2012 年 6 月 20 日
株 式 会 社 ビューカード

「ロンドンオリンピック応援！Ｖｉｓａビューカードキャンペーン」を実施します！
◇ 本年 7 月 27 日から 8 月 12 日に行われるロンドンオリンピック開催に合わせ、オリンピック最高位のス
ポンサーであるＶｉｓａのオリンピックスポンサーシップを活用し、「ロンドンオリンピック応援！Ｖｉｓａビュー
カードキャンペーン」を実施します。
◇ 期間中、「Ｖｉｓａマークのあるビューカード」に新規入会いただいた方の中から抽選で 1,000 名様にビュ
ーサンクスポイント 1,000 ポイント（2,500 円相当）をプレゼント！
◇ キャンペーンにご登録いただいた「Ｖｉｓａマークのあるビューカード」会員の中から、期間中のご利用金
額 10,000 円を一口として、抽選で 400 名様にロンドンオリンピックにちなんだ賞品をプレゼント！
◇ 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！

１ キャンペーン期間
2012 年 7 月 1 日（日）〜8 月 31 日（金）
２ キャンペーン内容
【入ってＧＥＴ！】
キャンペーン期間中に「Ｖｉｓａマークのあるビューカード」に新規入会いただいた方の中から抽選で
1,000 名様にビューサンクスポイント 1,000 ポイント（2,500 円相当）をプレゼントいたします。
【使って当たる！】
キャンペーンにご登録いただき、期間中に「Ｖｉｓａマークのあるビューカード」でクレジットご利用金額
合計 10,000 円を一口として、抽選で 400 名様にロンドンオリンピック応援にちなんだ賞品をプレゼント
いたします。ご希望の賞品は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 7 月 1 日（日）10：00〜8 月 31 日（金）24：00
なお、期間中の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
【入ってＧＥＴ！】
抽選で 1,000 名様にビューサンクスポイント 1,000 ポイント（2,500 円相当）をプレゼントします。
【使って当たる！】
抽選で 400 名様にロンドンオリンピック応援にちなんだ賞品をプレゼントします。

《賞品一覧》

※賞品イメージは、【別紙 1】「賞品一覧」参照

金賞

賞品
番号
01

銀賞

賞

賞品名

当選者数

パナソニック ホームシアターシステム シアターバー

10 名様

02

クロスバイク

10 名様

銅賞

03

Visa オリジナル オリンピック メッセンジャーバッグ

180 名様

Ｖｉｓａビューカードオリンピック応援賞

04

４

体操オリンピック日本代表のスペシャルトークショー
「がんばれ！東北」にご招待！

100 組 200 名様

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キャンペーンサイト（ www.jreast.co.jp/card/campaign/visalondon/index.html ）(注 1)

＜QR コード＞

（2）応募専用電話（050-5533-7114）
（3）モバイルサイト
＊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

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。
【入ってＧＥＴ！】について
（1）のんびり小町ビューカード、めぐり姫ビューカードの場合は、ビューサンクスポイントに代えて同ポイン
ト数の「おでかけポイント」のプレゼントになります。
（2）当選者の発表はポイントの付与をもってかえさせていただきます。
（3）ポイントの付与は 2012 年 12 月以降を予定しております。
（4）入会のお申し込み後、ポイント付与までの期間に退会された方は対象となりません。
（5）入会に際しては所定の審査をさせていただきます。通常お申し込みからカード発送まで約 2〜3 週間
かかります。
（6）本キャンペーンは、ほかのキャンペーン特典とも重複して適用となります。
【使って当たる！】について
（1）ご利用後にエントリーした場合でも、2012 年 7 月 1 日（日）〜2012 年 8 月 31 日（金）のご利用金額を
合算いたします。
（2）キャッシングのご利用・年会費は対象外です。
（3）諸事情により、一部賞品の内容が変更になることがございます。
（4）当選者の発表は、賞品の発送または当選通知をもってかえさせていただきます。賞品の発送、当選
通知は 2012 年 10 月以降に予定しております。発送につきましては事前にご連絡いたしませんので、
予めご了承ください。
（5）抽選結果についてのお問い合わせはお受けできませんので、予めご了承ください。
（6）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。
（7）抽選時にビューカードを退会、またはお支払いの延滞等により利用停止中の場合は、抽選の対象に
なりません。
（8）くわしくはＰＣキャンペーンサイト（ www.jreast.co.jp/card/campaign/visalondon/index.html ）(注
参照ください。
＜「Ｖｉｓａビューカードオリンピック応援賞」に関する当選者のご負担＞について
ご自宅から現地までの交通費はご自身の負担となります。
(注 1)ＰＣキャンペーンサイトは 7 月 1 日（日）10 時よりエントリー開始です。

1)をご

【別紙１】

賞品一覧
※賞品写真は全てイメージです。
4 賞品の中から 1 つお選びいただけます。

※一部、賞品の内容が変更となる場合がございます。
銀賞

金賞
（賞品番号 01）

10 名様

パナソニック ホームシアターシステム

（賞品番号 02）

10 名様

クロスバイク

シアターバー

本体(メインユニット) 幅 310mm×高さ 44mm×奥行 195mm 約 1.1Kg

全長 1800mm×全幅 570mm×高さ 1020mm

スピーカー 幅 956mm×高さ 102mm×奥行 74mm（横設置スタンド使

ﾌﾚｰﾑ：ｱﾙﾐ ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸ：ｽﾁｰﾙ ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨﾚﾗｰ：ｼﾏﾉ FD-M191 ﾘﾔﾃﾞｨ

用時）約 1.61kg

ﾚﾗｰ：ｼﾏﾉ ALTUS RD-M310

ワイヤレス サブウーハー 幅 180mm×高さ 408mm×奥行 306mm

ﾀｲﾔｻｲｽﾞ：700×32C

重量：12.2Kg

約 5.2kg
銅賞
（賞品番号 03）
Ｖｉｓａオリジナル オリンピック メッセンジャーバッグ

Ｖｉｓａビューカードオリンピック応援賞
180 名様

（賞品番号 04）

100 組 200 名様

体操オリンピック日本代表のスペシャルトークショー
「がんばれ！東北」にご招待！

※トークショーについて詳しくはビューカード
Ｗｅｂサイトをご覧ください。

サイズ：高さ 29.21cm×幅 40.64cm×奥行 10.16cm
重量：約 530ｇ

