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エスパル４館 （仙台/福島/郡山/山形） 「JRE POINT」導入！
仙台ターミナルビル株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：新妻博敏）は、2017 年 2 月
16 日に、エスパル４館（仙台/福島/郡山/山形）で「JRE POINT（ジェイアールイー・ポイント）」を導入い
たします。「JRE POINT」は JR 東日本グループの共通ポイントとしていろいろな駅ビル等のお買物でポイント
がたまり、ご利用エリアも首都圏および近郊から、仙台駅構内（Dila 仙台、おみやげ処せんだい、牛たん通り、す
し通り、ずんだ小径等※一部店舗を除く）を含めた、東北エリアまで拡大しご利用いただけるようになります。

１．JRE ポイントカードは、エスパル各館の各ショップや新規受付カウンターで発行できます！
エスパル仙台、現金等ポイントカード初導入！
JRE POINT 導入後、JRE ポイントカードは、エスパル４館の各ショップや特設の新規受付カウンターで
発行が可能です。
（１）JRE ポイントカードの特徴
・JRE ポイントカードは、JRE POINT が 100 円（税抜）で 1 ポイントが付与されます。
・JRE POINT は、導入された駅ビル等で 1 ポイント＝1 円から使えます！
・JRE POINT の有効期限は２年間です。さらに、カード利用日から２年間延長となります。
・JRE ポイントカードはエスパル４館、および JRE POINT 導入の各駅ビル等でご利用いただけます。
・年会費と入会金は無料で、１２歳以上なら誰でもご入会可能です。
（２）JRE ポイントカードの発行箇所
JRE ポイントカードはエスパル各館のショップ、および特設の新規受付カウンターで発行可能です。
発行したその日からすぐにご利用いただけます。
【新規受付カウンター設置箇所 ※設置期間 2017/2/1～2017/3/12、受付時間 10：00～20：00】
エスパル仙台 ： 東館 2F 東西自由通路、B1F カルディコーヒー前
エスパル福島 ： 5F ネクストホール
エスパル郡山 ： 2F 新星堂横スペース
エスパル山形 ： 4F イベントスクエア
※エスパル各館の新規カウンターの設置場所は変更する場合がございます

（３）エスパル福島/郡山/山形の既存ポイントカードの取扱いについて
現在のエスパル福島/郡山/山形のポイントカード（és カード/SK カード/YS カード）は、2017 年
2 月 15 日をもってサービス終了となります。ただし、2018 年 2 月末までは、ポイント残高の利用（1 ポイ
ント=1 円）のみ可能です。

２．JRE POINT が３倍たまるお得なクレジットカード「エスパルカード」！
特典として、２月末までの入会者全員に JRE POINT2000 ポイントをプレゼント！
エスパル４館で使えるクレジットカード「エスパルカード」なら、エスパル各ショップでのクレジット決済で
JRE POINT が 100 円（税抜）につき３ポイントたまります。2017 年 2 月 28 日までの入会なら、入会特
典として JRE POINT2000 ポイントが付与されます。
エスパル福島/郡山/山形でもエスパルカードが使えるようになります！
※特典の 2000 ポイント付与は、2017 年 2 月 16 日～2 月 28 日にお申込みいただき、2017 年 3 月 31 日までに本カードが発行に
なった方が対象となり、付与する時期は 2017 年 5 月末を予定。

（１）エスパルカードの特徴
・エスパルカードは、エスパル各ショップでのクレジット決済で JRE POINT が 100 円(税抜)につき、
３ポイントが付与されます。
・JRE POINT は、導入された駅ビル等で 1 ポイント＝1 円から使えます！
・エスパルカードはエスパル４館でご利用いただけます。また、JRE POINT を導入した各駅ビル等でも
ご利用いただけますが、他の駅ビル等でのお買上げ時は 100 円(税抜)で１ポイント付与となります。
・年会費は、初年度無料で２年目以降 477 円(税抜)となります。
（２）エスパル各館でのエスパルカードの申込み方法
エスパルカードは、エスパル館内に設置してある「エスパルカード入会申込書」で申込みが可能です。
この申込書のご案内は、特設カウンターやインフォメーション等で行っております。また、エスパル仙
台ではエスパルカードの即日発行が可能です。
※お申込みには本人確認書類が必要です。詳しくはビューカードの HP をご確認ください。

【エスパルカード 特設カウンター （設置期間 2017/2/16～2017/3/12、受付時間 10：00～20：00）】
エスパル仙台 ： 本館 3F 中央エスカレーター脇
※別途、本館２F サービスカウンターでは年間を通して常時受付を行っております。
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エスパル郡山 ： 2F 新星堂横スペース
エスパル山形 ： 4F イベントスクエア
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３．JRE POINT 関連 各種キャンペーンのお知らせ
①エスパルカード新規入会キャンペーン
対象）エスパルカード新規入会のお客様
内容）2017 年 2 月 28 日までに新規入会されたお客様へ JRE POINT2000 ポイントをプレゼント。
期間）2017 年 2 月 16 日（木）～2017 年 2 月 28 日（火）
※特典の 2000 ポイント付与は、2017 年 2 月 16 日～2 月 28 日にお申込みいただき、2017 年 3 月 31 日までに本カードが
発行になった方が対象となり、付与する時期は 2017 年 5 月末を予定。

②JRE ポイント導入記念！ノベルティグッズ プレゼント
対象）JRE ポイントカード(他社発行カード含む)、またはエスパルカード等で 3000 円（税込）以上を
お買上げのお客様
内容）ポイントレシートをインフォメーションへ提示すると、JRE POINT ノベルティグッズをプレゼント！
期間）2017 年 2 年 16 日（木）～なくなり次第終了

③プレミアムフライデー
対象）全 JRE POINT 加盟店
内容）JRE POINT ホームページからエントリーの上、JRE POINT 加盟店で JRE ポイントカード、または、
エスパルカードで 5000 円（税抜）以上お買上げの方全員に JRE POINT500 ポイントをプレゼント！
※500 ポイントは 3 月中旬の付与となり、有効期限が 2017 年 4 月末までの期間限定ポイントとなります
期間）2017 年 2 年 24 日（金）～2017 年 2 月 26 日（日）
④ＰＣやスマートフォンアプリ「JRE POINT アプリ」でお得に JRE POINT をゲット！
対象）ＰＣやスマートフォン「JRE POINT アプリ」で会員登録をされた方
内容）
・PC やスマートフォンアプリ「JRE POINT アプリ」で JRE POINT の会員登録を行うと、JRE POINT
100 ポイントをゲット！「JRE POINT アプリ」は初回ログイン時にさらに 50 ポイント！
・JRE POINT 加盟駅ビルチェックインで JRE POINT ゲット！ 2 月 16 日（木）～3 月 31 日（金）
は通常の３倍！
→2017 年 3 月末まで、エスパル４館の館内で「JRE POINT アプリ」でチェックインの操作をする
と、JRE POINT が３ポイント獲得！ ※通常１ポイントが期間中は 3 倍
期間）通年

４．JRE POINT の概要
・JRE POINT は JR 東日本グループの駅ビル等の共通ポイントとしていろいろな駅ビル等のお買物で
ポイントがたまります。
※対象箇所：エスパル、仙台駅構内（Dila 仙台、おみやげ処せんだい、牛たん通り、すし通り、ずんだ小径等※一部店舗
を除く）、フェザン、アトレ/アトレヴィ、テルミナ、シャポー、グランデュオ、他 ※2017 年 2 月現在

・JRE POINT は、導入された駅ビル等で 1 ポイント＝1 円から使えます！
・ためたポイントやお買物履歴、キャンペーン情報などは、WEB サイト上で会員登録すると、いつでも
確認できます！
・今後、Suica ポイント、ビューサンクスポイントとの共通化により、さらに貯めやすく、使いやすいポイン
トサービスを目指します。

■エスパル仙台 「JRE POINT」導入における現改比較表
項 目

現 在

「JRE POINT」導入後 （2017/2/16～）

カード券面

NEW

※新券面は予定

カード名称
（カード種別）

エスパルカード
（クレジットカード）

エスパルカード
（クレジットカード）

JRE ポイントカード
（現金等ポイントカード）

ポイント名称

エスパルポイント

JRE POINT

JRE POINT

ポイント付与
（税抜 100 円につき）

５ポイント
３ポイント
（エスパルでのクレジット決済時） （エスパルでのクレジット決済時）

1 ポイント

ポイント利用

500 ポイントで
お買物券 500 円分

1 ポイント＝1 円

1 ポイント＝1 円

ポイント有効期限

入会月の翌月から
最大 2 年間

カード利用日から
2 年間（自動延長）

カード利用日から
2 年間（自動延長）

ポイント付与可能な
カード利用範囲

エスパル仙台

エスパル４館
＋対象駅ビル等（※）

エスパル４館
＋対象駅ビル等（※）

年会費

953 円（税抜）

477 円（税抜）
※ただし、初年度無料

無 料

<備考>
・現在のお持ちのエスパルカードは「JRE POINT」導入後もそのまま御利用いただけます。
※JRE ポイント導入後、有効期限を迎えたカード更新時に新デザインのエスパルカードが郵送されます。

・導入時点でのエスパルポイント残高は、同ポイント数のまま、「JRE POINT」残高へ自動移行され
ます。
・エスパル仙台では、初めてのポイントカード導入となります。
・対象駅ビル等（※）
仙台エキナカ、アトレ・アトレヴィ全店、ボックスヒル取手、フェザン、ラスカ、ペリエ、
シャポー船橋/市川/小岩、グランデュオ蒲田/立川 など ※注）対象駅ビルは順次拡大予定
・エスパルカードでのクレジット決済時に付与されているビューサンクスポイントは、2017 年 2 月 16
日以降も付与されます。

■エスパル福島/郡山/山形
項 目

「JRE POINT」導入における現改比較表
現 在

「JRE POINT」導入後 （2017/2/16～）

カード券面

NEW

※新券面は予定

JRE ポイントカード
（現金等ポイントカード）

エスパルカード
（クレジットカード）

JRE POINT

JRE POINT

１ポイント

１ポイント

３ポイント
（エスパルでのクレジット決済時）

ポイント利用

500 ポイントで
お買物券 500 円分

1 ポイント＝1 円

1 ポイント＝1 円

ポイント有効期限

入会月の翌月から
最大 2 年間

カード利用日から
2 年間（自動延長）

カード利用日から
2 年間（自動延長）

ポイント付与可能な
カード利用範囲

各エスパルのみ

エスパル４館
＋対象駅ビル等（※）

エスパル４館
＋対象駅ビル等（※）

年会費

無 料

カード名称
（カード種別）

ポイント名称

ポイント付与
（税抜 100 円につき）

és カード/SK カード/YS カード
（ポイントカード）
és カードポイント/
SK カードポイント/
YS カードポイント

無 料

477 円（税抜）
※ただし、初年度無料

<備考>
・エスパル福島/郡山/山形で・新たにエスパルカード（クレジット）がご利用いただけるようになり、
JRE ポイントが付与されます。
・「JRE POINT」導入後、現在のお持ちのポイントカード（ és カード/SK カード/YS カード）は、
残高ポイントのご利用（1 ポイント＝1 円）が発行したエスパルでのみ可能となり、ショッピング時
のポイント付与はできなくなります。
・対象駅ビル等（※）
仙台エキナカ、アトレ・アトレヴィ全店、ボックスヒル取手、フェザン、ラスカ、ペリエ、
シャポー船橋/市川/小岩、グランデュオ蒲田/立川 など ※注）対象駅ビルは順次拡大予定
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