2022 年 1 月 13 日
株 式 会 社 ビューカード

「ビューゴールドプラスカード」をリニューアルします！
～第 1 弾！さらにおトクで実用的なゴールドカードへ～
株式会社ビューカード（東京都品川区、代表取締役社長：新井 健一郎、以下「㈱ビューカード」）は、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」のリニューアルを行います。
「ビューゴールドプラスカード」は、日本初のSuica定期券機能付ゴールドカードとして、2015年4月の発行開始
以来、多くのお客さまにご愛顧いただいております。JR東日本の対象サービスご利用に応じてポイントアップ
する「VIEWプラス」を2021年７月に改定して以降は最大10％のJRE POINTが貯まるようになるなど、
ゴールドカードならではの優待サービスにおトクさも加わったカードへ成長しました。
この度、2023年2月にビューカード発行30周年を迎えるにあたり、みなさまにより愛されるゴールドカードへと
進化させるべく、段階的にリニューアルを行うことにいたしました。
第1弾として2022年3月１日より、年間のご利用額に応じてボーナスポイントが貯まる「ビューゴールドボーナス」の
サービスを一部変更いたします。これにより、Suicaへのチャージや日常のお買い物など、すべてのご利用額が
ボーナスポイントの対象となり、さらにおトクで実用的なゴールドカードに生まれ変わります。
㈱ビューカードは、お客さまにより価値あるサービスをご提供できるよう、時代やお客さまの価値観の変化に合わせ、
一層のサービス向上に努めてまいります。第2弾については、2022年春頃ご案内予定です。さらに進化する
「ビューゴールドプラスカード」にどうぞご期待ください。

１． リニューアル第 1 弾 「ビューゴールドボーナス」 変更について
（１） 「ビューゴールドボーナス」とは
年間のご利用額に応じて JRE POINT がボーナスポイントとして貯まる、
ビューゴールドプラスカード限定のサービスです。

（２） 概要
2022 年 3 月 1 日（火）当日のカードご利用分より、これまで対象外であった Suica へのチャージ、定期券・
きっぷの購入などを含めたすべてのご利用額(*１)がボーナスポイントの対象となり、最大 12,000 円相当の
JRE POINT が貯まるようになります。
＜リニューアルのポイント＞

① 鉄道を含めたすべての
ご利用額が対象になります！

② ボーナスポイントのステージが
最大３００万円にアップ！

③ 最大１２，０００円相当の
JRE POINT が貯まる！

日常のお買い物だけでなく、Suica

現在、最大２00 万円のご利用額が

ご利用額に応じて貯まるボーナス

へのチャージ、定期券・きっぷの購入

対象のところ、最大 300 万円の

ポイントが１,500 ポイントアップし、

なども含め、すべてのご利用額がボー

ご利用額までボーナスポイントの対象

最大 12,000 ポイント（12,000 円

ナスポイントの対象になります。(*1)

となります。

相当）の JRE POINT が貯まります。

(*１)年会費、各種手数料、キャッシングなど、一部対象外のご利用があります。
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［リニューアル後のサービス内容詳細］
※「ご利用特典」とは※
年間 100 万円以上ご利用の方へ 5,000 ポイントをプレゼントする、ゴールドカード限定の特典です。

①

「ビューゴールドボーナス」の対象となるご利用の変更

現在

「ビューゴールドボーナス」の対象

●「ビューゴールドボーナス」
・・・Suica へのチャージ、定期券・きっぷなど一部の

Suica へのチャージ、
定期券・きっぷの購入など

商品・サービスのお支払いを除くご利用額累計(*2)

左記以外のご利用額

●「ご利用特典」
・・・Suica へのチャージ、定期券・きっぷの購入や

「ご利用特典」の対象

日常のお買い物などすべてのご利用額累計(*１) (*3)

2022年3月1日以降
「ビューゴールドボーナス」の対象
●「ビューゴールドボーナス」・「ご利用特典」共通
・・・Suica へのチャージ、定期券・きっぷの購入や
すべてのご利用額

日常のお買い物などすべてのご利用額累計(*１) (*2) (*3)
「ビューゴールドボーナス」も
鉄道を含めたすべてのご利用額が対象に！(*１)

②

「ご利用特典」の対象

「ビューゴールドボーナス」のステージ・ボーナスポイント数の変更

現在
ステージ
年間のご利用額累計(*2)

Gボーナス７０
７０万円

Gボーナス１００
１００万円

Gボーナス１５０
１５０万円

Gボーナス２００
２００万円

ボーナスポイント数（合計）

１，５００ポイント

３，５００ポイント

６，５００ポイント

１０，５００ポイント

ステージ

Gボーナス１５０

Gボーナス２００

Gボーナス２５０

Gボーナス３００

年間のご利用額累計(*2)

１５０万円

２００万円

２５０万円

３００万円

ボーナスポイント数（合計）

３，０００ポイント

６，０００ポイント

９，０００ポイント

１２，０００ポイント

2022年3月1日以降

つまり、「ご利用特典」のポイントとあわせると ＼最大 17,000 ポイントがもらえます／
【参考】
ご利用特典(*3)
１００万円
5,000ポイント

ステージ
年間の
ご利用額累計(*2)
ボーナスポイント数
（合計）

Gボーナス１５０

ビューゴールドボーナス
Gボーナス２００
Gボーナス２５０

Gボーナス３００

１５０万円

２００万円

２５０万円

３００万円

３，０００ポイント

６，０００ポイント

９，０００ポイント

１２，０００ポイント

「ご利用特典」（５，０００ポイント）とあわせて、
最大 17,000 ポイントプレゼント！
(*2)「ビューゴールドボーナス」は 4 月～翌年 3 月にお届けするご利用代金明細書（3 月～翌年 2 月末までのご利用分）のご利用額累計
(*3)「ご利用特典」は入会月を含む 12 ヶ月間のご利用額累計
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※リニューアル後の「ビューゴールドボーナス」ポイント加算イメージ

［ご利用例］
＜例 1＞

Suicaへのチャージ、
定期券・きっぷなどの購入

日常のお買い物での
ご利用

携帯電話料金、
公共料金等のお支払い

12万円/月
（144万円/年）

１０万円/月
（120万円/年）
年間ご利用額180万円（鉄道を除く利用）
・・・ 6,500ポイント獲得！（旧Gボーナス150）

3万円/月
（36万円/年）

年間ご利用額300万円
・・・ 12,000ポイント獲得！（新Gボーナス300）
「ご利用特典」(5,000 ポイント)とあわせて、
1７,000 ポイント獲得！

＜例２＞

Suicaへのチャージ、
定期券・きっぷなどの購入

日常のお買い物での
ご利用

携帯電話料金、
公共料金等のお支払い

9.5万円/月
（114万円/年）

5万円/月
（60万円/年）
年間ご利用額144万円（鉄道を除く利用）
・・・ 3,500ポイント獲得！（旧Gボーナス100）

2.5万円/月
（30万円/年）

年間ご利用額204万円
・・・ 6,000ポイント獲得！（新Gボーナス200）
「ご利用特典」（5,000 ポイント）とあわせて、
1１,000 ポイント獲得！

２． リニューアル第 2 弾について
2022 年春頃ご案内予定です。
※
※

「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
JR 東⽇本 Suica 利⽤承認第 107 号（株式会社ジェイアール東⽇本企画許諾）
画像はすべてイメージです。

以 上
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【参考】

〇「ビューゴールドプラスカード」概要
カード名称

ビューゴールドプラスカード

国際ブランド

JCB

年会費

本人会員：11,000円（税込）
家族会員：1枚目年会費無料、2枚目からは年会費3,300円（税込）

入会時のご利用可能枠

80～200万円

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。）

付帯機能

Suica、定期券、JRE POINTカード

付帯サービス

ビューゴールドボーナス
国内・海外旅行傷害保険／ショッピングプロテクション

その他のゴールドカード限定特典

など

ご入会特典／ご利用特典
東京駅ビューゴールドラウンジ
空港ラウンジ

など

■ビューゴールドプラスカードの詳細はこちら：https://www.jreast.co.jp/card/first/viewgoldplus/
■入会キャンペーン実施中：https://www.jreast.co.jp/card/campaign/adm/viewgoldplus.html

〇ビューゴールドプラスカード利用における「VIEW プラス」概要
ビューゴールドプラスカードのご利用で最大１０％ JRE POINT が貯まる！
・JR 東日本でのビューカードのご利用で、通常よりも多く JRE POINT が貯まる「VIEW プラス」のサービスを
2021 年 7 月より改定いたしました。
・改定後は、対象となる JR 東日本のサービスご利用額に応じて、ゴールドカードのご利用で最大８％相当の
JRE POINT が貯まります。
・また、えきねっとやモバイル Suica のご利用で「VIEW プラス」のポイントに加えてさらにポイントが貯まるので、
合計最大１０％相当の JRE POINT が貯まります。
https://www.jreast.co.jp/card/news/pdf/20210304.pdf

※ビューカード過去のプレスリリース※
２０２１年１２月１５日
全国の JTB の店舗で「びゅう商品券」がご利用いただけるようになりました
https://www.jreast.co.jp/card/news/pdf/20211215.pdf
２０２１年８月３０日
～スマートフォンでご利用状況が、いつでも、どこでも確認できる～「ビューカードアプリ」誕生！
https://www.jreast.co.jp/card/news/pdf/20210830.pdf
２０２１年７月１２日
ビューカードとみずほ銀行の ATM 分野における提携強化について
https://www.jreast.co.jp/card/news/pdf/20210712.pdf
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