平成２４年１０月１１日
KIPS カードと ICOCA カードが一枚に！

１２月１日（土）「KIPS ICOCA カード」発行開始
～「KIPS ポイントカード」は平成 25 年 1 月 25 日（金）から発行開始～
近鉄と近鉄グループ各社では、平成 23 年１１月１６日（水）より、近鉄グループ共通ポイン
ト「KIPS ポイント」がたまる「近鉄グループ共通ポイントサービス」を導入しています。
このたび、従来より発行しているクレジット機能付きの「KIPSクレジットカード」等に加え、
クレジット機能なしでどなたでもお持ちいただける「KIPS ICOCAカード」と「KIPSポイントカ
ード」につき、発行開始日を決定しましたのでお知らせします。
１．「KIPS ICOCA カード」
発行開始日：平成２４年１２月１日（土）
２．「KIPS ポイントカード」
発行開始日：平成２５年１月２５日（金）
※今回発行するポイントカード
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「KIPS ポイントカード」
「KIPS ICOCA カード」およびこれらのカード発行に伴う「近鉄グル
ープ共通ポイントサービス」の内容および詳細は別紙のとおりです。
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１．「近鉄グループ共通ポイントサービス」新規発行カードについて
（１）「KIPS ICOCA カード」
①発行開始日
平成２４年１２月１日（土）から
②発売金額
２，０００円（カード預り金５００円＋チャージ残額１，５００円）
※KIPS ICOCA カードに定期券を搭載する場合は、２，０００
円プラス定期運賃での発売となります。
③主な発行場所
近鉄駅の定期券発売窓口、主な駅営業所
④本カードだけの特典 ・
「KIPS ICOCA カード」で近鉄線利用により KIPS ポイント（税
抜き２００円毎に 1 ポイント）が付与されます。
・ICOCA 定期券としてご利用の場合は、近鉄線の税抜き定期運賃
２００円毎に１ポイントの KIPS ポイントが付与されます。
（２）「KIPS ポイントカード」
①発行開始日
平成２５年１月２５日（金）から
②発行手数料
１００円
※キャンペーン期間中は１００ポイントが付与されます。
（５．「KIPS ポイントカード」入会キャンペーン参照）
③年会費
無料
④主な発行場所
近鉄百貨店、近商ストアなど近鉄グループの店舗
※駅では発行しません。
２．「近鉄グループ共通ポイントサービス」の主な内容
（１）特典
ポイント付与
百貨店
グループ会社
「KIPS ICOCA カード」
100 円で 1 ポイント
（食品・レストランは
「KIPS ポイントカード」
200 円で 1 ポイント）
「KIPS クレジットカード」 100 円につき
基本 100 円
普通商品：5 ポイント
または
200 円
特 価 品：３ポイント
で１ポイント
食品・レストラン：１ポイント
※百貨店での年間お買
上額に応じて、翌年のポ
イント率がアップする
サービスあり。
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※一部ポイント付与除外の店舗・売場・商品・サービス等があります。
（２）ポイントの付与・利用について
近鉄百貨店、近商ストアに加え、近鉄ホテルシステムズ、近鉄ゴルフアンドリゾート、
きんえい、成城石井（KIPS サービスガイド記載の店舗に限る）、奈交フーズ、奈交自動車
整備で即時にポイントがたまり、次のお買物からその場でポイントをご利用いただけるよ
うになります。
（３）ポイント交換のサービス拡大
KIPS Web サービスにご登録いただくと、たまった KIPS ポイントをグループ商品（各
社指定）と交換していただけるサービスを開始します。
（参加会社）近鉄百貨店、近鉄ホテルシステムズ、奈良交通、奈交サービス、奈交フーズ、
奈良近鉄タクシー、近鉄不動産、きんえい、近鉄ゴルフアンドリゾート

（４）ポイントおまとめサービス
「KIPS クレジットカード」をお持ちの方が、クレジットカードと同じ名義の「KIPS
ICOCA カード」および「KIPS ポイントカード」をお持ちの場合に、それぞれのカード
にたまった KIPS ポイントをひとつにおまとめするサービスを開始します。おまとめし
た後のポイントは、どの KIPS カードでもご利用いただくことができます。
※KIPS Web サービスへの登録が必要となります。
（５）KIPS ポイント加盟店の追加
・平成 24 年 2 月から新歌舞伎座にて KIPS クーポンをご利用いただけるようになりま
した。
※KIPS クーポン以外での KIPS ポイントの利用はできません。
・平成 24 年９月からアートコーポレーションで引越された方に KIPS ポイントを付与
しています。
※KIPS ポイントおよび KIPS クーポンの利用はできません。
３．KINSHO・Harves カード（現金専用）からの切り替え
・近商ストアでは、平成 24 年 12 月下旬から KINSHO・Harves カード（現金専用）の新
規発行を取りやめます。
・平成 25 年 1 月 4 日から近商ストアの全店舗で既存の KINSHO・Harves カード（現金
専用）を KIPS ポイントカードに切り替えます。
（切り替え費用は無料）
・切り替えに伴い、KINSHO・Harves カード（現金専用）にたまっているポイントは自動
的に「KIPS ポイントカード」に KIPS ポイントとして引き継ぎます。
４．KIPS Web サービス登録キャンペーン
「KIPS ICOCA カード」
、
「KIPS ポイントカード」の発行に先立ち、平成 2４年１１月
１日から平成 25 年 5 月 31 日までの間、KIPS Web サービスにご登録いただくと KIPS
ポイント５0 ポイントを進呈する「KIPS Web サービス登録キャンペーン」を実施します。
５．「KIPS ポイントカード」入会キャンペーンについて
平成 25 年 1 月 25 日から 5 月 31 日まで、「KIPS ポイントカード」入会キャンペ
ーンとして、KIPS ポイント１００ポイントをもれなく進呈します。
※発行手数料１００円が必要となります。
※進呈時期は、お客様情報が登録された時点とします
６．お客様お問い合わせ先
KIPS コールセンター
０５７０－０２０－３８３（営業時間１０：００～１８：００）
※土・日・祝日、年末年始は休ませていただきます。
※この電話は大阪に着信し、通話料はお客様負担となります。
(参考)「KIPS ICOCA カード」、「KIPS ポイントカード」のデザイン
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本サービスの主な特徴
① 近鉄、近鉄百貨店や近商ストアなど、近鉄グループ主要各社のカードを統合。１枚の統一カードで、近鉄グループ共通のポイントがたま
ります。たまったポイントは、近鉄グループ各社の施設でご利用いただけます。（百貨店、ストアでは１ポイントから利用できます。）
② ＩＣＯＣＡ一体型ポイントカードで、あらゆるお客様に交通カードの利便性とポイントカードのメリットをご提供。

