2019 年 9 月 3 日
東日本旅客鉄道株式会社

駅ビル・エキナカでのキャッシュレスのお支払いで、

「JRE POINT」の還元率をアップします！

〇JR 東日本では、経済産業省が採択する「キャッシュレス・消費者還元事業」の開始※1 に合わせ、
「JRE POINT」に加盟する店舗でのキャッシュレスによるお買いもので、
「JRE POINT」の還元率が
アップし、おトクにポイントがたまるキャンペーンを実施します。
〇いつもの生活シーンや旅先での駅ビル・エキナカのご利用に加え、JRE MALL※2 でのショッピング
でもポイントがたまります。JR 東日本は「JRE POINT」でキャッシュレスな毎日を提案します！
※1 Suica は、経済産業省が採択する「キャッシュレス・消費者還元事業」の認定決済手段です。
※2 JRE MALL(ジェイアールイー・モール)は、JR 東日本が運営するインターネットショッピングサイトです。

■キャンペーン概要
・ JRE CARD 優待店の駅ビルにおける、JRE CARD のクレジットでのお支払いにより、通常は 3.5%のポイ
ント還元を 5.5%の還元へとアップします。
・ JR 東日本のエキナカの JRE POINT(Suica)加盟店における、
「JRE POINT」に登録した Suica（以下、
「登
録済 Suica」といいます。）でのお支払いにより、通常は 0.5%～1%のポイント還元を 2%の還元へとアッ
プします。
・ JRE MALL における、ビューカード（JRE CARD 含む。
）のクレジットでのお支払いにより、通常は 3.5%
のポイント還元を 5.5%の還元へとアップします。
・ 還元率アップの対象期間は 2019 年 10 月 1 日から 2020 年 6 月 30 日です。
※キャンペーン詳細は「別紙」をご参照ください。
※本キャンペーンは、経済産業省が採択する「キャッシュレス・消費者還元事業」における、登録済 Suica
のお支払いによる JRE POINT 還元とは、別に行います。そのため、本キャンペーン対象店舗のうち、
経産省事業の対象でもある店舗の場合、双方のサービスで JRE POINT がたまることから、二重にたま
り、さらにおトクです。

別紙
１ キャンペーン名 「キャッシュレスで JRE POINT 還元キャンペーン」
２ 期 間

2019 年 10 月 1 日～2020 年 6 月 30 日

３ 内 容
(1)駅ビル(JRE CARD 優待店)でのお買いものでたまる！
①対象店舗 右のマークのお店
※一部還元の対象外の店舗があります。

②対象決済 JRE CARD でのクレジット決済
③還元率
5.5％（通常 3.5％）
対象店舗のマーク

JRE CARD 優待店一覧 （2019 年 10 月 1 日時点）

※2019 年 11 月 12 日に JRE CARD 優待店はセレオ各館(八王子北館・南館、西八王子、国分寺、相模原、甲府)へ
拡大予定

(2)エキナカの対象店舗でのお買いものでたまる！
①対象店舗 右のマークのエキナカの JRE POINT(Suica)加盟店
②対象決済 登録済 Suica での決済
③還元率
2％（通常 0.5～1％）
主な対象店舗

対象店舗のマーク

(3)JRE MALL でのお買いものでたまる！
①対象店舗 JRE MALL に出店するすべてのショップ
(JRE MALL の URL https://www.jreastmall.com/)
②対象決済 ビューカード※でのクレジット決済
※JRE CARD やルミネカード等、
マークのあるクレジットカード
（ マークの付いたカード・ビュー法人カードを除く。
）
③還元率
5.5％（通常 3.5％）
＜JRE MALL の特徴＞
○「JRE POINT」が「たまる」
「使える」
・JRE MALL でのお買いもので 1％ポイント還元 (100 円(税抜)ごとに「JRE POINT」が 1 ポイントたまる)
ビューカードでのクレジット決済なら 3.5％ポイント還元 (本キャンペーン期間中は 5.5％)
・たまったポイントは、1 ポイント（＝1 円）単位で、JRE MALL でのお買いものに利用可能
※ポイントの還元・利用には JRE MALL に会員登録のうえ JRE POINT の連携が必要です。

○JR 東日本グループならではの商品ラインナップ
・鉄道グッズや Suica のペンギングッズをはじめ、各地の地産品など特色ある商品をご用意
（商品イメージ）
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○

＜「キャッシュレスで JRE POINT 還元キャンペーン」 対象店舗のショップ別還元率の例＞
登録済みの Suica で払う

JRE CARD で払う

お店のマーク

アトレ等の駅ビル
(JRE CARD 優待店)

1％

NewDays 等

2％

エキナカ店舗

※1

5.5％
（通常 3.5％）

0.5％

（通常 0.5～1％）

5.5％

※2

―
JRE MALL 全ショップ
※1 JRE POINT カードを提示した場合に 1％還元されます。
※2 JRE CARD を含むビューカードでの決済で 5.5％の還元です。

（通常 3.5％）

４ プロモーション展開
JR 東日本管内の駅や JRE POINT 加盟店店舗での広告展開を行うとともに、駅でのイベントを実施し、
本キャンペーンの実施をお客さまにわかりやすく発信します。
また JRE CARD の入会キャンペーンなど、本キャンペーンに加えてさまざまな取組みを実施します。
(1)交通媒体、TVCM、加盟店等での PR
9 月上旬より、駅や車内の中吊りポスター、JRE POINT 加盟店店舗での POP によりキャンペーン
内容を発信します。
【キャンペーンポスターイメージ】

【店頭 POP イメージ】

【WEB バナーイメージ】

(2)新サービス PR イベントの実施
【期間】10 月頃予定
【内容】主要駅数駅にて、Suica 登録をご案内するイベントを実施します。

(3)JRE CARD ご入会キャンペーン
JRE CARD での 5.5％還元に合わせ、JRE CARD 優待店の店頭でご入会いただくと、その場で「JRE
POINT」が 2,000 ポイントもらえるキャンペーンを実施します。
※お付けするポイントは、店頭入会受付日の翌月末までの期間限定ポイントで、付いたその日からすぐにご利用いただ
けます。
※2,000 ポイントをお付けする方法は、駅ビルごとに異なる場合があります。

＜実施予定箇所・期間＞
2019 年 9 月
駅ビル名

館名

実施期間

シャポー

小岩、市川、本八幡、船橋

9 月 4 日～9 月 10 日

ビーンズ

赤羽、武蔵浦和

9 月 4 日～9 月 10 日

桜木町

9 月 15 日～9 月 21 日

シァル

鶴見

9 月 22 日～9 月 28 日

グランデュオ

立川

9 月 14 日～9 月 17 日
9 月 21 日～9 月 23 日

パセオ

宇都宮

9 月 24 日～9 月 30 日

千葉

9 月 13 日～9 月 14 日

海浜幕張

9 月 24 日～9 月 27 日

エスパル

仙台

9 月 17 日～9 月 23 日

CoCoLo

新潟、長岡

9 月 6 日～9 月 12 日

ペリエ

2019 年 10 月～11 月

※実施期間は後日 HP 等でご案内する予定です。

駅ビル名

館名

駅ビル名

館名

テルミナ

錦糸町

ペリエ

稲毛、西千葉、稲毛海岸、
検見川浜

小山、古河

エスパル

福島、郡山、山形

アズ

熊谷

あおもり旬味館

新青森

モントレー

高崎

MIDORI

長野、松本

アトレ

恵比寿 ほか主な店舗

グランデュオ

蒲田

ラスカ

茅ヶ崎、平塚、小田原

VAL

(参考 1)その他グループ会社が実施するキャンペーン
業態
対象店舗

概要

期間 2019 年 10 月 1 日～10 月 31 日

エキナカ

コンビニ
エンス
ストア

NewDays、
NewDaysKIOSK
※うちセルフレジ設置店

内容 登録済 Suica によるセルフレジでの購入で
プラス 3%の JRE POINT 還元
※「キャッシュレスで JRE POINT 還元キャンペーン」と
合わせ、期間中合計 5％還元

そば店

いろり庵きらく、
駅そば、そばいち、
蕎香
※うち券売機設置店

期間 2019 年 10 月 1 日～11 月 30 日
内容 16:00 以降に登録済 Suica による券売機での
購入で、プラス 2%の JRE POINT 還元
※「キャッシュレスで JRE POINT 還元キャンペーン」と
合わせ、期間中合計 4％還元

（参考 2）キャッシュレス・消費者還元事業について
2019 年 10 月～2020 年 6 月まで実施される「キャッシュレス・消費者還元事業」について、JR 東日本
も Suica の決済事業者として本事業に参画いたします。登録済 Suica で、全国の対象店舗で決済する
と、決済金額に応じて「JRE POINT」がたまります。
１ 対象店舗 キャッシュレス・消費者還元事業対象店舗
２ 決済方法 登録済 Suica での決済
３ 還元率
5％ (20 円(税込)につき 1 ポイント)
※コンビニチェーンや飲食チェーン等、フランチャイズチェーン傘下の店舗の場合は 2％
(50 円(税込)につき 1 ポイント)の還元です。
※ポイントは対象となる決済の翌月上旬頃に 1 ヶ月分まとめて還元します。
登録済みの Suica で払う

お店のマーク

5％ ※1
「キャッシュレスで JRE POINT 還元キャンペーン」 対象店舗のうち、
「キャッシュレス・消費者還元
事業」の対象でもある店舗の場合、還元率は以下の通りとなります。
登録済みの Suica で払う

JRE CARD で払う

お店のマーク

＋

1％ ※2 ＋ 5％ ※1
(合計 6％)

＋

2％ ＋ 5％ ※1
(合計 7％)

5.5％ ※3
0.5％

※1 コンビニチェーンや飲食チェーン等、フランチャイズチェーン傘下の店舗の場合は 2％の還元で
す。
※2 JRE POINT カードを提示した場合、1％の還元が加わります。
※3 「ビューカードの支払いで「キャッシュレス・消費者還元事業」の対象となる店舗」では、さらに
請求時に 5％(コンビニチェーンや飲食チェーン等、フランチャイズチェーン傘下の店舗の場合は
2％)の消費者還元があります。

