
2 0 1 5 年 4 月 2 2 日 

株式会社ビューカード 

東日本旅客鉄道株式会社 

電車で「もっと」トクする人になろう。 
日本初！Suica 定期券機能付ゴールドカード。ビューカードに“ひとつ上のおトクをプラス”した 

「ビューゴールドプラスカード」誕生。 
～2015 年 4 月 23 日より、サービス開始！～ 

 
東日本旅客鉄道株式会社（代表取締役社長：冨田 哲郎、以下「JR東日本」）のグループ会社である、株

式会社ビューカード（代表取締役社長：中村 弘之）は、JR 東日本グループ各社でのご利用がより楽しく、

よりおトクになる JR 東日本グループ初のゴールドカードとして、「ビューゴールドプラスカード」の募集

を開始いたします。 

 
「ビューゴールドプラスカード」は、JR 東日本エリアの毎日の鉄道のご利用や、駅・エキナカなど様々な

利用シーンで、ご本人さまはもちろん、ご家族の方にもうれしい JR 東日本グループならではの実用性重視の

ゴールドカードとして、お客さまの暮らしを彩るサービスをご提供いたします。 

 
【 特 徴 ・ 独 自 性 】 

JR 東日本管内の「新幹線・特急列車グリーン車へのアップグレード券」や、「東京ステーションホテル

でのスイーツセットペアご利用券」など、JR 東日本グループならではの特典でおトク！  

「ご入会特典」として、5,000 円相当のおトクな特典を、8つのコースからお選びいただけます。 

年間 100 万円以上ご利用いただいたお客さまには、翌年も同様の「ご利用特典」をプレゼントいたします。 

 

JR 東日本グループ施設等でご利用できる「ご優待特典」でおトク！ 

「S t a t i o n ＋」 … ベックスコーヒーショップでのコーヒーサイズアップなど JR 東日本の駅・エキ

ナカ、ホテルなどでの優待サービスや割引の特典を多数ご用意しています。 

「Family Smile」 … GALA 湯沢スキー場での場内リフト券割引など、ご本人さまはもちろん、          

ご家族の方にもうれしい特典を多数ご用意しています。 
 

ボーナスポイントがついて、さらにおトク！ 

「ビューゴールドボーナス」で、通常貯まるビューサンクスポイントにプラスして、公共料金や携帯電

話料金、マチナカなどでの年間のご利用額累計に応じてボーナスポイントがさらに貯まります。 
 
その他にも、「空港ラウンジサービス」などゴールドカードとしての基本サービスのほか、Suica 等で改

札を入ってから出るまでを補償するビューゴールドプラスカードオリジナルの「国内旅行傷害保険」など、

充実のサービスをご利用いただけます。 

 
  例えば、公共料金や携帯電話料金、マチナカなどで年間 100 万円をご利用の場合、こんなにおトク！ 

年間 100 万円以上のご利用で 5,000 円相当の「ご利用特典」、さらに通常のビューサンクスポイント

と「ビューゴールドボーナス」を合わせて 8,500 円相当のポイントをプレゼント。 

合計で 13,500 円相当（年会費以上）の特典やポイントが還元されるので、おトクです！ 
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※ 写真はイメージ 

ステーションプラス 

ファミリースマイル 
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※詳細は別紙参照 



 
 

【 募 集 開 始 日 】 
2015 年 4 月 23 日（木） 

JR 東日本の駅などにある入会申込書及び当社ホームページ（http://www.jreast.co.jp/card/）からお申

し込みいただけます。 

  
【カード券面デザイン】 
鉄道系プレミアムカードとして「ダイヤグラム*」をモチーフとしています。 

            表 面                   裏 面 
 
 
 
 
 

    
*列車の運行計画を図表に表した「列車運行図表」をトレイン・ダイヤグラムといいます。 

 
【 商 品 概 要 】 
カ ー ド 名 称 ビューゴールドプラスカード 

入 会 条 件 本人会員: 日本国内にお住まいで、電話連絡のとれる満 20 歳以上の安定 

 した収入のある方 

家族会員: 本人会員と生計をともにしている同姓の配偶者・ご両親・      

 お子さま（高校生を除く 18 歳以上の方） 

年 会 費 本人会員:10,000 円(税抜) 

家族会員:1 枚目無料、2枚目以降 3,000 円(税抜) 

国 際 ブ ラ ン ド JCB 

ビューカード基本機能 ・クレジット決済機能 

・Suica 機能（Suica 電子マネー、Suica 定期券も搭載可） 

・オートチャージ／リンク設定 

・ビューETC カード(年会費無料) 

ポ イントサービス ・ビューサンクスポイント 

[おトクなポイントサービス] 

・VIEW プラス（JR東日本内での乗車券類等の購入で通常の 3倍のポイント付与） 

・ビューゴールドボーナス（ご利用金額に応じてボーナスポイント付与） 

保 険 ・旅行傷害保険（国内・海外） 

*毎日の「Suica 等で改札を入ってから出るまで」を補償する国内旅行傷害保険や、 

最高補償額 5,000 万円の海外旅行傷害保険 

・ショッピングプロテクション（国内・海外） 

そ の 他 の 特 徴 ご入会特典・ご利用特典 

ご優待特典（「Station+」・「Family Smile」） 

空港ラウンジサービス、空港手荷物サービス優待等 

ビューゴールドプラスカード専用会員誌（ご本人会員のみ） 

 



 
 

 
【キャンペーン概要】                         
ビューゴールドプラスカードの誕生を記念して以下のご入会キャンペーンを実施いたします。 

5,000 円相当のご入会特典にプラスして、最大 7,000 円相当のビューサンクスポイントプレゼント！ 

 
◆ キャンペーン名：「ビューゴールドプラスカード」誕生記念入会キャンペーン 

  ◆ 対象申込期間：2015 年 4 月 23 日(木)～7月 31 日(金)まで 

                  ※2015 年 8 月 31 日までにカードを発行された方が対象となります。 

                  ※ご利用対象期間は 2015 年 9月 30 日までとなります。 

  ◆ 実 施 内 容： 

     以下の条件を満たした方に、ビューサンクスポイントをプレゼントいたします。 

①  オートチャージを合計 3,000 円以上ご利用で、200 ポイント(500 円相当) 

②  本人カードと同時に家族カードご入会で、200 ポイント(500 円相当) 

③  ①を除くご利用が合計 100,000 円以上で、2,400 ポイント(6,000 円相当) 

 
 

 

誕生記念！



ビューゴールドプラスカードならではの「プラス」をご用意。

ご入会特典／ご利用特典
本人会員の方を対象に、鉄道の利用や暮らしを彩るサービスをご提供する特典をご用意しています。

新規ご入会後、初年度の年会費を
お支払いいただいた方が対象です。

［ご入会特典］

1年間のご利用額が100万円以上の
方が対象です。

［ご利用特典］

※入会月を含む12ヶ月間のご利用代金明細書の
ご利用額累計が対象となります。

毎年チャンス！
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ジェクサー・フィットネスクラブ

施設ご利用券（レンタル付）(2枚)コース

ベックスコーヒーショップ＆

ベッカーズ コーヒーチケット(25枚)コース

JR東日本東北総合サービス 復興応援ギフトコース
※気仙沼斉吉商店（金のさんま、海鮮丼、他5点）

紀ノ国屋特選デリカテッセン詰合せコース

東京ステーションホテル

スイーツセット ペアご利用券コース

普通列車グリーン車利用券（6枚）＆

JR東日本新幹線車内販売コーヒー無料券（7枚）コース

普通列車グリーン車利用券（10枚）コース

新幹線・特急グリーン車利用券（2枚）＆

普通列車グリーン車利用券（2枚）コース1

ビューゴールドプラスカードの特徴別紙

1

8つのコースから1つを
選んでお申し込みいただけます。

※写真はイメージです。

◆ 例えば、「普通列車グリーン車利用券（10枚）コース」の場合

東京駅⇔藤沢駅で、普通列車グリーン車料金に換算すると、

9,800円相当となり、大変おトクです！

お仕事で疲れた夜や、宴席など帰りの遅い時間は、

グリーン車で快適にご帰宅ください。

※掲載料金は、平日の事前料金（運賃を除く）です。
※写真はイメージです。
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※ 新幹線・特急グリーン車利用券、普通列車グリーン車利用券は、いずれもJR東日本エリアのみのご利用となります。
※ 都合により、特典コースを予告なく変更する場合がございます。

※ご利用には条件等がございますので、詳しくはホームページ（www.jreast.co.jp/card/first/viewgoldplus/）をご確認ください。ホームページは4月23日よりOPENします。



ご優待特典①（Station＋)

ビューゴールドプラスカードの特徴別紙

２

ステーションプラス
本人会員と家族会員の方を対象に、うれしいサービスや特典をご用意。

鉄道のご利用時や旅先などで、ゆとりをプラスできます。

カードのご提示やご利用時にプラスを実感できるサービスや特典を、多数ご用意しています。

Station+

カテゴリ 利用施設 特典内容 特典詳細

リラクゼーション リラクゼ リラクゼ割引★ 初回30%割引、2回目以降10%割引

スポーツ
ジェクサー・フィットネスクラブ
※THE JEXER TOKYOは除く

ジェクサー・フィットネスクラブ
入会金・事務手数料無料

入会金・事務手数料無料

レンタカー

ジェイアール東日本レンタリース
営業所(一部営業所除く)

レンタカー割引★
（JR東日本エリア）

駅レンタカー基本料金20%割引(要予約)
※繁忙期は10%割引

駅レンタカー
営業所（一部営業所除く）

レンタカー割引
（JR東日本エリア外）

駅レンタカー基本料金10%割引(要予約)

ﾊﾟｳﾀﾞｰﾙｰﾑ リフレスタ（横浜駅パウダールーム） リフレスタ割引★ 最初の30分半額（100円）

美術館 東京ステーションギャラリー 東京ステーションギャラリー割引★ 入館料100円割引

ホテル
（レストラン・バー）

JR東日本ホテルズ*1 ビューカード・ホテルズボーナス★

JR東日本ホテルズでのご宿泊及び直営レスト
ラン・バーで4月～翌3月の1年間のカードご利
用額に対して、10万円毎にホテル利用券
7,000円分をプレゼント

飲食

鉄道会館の特定施設 *2 東京駅グランボーナス★

鉄道会館運営の特定施設で、4月～翌3月の1
年間のカードご利用額に対して、5万円毎に鉄
道会館施設利用券3,000円分をプレゼント

ベックスコーヒーショップ
ベッカーズ

ベックスコーヒーショップ＆ベッカーズ
コーヒー サイズアップ★

以下の商品をサイズアップ
ベックスコーヒーショップ
→ ブレンドコーヒー、水出しアイスコーヒー
ベッカーズ
→ アイスコーヒー

串揚げ処「華祭」

北町ダイニング優待★

15時以降、お会計から10%割引
※一会計1,500円以上の場合

中華居酒屋「東京屋台」 お会計から5%割引

鶏料理専門「本家あべや」 枡酒一杯サービス※一組4名様まで

蕎麦居酒屋「いろり庵」
15時以降、おつまみ一品サービス
※グループに付き一品

ビア＆グリル「オールドステーション」
15時以降、レギュラーサイズの
ビール一杯サービス※一組4名様まで

和食居酒屋「七代目卯兵衛」
15時以降、アルコール含む
ドリンク一杯サービス※一組5名様まで

為御菜東京駅黒塀横丁店

日本レストランエンタプライズ
レストラン割引★

ご飲食代金10%割引
※一会計1,500円以上の場合

串はん東京駅黒塀横丁店

繁乃井東京駅黒塀横丁店

羅かん東京駅黒塀横丁店

天ぷらけやき東京駅ｷｯﾁﾝｽﾄﾘｰﾄ店

いろり庵 上野店

いろり庵 大宮店

上野ぶんか亭

赤羽ぶんか亭

水戸庵

Vimon 東京駅ｷｯﾁﾝｽﾄﾘｰﾄ店

お米のごちそうカフェ iine kitchen

芝弥生会館パステル亭

アメリカンダイナー 秋葉原UDX店

スタシェーン 上野店

スタシェーン 田町店

上龍酒家 上野店

※ご利用には条件等がございますので、詳しくはホームページ（www.jreast.co.jp/card/first/viewgoldplus/）をご確認ください。ホームページは4月23日よりOPENします。

*1 東京ステーションホテル、メトロポリタンホテルズ、ホテルニューグランド、ホテルメッツ、シーサイドホテル芝弥生、ホテルドリームゲート舞浜、ホテルファミリーオ、ホテルフォルクローロ
*2 黒塀横丁、キッチンストリート、北町ダイニング、グランアージュ PCP、グランアージュサウスタワー、グランルーフ、グランルーフ フロント、グランスタ、グランスタダイニング、
セントラルストリート、ケイヨウドラッグ、成城石井グランゲート東京駅店、キッテグランシェ

※写真はイメージです。
★はビューゴールドプラスカード専用ご優待特典です。



ご優待特典②（Family Smile)

ビューゴールドプラスカードの特徴別紙

２

カードのご提示やご利用時にプラスを実感できるサービスや特典を、多数ご用意しています。

カテゴリ 利用施設 特典内容 特典詳細

スポーツ

ＧＡＬＡ湯沢スキー場

ＧＡＬＡ湯沢スキー場
場内リフト券（1日券★・2日券）

場内リフト券（1日券20%割引・2日券10%割引）
※カードで使用者が同伴者分も購入した
場合は割引対象

レンタル用品★&
スクール★&
場内ショップ割引

場内券をカードで購入のお客様対象
・レンタル用品20%割引
・スクール（一般スクールのみ)20%割引
・場内ショップにて500円以上購入で10%割引

SPAガーラの湯 SPAガーラの湯割引★

場内券をカードで購入のお客様対象
・SPAガーラの湯
大人 [通常]1,300円 → [優待]1,000円
子供 [通常] 800円 → [優待]600円

ホテル
（レストラン・バー）

JR東日本ホテルズ*1

JR東日本ホテルズ特別宿泊プラン★ 会員向けの特別宿泊プラン提供(要予約)

JR東日本ホテルズ
直営レストラン・バー特別メニュー★

会員向けの特別レストランメニュー提供
(要予約)

JR東日本ホテルズ宿泊割引 宿泊最大20%割引(要予約)

JR東日本ホテルズ
直営レストラン・バー割引

直営レストラン・バー最大10%割引(要予約)

JR東日本ホテルズレイトチェックアウト
チェックアウト時間を12時まで無料延長
(要予約)

JRホテルグループ JRホテルグループ宿泊割引 宿泊基本料金10%割引

東急ホテルズ 東急ホテルズ宿泊割引 宿泊基本料金10%割引

セキュリティ
サービス

会員さまのご自宅

セントラル警備保障
短期ホームセキュリティ割引★

短期ホームセキュリティ「留守宅ガード」
レンタル料金の10%割引(要予約)

セントラル警備保障
ホームセキュリティ割引★

ホームセキュリティ「ファミリーガードアイ」
CSP特別価格より、さらに10,000円相当割引
(要予約)

セントラル警備保障
シニア向け見守りサービス割引★

シニア向け見守りサービス「見守りハピネス」
各サービスともご契約期間中
月額料金定価より300円割引(要予約)

セントラル警備保障
家事サポート割引★

家事サポート「ユアライフ」
1年に1回まで2,000円割引(要予約)

引越し

ジェイアール東日本物流
引越サービス割引

引越基本料金（車両費＋人件費）の20%割引
※但し、除外期間は引越基本料金の10%割引

サカイ引越センター
引越サービス割引

（1）引越基本料金（車輌費＋人件費）25%割引
（2）ダンボール最大50枚サービス
※但し、除外期間は引越基本料金の10%割引

アート引越センター
引越サービス割引

（1）引越基本料金（車輌費＋人件費）20%割引
（2）ダンボール最大50枚サービス
※但し、除外期間は引越基本料金の10%割引

カラオケ カラオケ ビッグエコー カラオケ ビッグエコー割引
ルーム料金30%割引または、
飲み放題プラン10％割引

飲食

楽蔵、葱や田蔵、
ウメ子の家、湊一や、びすとろ家、
夢や京恋しずく、夢や京町しずく
京町しずく、
せせらぎを聴きながら、
鮮や一夜、十勝石狩函館、
とり蔵、TOMPOOYA、CELTS、
イタリアン&スペインバル小麦、
キュイジーヌ、
J‘s bar、HIT STUDIO TOKYO

ダイニング店舗割引
飲食代10％割引
(ランチは50円引き)

ファミリースマイル
本人会員と家族会員、さらにそのご同伴の方を対象に、みんなにうれしい

サービスや特典をご用意。毎日の暮らしに楽しさや喜びをプラスします。

Family Smile

※ご利用には条件等がございますので、詳しくはホームページ（www.jreast.co.jp/card/first/viewgoldplus/）をご確認ください。ホームページは4月23日よりOPENします。

※写真はイメージです。

*1 東京ステーションホテル、メトロポリタンホテルズ、ホテルニューグランド、ホテルメッツ、シーサイドホテル芝弥生、ホテルドリームゲート舞浜、ホテルファミリーオ、ホテルフォルクローロ

★はビューゴールドプラスカード専用ご優待特典です。



ご優待特典③（Family Smile)

ビューゴールドプラスカードの特徴別紙

２

カードのご提示やご利用時にプラスを実感できるサービスや特典を、多数ご用意しています。

カテゴリ 利用施設 特典内容 特典詳細

その他

JR東日本ウォータービジネス
通信販売

JR東日本ウォータービジネス
通信販売優待★

「FROM AQUA(フロムアクア）」「朝の茶事」
「白神山地の天然水」
「青森りんごストレート」の優待価格提供

タイムズ スパ・レスタ
タイムズ スパ・レスタ
温浴施設割引

スパ施設「タイムズ スパ・レスタ」
・一般利用料金（11時30分～入館）
[通常]2,600円 → [優待]2,160円
※土・日・祝・特定日は休日割増料金
（325円）が別途必要になります。

・ステイパック（日～木・祝日限定)
(午後9時～翌午前9時）
[通常]4,800～5,125円
[優待]3,900円
※深夜割引料金、休日割増料金が含まれ
ます。

※祝前日はご利用いただけません。

サイバーステーション サイバーステーション割引
インターネットプロバイダー
「サイバーステーション」に入会で、
入会から1年間、利用料金10%割引

※ご利用には条件等がございますので、詳しくはホームページ（www.jreast.co.jp/card/first/viewgoldplus/）をご確認ください。ホームページは4月23日よりOPENします。

★はビューゴールドプラスカード専用ご優待特典です。



ビューゴールドプラスカードの特徴別紙

ビューゴールドプラスカードだけのボーナスポイント制度で貯める楽しみをプラス。

通常貯まるビューサンクスポイントにプラスして、年間のご利用額累計に応じてボーナスポイントが

もらえる、「ビューゴールドプラスカード」ならではのおトクなポイントサービスです。

ビューゴールドボーナス３

※VIEWプラスの対象商品および一部の商品等についてはご利用額の対象外となります。

詳しくはホームページ （www.jreast.co.jp/card/first/viewgoldplus/）をご確認ください。ホームページは4月23日よりOPENします。

※ビューサンクスポイントは、通常のご利用に対して、ご利用金額1,000円につき2P（ポイント）貯まります。

＊1P（ポイント）＝2.5円換算（2015年現在）

※4月～翌年3月作成のご利用代金明細書の

ご利用額累計が対象となり、条件金額を

クリアした翌月にボーナスポイントが付与

されます。

貯めたビューサンクスポイントを、お好きな商品と交換しよう！ ～ ビューサンクスプレゼント ～

長野地ビール
よなよなエールと
水曜日のネコセット

1,500ポイント

華やかな香りと深いコクが特徴の「よなよなエール」、
フルーティーな味わいの「水曜日のネコ」のセット。

GLOBAL 三徳包丁

3,250ポイント

新潟県燕市で熟練職人の技とこだわりにより
丁寧に作られた「GLOBAL」の
オールステンレス一体構造の包丁。

ビューサンクスクーポン
（びゅう国内旅行商品割引券）

1,600ポイント(5 ,000円相当）

JR東日本の主な駅にある旅行のお店・びゅうプラザ
等で取扱っている、びゅう国内旅行商品にご利用いた
だけるクーポン券です。

見 本サンクス
チャージ

400ポイント(1 ,000円相当）単位

400ポイント（1,000円相当）から、Suicaにチャージでき
ます。
※駅のATM「VIEW ALTTE（ビューアルッテ）」でお引換えくださ
い。

ポイント数

400ポイント
Suica(電子マネー)
チャージ金額

1,000円相当

※ ビューサンクスプレゼントの商品は、予告なく変更する場合がございます。

Suicaのペンギン
がま口ポーチ
（ピンク）

930ポイント

ピンク色の可愛い、がま口ポーチ。
手のひらサイズなので、小物の収納などに
オススメです。

©Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU
※SuicaはJR東日本の登録商標です。
※SuicaのペンギンはSuicaのキャラクターです。



ビューゴールドプラスカードの特徴別紙

旅行傷害保険（国内／海外）

ショッピングプロテクション（国内／海外）

空港ラウンジサービス／空港手荷物サービス優待等

家族カード（1枚目会費無料、2枚目以降3,000円）

ビューETCカード（年会費無料）

毎日の「Suica等で改札を入ってから出るまで」を補償する国内旅行傷害保険や、

最高補償額5,000万円の海外旅行傷害保険をご利用いただけます。
※電車等公共交通乗用具に搭乗中のみならず、乗客として改札口を有する乗車場構内

で発生した傷害事故を補償いたします。

「ビューゴールドプラスカード」で購入された物品について、ご購入日より90日以

内に、偶然の事故による破損や盗難が発生した場合、年間最大300万円まで補

償いたします。
※１事故につき自己負担額5,000円が必要です。オンラインショッピング等、一部、補償の対象となら

ない物品があります。

国内の主要空港内に加え、ハワイ・ホノルル国際空港内の空港ラウンジを年中

無休・無料でご利用いただけます。

また空港手荷物宅配、防寒具一時預かりサービス、レンタルモバイルサービス、

空港とホテル、駅・ホテルを結ぶ宅配サービス等を割引料金でご利用いただけま

す。

さまざまな優待や保険など、充実したサービスを本人会員の方と同様（一部特典

除く）に受けられる「家族カード」をお申込みいただけます（最大9枚まで）。「家族

カード」で獲得されたビューサンクスポイントは本人会員の方の獲得分と合算さ

れ、ご家族で貯めることができます。

有料・高速道路をノンストップ＆キャッシュレスで通行できるETCカードを、年会費

無料で発行します。また、ご利用額に応じてビューサンクスポイントが貯まります。
※家族会員の方もお持ちいただけます。（年会費無料）

※ご利用にはETC車載器が必要となります。

ゴールドカードの基本サービスも充実！2

ひとつ上のサービスと便利をプラス。

※ご利用には条件等がございますので、詳しくはホームページ（www.jreast.co.jp/card/first/viewgoldplus/）をご確認ください。ホームページは4月23日よりOPENします。
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