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株式会社ビューカード 

東日本旅客鉄道株式会社 

 

ビューカードのご利用で JRE POINT がおトクに貯まる「VIEW プラス」を改定します 

～ビューカードできっぷを買うと JRE POINT を最大 8％付与！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ サービス改定の概要 

⑴ 改定予定日 

2021 年 7 月 1 日（当日のビューカードご利用分より適用） 

⑵ 主な改定内容 

・現在、JR 東日本の VIEW プラス対象商品のご購入で一律 1.5%相当(ご利用額 1,000 円

(税込）につき 15 ポイント)の付与率となっておりますが、改定後は、ご利用いただ

く JR 東日本のサービスにより異なる付与率を適用します。 

・2021 年夏にリニューアル※2 する「えきねっと」や、券売機に並ばずにチャージや定

期券購入ができる「モバイル Suica」の付与率を向上します。 

・ゴールドカード※3をご利用のお客さまにはさらに高い付与率を適用します。 

・上記にあわせて全体の付与率を見直します。駅窓口や券売機での乗車券類（定期券含

む）の購入、オートチャージを除く駅(券売機・ATM「VIEW ALTTE」)でのチャージは

「VIEW プラス」のサービス対象外となります。 

・付与率については、今後ご利用状況などに応じて変更を行う場合がございます。 

⑶ 改定後の付与率(詳細) 

付与率ごとのご利用額 1,000 円(税込)につき以下の付与率でポイントを付与しま

す。（8.0％の場合 1,000 円(税込）につき 80 ポイント) 

○株式会社ビューカード（本社：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」）と東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役

社長：深澤祐二、以下「JR 東日本」）は、JR 東日本でのビューカードのご利用※1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

定します。  

○サービス改定後は、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 8.0％相当、ゴールドカード以外のビューカードのご利用で最大

3.0％相当の JRE POINT が貯まります。 

○えきねっと、モバイル Suica、オートチャージなど JR 東日本のサービスがおトクにご

利用いただける新たな「VIEW プラス」にご期待ください。 



 

 

上記のほか、㈱ビューカードではゴールドカード会員のお客さま向けに⑦のご利用に

対して JRE POINT がさらに貯まるキャンペーンを実施予定です。詳細は㈱ビューカード

のホームページで別途お知らせいたします。 

 

２ 「VIEW プラス」サービス改定の背景 

JR 東日本グループでは with コロナ、ポストコロナの状況下において、チケットレス化

やモバイル化を推進することで、安心・清潔かつシームレスでストレスフリーな移動を実

現することを目指しています。 

こうした背景を踏まえ、㈱ビューカードと JR 東日本では、「VIEW プラス」のサービス

の見直しを行い、特に「えきねっと」や「モバイル Suica」といったサービスで、より多

くのポイントが貯まるよう改定することといたしました。 

 

３ 「VIEW プラス」とは 

VIEW プラスとは、JR 東日本のサービス（乗車券類購入、モバ

イル Suica、えきねっとのご利用など）で決済にビューカード

をご利用いただいた場合に通常よりも多く JRE POINT が貯まる

おトクなサービスです。 

 

 



 

４ JRE POINT の付与例 

JRE POINT の付与例は別紙をご覧ください。 

 

※1   マークのあるカード、ビュー法人カードは対象外です。 

※2 「えきねっと」リニューアルの概要については 2020 年 6 月 9 日のプレスリリース

「『えきねっと』が生まれかわります！」をご参照ください。 

※3 ゴールドカードとは、「ビューゴールドプラスカード」「JAL カード Suica CLUB-A ゴ

ールドカード」を指します。 

※4 2021 年夏にリニューアルする「えきねっと」では、予約時にえきねっと上で決済す

るか、受取り時に駅で決済するかを選択することができるようになる予定です。予

約時にえきねっと上で決済すると①、駅や券売機で受取り時に決済すると⑦の付与

率が適用されます。なお、「えきねっと」リニューアルの詳細については別途 JR 東

日本よりお知らせします。 

※5 モバイル Suica アプリまたは Suica アプリケーションに登録したビューカードでの

決済が対象です。モバイル Suica アプリまたは Suica アプリケーションに登録して

いないビューカードでの決済におけるお取扱いについては㈱ビューカードのホー

ムページで別途お知らせいたします。 

 



 

別紙 

「VIEW プラス」改定後の JRE POINT 付与例 

 

「VIEW プラス」改定後の JRE POINT 付与例について下表にてご紹介いたします。 

なお、ビューカードのご利用に併せて JRE POINT にご登録いただいた Suica をご利用いただくと、

「鉄道利用で貯まる JRE POINT」※1が貯まりますので、さらにおトクです。 

また、2021 年夏のリニューアル以降「えきねっと」のご利用でも、JRE POINT が貯まる予定※2ですの

でご期待ください。 

 ※1 「鉄道利用で貯まる JRE POINT」の詳細については JRE POINT WEB サイトをご参照ください。 

   （https://www.jrepoint.jp/） 

 ※2 「えきねっと」リニューアルの詳細については別途お知らせいたします。 

 

■ゴールドカード（「ビューゴールドプラスカード」「JAL カード Suica CLUB-A ゴールドカード」）の付与例 

  

  
ご利用例 

付与ポイント 

(合計) 

 

内訳 

1 「えきねっと(予約時決済)」

で北陸新幹線東京-金沢間の

きっぷを購入(14,380 円) 
1,120 ポイント 

【約 8.0％】 

＋ 

α 

[ビューカードの 

ご利用で付与] 

約 8.0％ 

1,120 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

ビューカードでお支払いいただくと

1,000 円(税込)につき 80 ポイント付

与 

[えきねっとの 

ご利用で付与] 
(未定) 

リニューアル以降の「えきねっと」ご

利用で JRE POINT を付与予定(詳細は

別途お知らせいたします) 

2 モバイル Suica グリーン券を

上野-土浦間(51km 以上/平

日)で月に 4 回利用（4,000

円） 
400 ポイント 

【約 10.0％】 

[ビューカードの 

ご利用で付与] 

約 8.0％ 

320 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

ビューカードでお支払いいただくと

1,000 円(税込)につき 80 ポイント付

与 

[鉄道利用で貯まる

JRE POINT] 

約 2.0％ 

80 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

モバイル Suica で Suica グリーン券

をご購入いただくと 50 円(税込)につ

き 1 ポイント付与 

3 モバイル Suica 定期券を新橋

-横浜間の通勤 6ヵ月で購入

(67,980 円) 4,039 ポイント 

【約 6.0％】 

[ビューカードの 

ご利用で付与] 

約 4.0％ 

2,680 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

ビューカードでお支払いいただくと

1,000 円(税込)につき 40 ポイント付

与 

[鉄道利用で貯まる

JRE POINT] 

約 2.0％ 

1,359 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

モバイル Suica 定期券をご購入いただ

くと 50 円(税込)につき 1 ポイント付

与 

4 モバイル Suica に計 3,080 円

分チャージ(3,080 円) 

413 ポイント 

【約 13.5％】 

[ビューカードの 

ご利用で付与] 

約 1.5％ 

45 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

ビューカードでお支払いいただくと

1,000 円(税込)につき 15 ポイント付

与 

モバイル Suica のチャージ残

高で東京-川崎、新宿-武蔵小

金井、池袋-浦和、上野-松

戸、東京-西船橋など IC 運賃

308 円区間を 1ヶ月に 10 回

乗車 

[鉄道利用で貯まる

JRE POINT] 

約 2.0％ 

60 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

モバイル Suica の入金残高で在来線に

ご乗車いただくと 1 回のご乗車 50 円

(税込)につき 1ポイント付与 

 

[リピート 

ポイント] 

約 10.0％ 

308 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

同じ運賃で 10 回ご乗車いただくと１

回分のポイントを付与、11 回目以降

運賃の 10.0％相当のポイントを付与 

 



 

■ビューカード（ゴールドカード以外）の付与例 

     

  
ご利用例 

付与ポイント 

(合計) 

 

内訳 

1 「えきねっと(予約時決済)」

で北陸新幹線東京-金沢間の

きっぷを購入(14,380 円) 
420 ポイント 

【約 3.0％】 

＋ 

α 

[ビューカードの 

ご利用で付与] 

約 3.0％ 

420 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

ビューカードでお支払いただくと

1,000 円(税込)につき 30ポイント付与 

[えきねっとの 

ご利用で付与] 
(未定) 

リニューアル以降の「えきねっと」ご

利用で JRE POINT を付与予定(詳細は

別途お知らせいたします) 

2 モバイル Suica グリーン券を

上野-土浦間(51km 以上/平

日)で月に 4 回利用（4,000

円） 
200 ポイント 

【約 5.0％】 

[ビューカードの 

ご利用で付与] 

約 3.0％ 

120 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

ビューカードでお支払いいただくと

1,000 円(税込)につき 30ポイント付与 

[鉄道利用で貯まる

JRE POINT] 

約 2.0％ 

80 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

モバイル Suica で Suicaグリーン券を

ご購入いただくと 50円(税込)につき 1

ポイント付与 

3 モバイル Suica 定期券を新橋

-横浜間の通勤 6ヵ月で購入

(67,980 円) 3,369 ポイント 

【約 5.0％】 

[ビューカードの 

ご利用で付与] 

約 3.0％ 

2,010 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

ビューカードでお支払いいただくと

1,000 円(税込)につき 30ポイント付与 

[鉄道利用で貯まる

JRE POINT] 

約 2.0％ 

1,359 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

モバイル Suica 定期券をご購入いただ

くと 50 円(税込)につき 1 ポイント付

与 

4 モバイル Suica に計 3,080 円

分チャージ(3,080 円) 

413 ポイント 

【約 13.5％】 

[ビューカードの 

ご利用で付与] 

約 1.5％ 

45 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

ビューカードでお支払いいただくと

1,000 円(税込)につき 15ポイント付与 

モバイル Suica のチャージ 

残高で東京-川崎、新宿-武蔵

小金井、池袋-浦和、上野-松

戸、東京-西船橋など IC 運賃

308 円区間を 1ヶ月に 10 回

乗車 

[鉄道利用で貯まる

JRE POINT] 

約 2.0％ 

60 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

モバイル Suica の入金残高で在来線に

ご乗車いただくと 1 回のご乗車 50 円

(税込)につき 1ポイント付与 

 
[リピート 

ポイント] 

約 10.0％ 

308 

ﾎﾟｲﾝﾄ 

同じ運賃で 10 回ご乗車いただくと１

回分のポイントを付与、11 回目以降運

賃の 10.0％相当のポイントを付与 

※ マークのあるカード、ビュー法人カードは対象外です。 


