内●
●ＪＲ平泉駅前●
●ＪＲ水沢駅構内●
●ＪＲ北上駅構内●

●ＪＲ花巻駅前●
●ＪＲ遠野駅構内●
●ＪＲ釜石駅構内●
●矢巾町多目的ホール内●
●ＪＲ盛岡駅構内●

KIOSK盛岡13号
タルトタタン盛岡駅
Ｍｉｌｌｅｔ Ｓｗｅｅｔｓ 野の穂
もりおか銘品館
ＮＥＷＤＡＹＳ盛岡フェザン

岩手路

KIOSK宮古2号
KIOSKいわて沼宮内
KIOSK鹿角花輪
ＮＥＷＤＡＹＳ ＭＩＮＩ 八戸1号
KIOSK八戸4号
KIOSK八戸5号
KIOSK八戸2号
KIOSK陸奥湊

●ＪＲ盛岡駅構内●

●
盛岡駅北側ＩＧＲいわて

●
  銀河鉄道改札脇

●
盛岡駅ビル「フェザン」１Ｆ

●
  おでんせ土産館内         
●ＪＲ宮古駅改札外ロータリー●
●ＪＲいわて沼宮内駅構内●
●ＪＲ鹿角花輪駅構内●
●ＪＲ八戸駅構内●

●青い森鉄道八戸駅構内●
●ＪＲ陸奥湊駅改札外ロータリー●

右記のお店にて
　　 ビューカードのご提示
１,０００円以上の
お買い上げで５％OFF
３,０００円以上の
お買い上げで10％OFF
※酒類・たばこ・郵券類・新聞・雑誌
　等一部割引対象外の商品が
　あります。
※他のキャンペーン値引きとの併用
　はできません。

ＮＥＷＤＡＹＳ平泉

盛岡駅ビル「フェザン」南館１Ｆ
おでんせ土産館の
右記のお店にて
　　 ビューカードのご利用
　　 またはご提示
３,000円（税込）以上の
お買い上げでプレゼント

「せんべい１枚」プレゼント

「いわてりんご日和１個」プレゼント

「牛たん入りジャーキー１枚」プレゼント

「ミニかもめの玉子１個」プレゼント

「もちもち焼き１個」プレゼント

「ぶすのこぶ１個」プレゼント

「絵ハガキ『雨ニモマケズ』１枚」プレゼント

「お会計５％OFF」※はじきと割引品、送料等を除く

岩手菓子倶楽部

かまぼこの鐘崎

造り菓子 竹芳

松栄堂

丸基屋＆ボン・フリュイ

丸藤

花月堂

「お菓子１個」プレゼント

「笹かまぼこ１枚」プレゼント

「北緯40°の雫と若むらさき 各1個」プレゼント

「黄金の夢１個」プレゼント

「明がらす１個」プレゼント

「啄木のうた３コ入袋 １個」プレゼント

「八幡平の樹氷 白・黒 各１個」プレゼント盛岡駅ビル「フェザン」

南部せんべいの巖手屋（いわてや）

ル・ポミエ

福寿屋

三陸菓匠さいとう

御菓子司 山善

お菓子の沢菊

いわて工芸

盛岡せんべい店

●JR一ノ関駅構内●

●JR平泉駅前●
●JR水沢江刺駅構内●
●ホテルメッツ北上1F●

ぐるっと遊 一ノ関駅店
芽吹き屋 一ノ関駅店
詩季彩 一ノ関駅店
Ｋｏｂｉｒｕ Ｃａｆé（コビルカフェ）平泉
ぐるっと遊 水沢江刺駅店
レストラン「蓬莢楼（ほうらいろう）」

●JR新花巻駅構内●
●JR盛岡駅構内●

●JR八戸駅構内●

ぐるっと遊 新花巻駅店
ぐるっと遊 盛岡駅店
美味山海 盛岡駅店
大地館
いわてのアンテナショップ
ぐるっと遊 八戸駅店

右記のお店にて
　　 ビューカードのご利用またはご提示

1,０００円（税込）以上のお買い上げで5%OFF
ご飲食で5%OFF
※酒類・たばこ・書籍等一部割引対象外の商品があります。 ぐるっと遊 一ノ関駅店

別紙2


