2020 年 10 月 27 日
東 日 本 旅客 鉄 道株 式 会社

JRE POINT が「貯まる」「使える」
「JRE MALL ふるさと納税」を 10 月 27 日に開設しました。
〇JR 東日本は、グループ経営ビジョン「変革 2027」の「ヒト（すべての人）の生活における「豊
かさ」を起点とした社会への新たな価値の提供」を実践するため、生活サービス事業の DX を加
速し、オンラインでの地方創生を推進します。
〇2020 年 10 月 27 日、JRE MALL に「JRE MALL ふるさと納税」を開設しました。東日本エリアを中
心に 39 自治体が参加しており、今後継続的に全国の自治体から参加を募ります。
○また、2020 年 10 月 27 日（火）～12 月 31 日（木）に、期間中合計 30,000 円以上寄付されたお
客さま 10,000 名様に抽選で「JRE POINT2,000 ポイントプレゼントキャンペーン」を実施しま
す。

１.「JRE MALL ふるさと納税」サイトの概要
開 設 日：2020 年 10 月 27 日（火）
特

徴：①ビューカード利用なら、最大 3.5 %還元
寄付金額 100 円ごとに 1 ポイントの JRE POINT が
貯まります。ビューカードを使って寄付をすれば、
最大 3.5％の JRE POINT が貯まります。
【参加自治体例】

※JRE MALL に会員登録のうえ、JRE POINT
の連携が必要です。
※ご利用条件により還元率は異なる場合が
あります。

②JRE POINT で寄付が可能

北海道石狩市

新潟県十日町市

1 ポイント 1 円として寄付金のお支払いに
ご利用いただけます。一部のお支払いを
JRE POINT で、残額をクレジットカードで
お支払いいただくことも可能です。なお、
JRE POINT で決済された寄付に対しても、

岩手県普代村

寄付金額 100 円ごとに 1 ポイントの JRE POINT が貯まります。

鹿児島県東串良町

参加自治体：

39 自治体（10 月 27 日サイト開設時時点）

北海道

石狩市、恵庭市、猿払村

栃木県

那須町

秋田県

仙北市、にかほ市

茨城県

境町、つくばみらい市、日立市、守谷市、結城市
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岩手町、住田町、遠野市、普代村

群馬県

嬬恋村、富岡市
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金山町、高畠町、三川町
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長生村

福島県

いわき市、西会津町、桑折町
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射水市
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小千谷市、新発田市、十日町市、湯沢町

宮崎県

川南町

長野県

小谷村、中野市

山梨県

大月市、中央市、都留市、富士河口湖町
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例）寄付額 30,000 円を全額ビューカードで決済をした場合
ビューカードで 30,000 円寄付

寄付する

自己負担額 2,000 円

自治体

① 税額控除 28,000 円
② JRE POINT 1,050Ｐ
③ 返礼品

＋JRE POINT 1,050Ｐ付与
※30,000 円－控除 28,000 円＝自己負担額 2,000 円
※100 円単位の返礼品を組み合わせてご購入いただいた場合はポイント還元が 3.5％未満となります。

例）寄付額 30,000 円の内、20,000 円をビューカード決済、10,000 円分を
JRE POINT で寄付した場合
ビューカードで 20,000 円寄付
JRE POINT で 10,000 円寄付

寄付する

自己負担額 2,000 円

自治体

① 税額控除 28,000 円
② JRE POINT 800Ｐ
③ 返礼品

＋JRE POINT 800Ｐ付与
※カード 20,000 円＋ポイント 10,000 円－控除 28,000 円＝自己負担額 2,000 円
※100 円単位の返礼品を組み合わせてご購入いただいた場合はポイント還元が 3.5％未満となります。

今後の取り組み：地域の皆さま、グループ企業および地域で働く JR 東日本社員が連携し、現
地ツアーなどのオリジナル返礼品の開発と PR に取り組みます。

サイトＵＲＬ：https://www.jreastmall.com/shop/furusato/top.aspx

２．キャンペーンについて
抽選で 10,000 名様へ、
「JRE POINT 2,000 ポイントプレゼントキャンペーン」を実施しま
す。期間中、合計 30,000 円以上寄付をいただいたお客さまの中から、抽選で 10,000 名様へ
JRE POINT2,000 ポイントをプレゼントいたします。
開催期間：2020 年 10 月 27 日（火）～12 月 31 日（木）
参加方法：STEP1 JRE MALL に会員登録する
STEP2 JRE POINT を連携する
STEP3 「JRE MALL ふるさと納税」サイトで対象期間中合計 30,000 円以上寄付する
※対象期間中であれば複数自治体にまたがる寄付も合計できます。
そ の 他：・当選者の発表は、JRE POINT の付与をもって代えさせていただきます。
・ポイントの付与は 2021 年 1 月下旬以降を予定しております。
・今回のキャンペーンで付与されるポイントは期間限定ポイントです。
・同一会員さまへのポイントの重複付与はございません。
・そのほか詳細は、
「JRE MALL ふるさと納税」のホームページをご確認ください。
※JRE MALL 登録と JRE POINT の連携で、JRE POINT200 ポイントプレゼントも開催中です。
2020 年 10 月 27 日（火）～11 月 30 日（月）に JRE MALL に会員登録の上、JRE POINT を連
携すると 200 ポイントを全員にプレゼントいたします。なお、当キャンペーンで 200 ポイ
ント付与された会員の方も「JRE POINT 2,000 ポイントプレゼントキャンペーン」にご参加
いただけます。そのほか詳細は、
「JRE MALL」のホームページをご確認ください。
３．当社の強みを生かしたＰＲ
ＪＲ東日本グループの強みである鉄道ネットワークと交流拠点となる駅等のリアルな“場”
を活用したプロモーションを展開し、多くのお客さまへ地域の魅力を届けます。
（１）山手線 AD トレインの実施
山手線にて合計 2 編成の「JRE MALL ふるさと納税」
AD トレインを実施します。
内容：トレインチャンネル、中吊り広告
実施期間：①12 月 2 日（水）～12 月 16 日（水） 1 編成
②12 月 3 日（木）～12 月 17 日（木） 1 編成
（参考）AD トレインイメージ

（２）トレインチャンネル放映
首都圏の電車内デジタルサイネージ広告「トレインチャンネル」を活用し、

「JRE MALL ふるさと納税」の PR 動画を 4 バージョン放映します。
放映路線：山手線、中央線快速、京浜東北線・根岸線、京葉線、埼京線、横浜線、南武
線、常磐線各駅停車、中央総武線各駅停車
実施期間：①11 月 2 日 （月）～11 月 8 日 （日）
②11 月 16 日（月）～11 月 22 日（日）
③12 月 14 日（月）～12 月 20 日（日）
（参考）トレインチャンネルイメージ

（３）首都圏の駅を活用したポスター告知
参加自治体の魅力をＰＲするポスターを自治体ごと
に制作し、首都圏の山手線等の駅に掲出します。
掲出期間：12 月 2 日（水）～12 月 31 日（木）

（参考）自治体 PR ポスターイメージ

【参考】

●JRE MALL（ https://www.jreastmall.com/）について
JR 東日本と株式会社 JR 東日本ネットステーションが共同で運営する
通販機能、エキナカ商品の予約・受取機能およびオークション機能を
備えたインターネットショッピングモールです。鉄道グッズや Suica
ペンギングッズ、地域産品等を中心として 74 ショップ（2020 年 10 月
1 日現在）が出店しています。JRE POINT が 100 円（税抜）毎に 1 ポ
イントたまり、1 ポイント（＝1 円）単位でお買い物にご利用いただ
けます。またビューカードによるお支払いで、最大 3.5 倍の JRE POINT
がたまります。

