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東日本旅客鉄道株式会社 

株式会社ビューカード 

 

ＪＲＥ ＰＯＩＮＴのサービスがさらに広がります 
～ビューサンクスポイントが JRE POINT へ共通化し、ますます便利に！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ビューサンクスポイントの共通化 

（１）サービス開始日（予定） 

     2018 年 6 月 28 日（木） 

 

（２）サービス内容（別紙参照） 

     ビューサンクスポイントを JRE POINT に共通化いたします。貯まったポイントは、所定の手続きをしてい

ただくことにより、まとめてご利用いただけます。 

     これにより、ビューカード会員は、ビューカードのクレジット機能のご利用で JRE POINT が貯まるだけで

なく、駅ビル等でのお買い物や登録した Suica のご利用でもポイントを貯めることが可能になります。また、

Suicaへのチャージや様々な商品への交換に加え、駅ビル等でのポイントのご利用も可能になり、ビューカ

ードは、よりポイントを貯めやすく使いやすいカードに進化いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○JR 東日本グループの共通ポイント「JRE POINT」は、ご利用いただける駅ビルを順次拡大し、現在 94

箇所にてご利用いただけるまでに広がっております。2017 年 12 月には「Suica ポイント」を JRE POINT

に共通化し、より貯めやすく使いやすいポイントになりました。 

○2018 年 6 月に、ビューカードのご利用で貯まる「ビューサンクスポイント」を JRE POINT へ共通化しま

す。また、ビューカードに新たにJRE POINTカードの機能を搭載し、クレジットカード、Suica、JRE POINT

カードの機能を持ったオールインワンカードになります。 

○貯まった JRE POINT は、駅ビル等でのご利用や Suica へのチャージにご利用いただけるほか、2018

年 3 月からは Suica グリーン券への交換を開始いたします。さらに、ビューカード会員は、Suica のペン

ギングッズをはじめとした魅力ある商品にも交換が可能になります。 

※ 既にビューカードをお持ちの方は、ビューサンクスポイント 1 ポイント（2.5 円相当）を JRE POINT2.5 ポイント（2.5 円相当）

に換算し、自動的に移行いたします。共通化に伴う移行手続き等は必要ありません。 



（３）新たに発行するビューカードへの「JRE POINT カード機能」の搭載 

     ビューカードに JRE POINT カード機能を新たに搭載いたします。これにより、ビューカードが 1 枚あれば、

駅ビルでのお買い物や登録した Suica のご利用等でも JRE POINT を貯めることができるほか、貯まったポ

イントをそのまま駅ビル等でご利用いただいたり、Suica にチャージをしたりすることが可能になり、より一

層便利で使いやすくなります。 

【カード券面 イメージ】 

 

 

 

 

 

 

※ これまでビューサンクスポイントが貯まっていたすべてのビューカードが対象です。既にビューカードをお持ちの方には、

共通化以降にカードを更新する際（お手元のカード有効期限が「2018 年 8 月」の会員から）、JRE POINT カード機能が

搭載されたビューカードをお届けいたします。なお、カード更新前に JRE POINT カード機能が搭載されたビューカード

をご希望される場合は、カードの再発行手続きが必要となります。再発行にかかる費用についてはお客さまのご負担と

なります。【カードの再発行にかかる費用：477 円（税抜）】 

※ JRE POINT カード機能が搭載されたビューカードでは、 「ビューカードのご利用で貯まる JRE POINT」と「JRE POINT カ

ードの提示で貯まる JRE POINT」が、1 つの口座にまとめて貯まります。 

※ 既に JRE POINT カード機能が搭載されていないビューカードをお持ちで、「JRE POINT カードの提示で貯まる JRE 

POINT」と「ビューカードの利用で貯まる JRE POINT」を 1 つの口座にまとめて貯める場合には、おまとめの手続きをお

願いします。 

 

（４）ビューカードのポイントサービス内容の比較 

 共通化前 共通化後 

ポイント名称 ビューサンクスポイント JRE POINT 

ポイント 

付与率 

1,000 円のご利用で 2 ポイント（5 円相当） 

☆JR 東日本の駅でのきっぷの購入・Suica へのチ

ャージ等では 1,000 円で 6 ポイント（15 円相当）

1,000 円のご利用で 5 ポイント（5 円相当） 

☆JR 東日本の駅でのきっぷの購入・Suica への 

チャージでは 1,000 円で 15 ポイント（15 円相当）

ポイントの 

貯め方 

○ビューカードのご利用 ○ビューカードのご利用 

○「   JRE POINT カードの提示で 

ポイントが貯まる加盟店」 でのお買い物 

○「   登録した Suica の決済で 

ポイントが貯まる加盟店」でのお買い物（※1） 

ポイントの 

使い方 

○Suica へのチャージ 

○Suica のペンギングッズをはじめとした 

様々な商品への交換 

○Suica へのチャージ 

○ Suica のペンギングッズをはじめとした 

様々な商品への交換 

○「   JRE POINT カードの提示で 

ポイントが貯まる加盟店」 でのお買い物 

○Suica グリーン券への交換 

カード機能 

○クレジット機能  

○Suica 機能/Suica 定期券機能（一部） 

○JRE POINT カード機能 （一部※2） 

○クレジット機能 

○Suica 機能/Suica 定期券機能（一部） 

○JRE POINT カード機能 

※1 Suica のご利用で JRE POINT を貯めるためには、JRE POINT WEB での Suica の登録が必要です 

※2 アトレビューSuica カード、フェザンカード、ペリエカード、we ビュー・スイカカード、エスパルカードに搭載 

※券面に JRE POINT 番号が記載されます。

ビューゴールドプラスカード 「ビュー・スイカ」カード 



２．JRE POINT から Suica グリーン券への交換サービス 

 貯まった JRE POINT から Suica グリーン券へ交換できるサービスを始めます。 

 

（１）サービス開始日（予定） 

     2018 年 3 月 17 日（土） 

 

（２）サービス内容 

      JRE POINT WEB サイトまたは JRE POINT アプリで事前にお申込みいただき、ご利用当日に券売機も

しくはモバイル Suica で「（JRE POINT 用）Suica グリーン券」をお受け取りいただくことで、貯めたポイント

を利用して普通列車グリーン車にご乗車いただけます。 

     券売機でのお受け取りは申し込みの翌日以降、モバイル Suica であれば申し込み後すぐにお受け取り

が可能です。 

 

（３）交換に必要なポイント数 

    乗車日・乗車区間に関わらず、一律 700 ポイント 

なお、2019 年 6 月末までは、サービス開始記念として 600 ポイントで交換できます。 

※ 「（JRE POINT 用）Suica グリーン券」は、通常の「Suica グリーン券」と一部効力が異なります。 

 

【交換までのイメージ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 交換申込から 31 日以内に受け取らない場合、ポイントは JRE POINT 口座に戻ります。 

（有効期限が切れたポイントは、口座に戻らず失効します） 

※ JR 東日本の駅の Suica マークのある自動券売機でお受け取りいただけます。 

 
サービス内容の詳細については、下記ホームページもご参照ください。 

    「JRE POINT」ホームページ https://www.jrepoint.jp/ 

   「ビューカード」ホームページ http://www.jreast.co.jp/card/index.html/ 

 


