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平成２３年１０月４日 

 

近鉄グループ８２社、１，０２３店舗・施設が参加 

１１月１６日（水） 近鉄グループ共通ポイントサービス開始 

～近鉄百貨店では、年間のお買い上げ額に応じ 大１０％のポイントを付与～ 
 

近鉄と近鉄グループ各社では、１１月１６日（水）より、「ＫＩＰＳクレジットカード」をご利

用いただくと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」を開始します。近鉄グループ８２社１，０２３の店舗・施設が参加し、鉄道ＩＣ乗車、

百貨店、ストア、ホテルなど幅広いシーンで「ＫＩＰＳポイント」をためたり、たまったポイン

トをご利用いただけます。（※なお、近鉄グループ以外でご利用の場合も、現在のクレジットポイ

ントに替わりＫＩＰＳポイントがたまります。） 

 

このうち近鉄百貨店では、ＫＩＰＳクレジットカードでのお支払いまたはご提示で、商品購入

代金１００円（税抜）につき１～５ポイントのＫＩＰＳポイントを即時に付与するほか、年間の

お買い上げ額に応じて翌年の普通商品のポイント付与率がアップします。近鉄百貨店で年間５０

万円以上お買い上げいただくと、翌年は１０％のポイントが付与される、買えば買うほどお得な

サービスです。 

 

また、本サービス開始に先立ち、１０月６日（木）からＫＩＰＳクレジットカードの新規ご入

会申込み受付をスタートします。ご入会特典として、期間中ご入会いただいた方にもれなくＫＩ

ＰＳポイント１，０００ポイントを進呈します。また、近鉄百貨店、近鉄主要駅の特設カウンタ

ーで新規ご入会いただいた方先着２５，０００名様にはＫＩＰＳ特製オリジナル「ブランケット」

をプレゼントします。 

 

さらに、１１月１６日（水）からは、平成２４年２月１５日（水）までの間に近鉄グループ各

社でＫＩＰＳクレジットカードを総額１万円以上ご利用いただいた方の中から抽選で、合計１，

３０１名様に総額３１０万ポイントをプレゼントする「ＫＩＰＳポイントサービス スタートキ

ャンペーン」を実施します。 

本サービスならびに新規ご入会の申込み受付、キャンペーンの詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＩＰＳクレジットカード 新デザイン 
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１．近鉄グループ共通ポイントサービス 

（１）カ ー ド 名 称  近鉄グループカード「ＫＩＰＳクレジットカード」 

（２）ポ イ ン ト 名 称  「ＫＩＰＳポイント」 

（３）サービス開始日  平成２３年１１月１６日（水） 

（４）参 加 会 社  ８２社 １，０２３店舗・施設 

             ポイント付与・利用 ６１社  ７０６店舗・施設 

             ポイント付与のみ   ７社  １２４店舗・施設 

             ポイント利用のみ  １４社  １９３店舗・施設 

※このほか、割引等のみの特典 8６店舗、施設 

 （５）サービスの特徴  本リリース資料４ページ目「参考」をご参照ください。 

 

２．近鉄百貨店のポイント付与 

（１）ポイントの付与  ＫＩＰＳクレジットカードのクレジット払いまたはカードを提示し

た現金払いで、１００円(税抜)につき１～５ポイントのＫＩＰＳポ

イントを即時に付与します。（一部除外品があります。） 

（２）ポイント付与率  お買い上げ額１００円(税抜)につき 

              普通商品：５ポイント 

              特価品：３ポイント 

              食品・レストラン：１ポイント 

              （※一部付与率の異なる商品がございます。） 

（３）年間お買い上げ額に応じて翌年のポイント付与率がアップ 

近鉄百貨店での年間お買い上げ額に応じて、翌年の普通商品のポイント付与率がアップ

し、 大１０％のポイントが付与されます。 

 

年間お買い上げ額 ポイント付与率（１００円につき） 

３０万円未満 ５ポイント 

３０万円以上～５０万円未満 ８ポイント 

５０万円以上 １０ポイント 

    ※特価品および食品・レストランは、ポイント付与率アップの対象になりません。（普通

商品の中にも一部対象外となる商品がございます。） 

   ※ポイントサービス導入に伴い、現在の割引（５％）は終了します。 

 

３．新規ご入会の申込み受付 

 （１）ＫＩＰＳクレジットカードの新規ご入会申込み受付 

１０月６日（木）から近鉄の駅に申込書を設置し、近鉄百貨店全店ではＫＩＰＳクレ

ジットカードの新規ご入会申込み受付を開始します。 

また１１月１日（火）から近鉄主要駅（大阪阿部野橋駅、大阪上本町駅、大阪難波駅、

大和西大寺駅、近鉄四日市駅）でも特設カウンターにてポイントサービス案内の配布、

入会受付を実施します。 

 

①受付期間（計７６日間） 

   １０月６日(木)～１２月２０日(火) 

②受付場所 

   １０月６日(木)～１２月２０日(火)  近鉄百貨店全店 

   １１月１日(火)～１２月２０日(火)  大阪阿部野橋駅 特設カウンター 

   １１月１日(火)～１１月２１日(月)  大阪上本町駅 特設カウンター 

   １１月８日(火)～１１月２１日(月)  大阪難波駅 特設カウンター 

   １１月８日(火)～１１月２１日(月)  大和西大寺駅 特設カウンター 

別 紙 
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１１月８日(火)～１１月２１日(月)  近鉄四日市駅 特設カウンター 

   ③新規ご入会特典 

（a）期間中に新規ご入会いただいた方に、もれなくＫＩＰＳポイント１，０００ポイン

トを進呈します。 

※郵送でお申込の場合は、１２月２０日（火）までの消印有効です。 

※三菱東京ＵＦＪ銀行との提携カード、百五銀行との提携カードはポイント進

呈の対象外となります。 

（b）近鉄百貨店、近鉄主要駅の特設カウンターで新規ご入会いただいた方先着２５，０

００名様に、ＫＩＰＳ特製オリジナル「ブランケット」をプレゼントします。 

④その他 

１１月１６日（水）から近鉄百貨店の受付カウンターでは、ご希望の方にＫＩＰＳク

レジットカードがお手元に届くまでの間、近鉄百貨店のみでポイントをためられる「近

鉄百貨店 ＫＩＰＳ仮カード」を即時発行します。 

 

 （２）ＫＩＰＳポイントサービス スタートキャンペーン 

   平成２３年１１月１６日（水）から平成２４年２月１５日（水）までの間に近鉄グルー

プ各社でＫＩＰＳクレジットカードを総額１万円以上ご利用いただいた方の中から抽選で

合計１，３０１名様に総額３１０万ポイントのＫＩＰＳポイントをプレゼントします。 

 

①キャンペーン期間（計９２日間） 

   平成２３年１１月１６日（水）～平成２４年 2 月 15 日（水） 

②キャンペーン内容 

（a）期間中、近鉄グループ各社でＫＩＰＳクレジットカードを 1 万円以上ご利用いただ

いた方の中から抽選で３０１名様にＫＩＰＳポイント(総額２１０万円相当)をプレ

ゼントします。 

 

ＫＩＰＳポイント 10 万ポイント     1 名様 

ＫＩＰＳポイント  1 万ポイント   1００名様  

ＫＩＰＳポイント  ５千ポイント   ２００名様 

       

（b）１万円以上ご利用いただいた方のうち、期間中、ＫＩＰＳ Ｗｅｂサービス※に登録

された方の中から抽選で、ＫＩＰＳポイント１，０００ポイントを 1,000 名様(総

額 100 万円相当)にプレゼントします。※自動エントリーのため参加登録は不要 

 

 ＫＩＰＳポイント  １千ポイント １，０００名様 

 

４．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。 

     ※１０月３０日（日）までは土、日、祝も対応します。 

以 上 
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【近鉄グループ共通ポイントサービスの特徴】 

１．KIPS ポイントの付与について 

（１）近鉄百貨店 

    本リリース資料２ページ目 ２．近鉄百貨店のポイント付与をご参照ください。 

（２）近商ストア 

お買い上げ額２００円（税抜）ごとに１ポイント（０．５％）の KIPS ポイントがたま

ります。（※一部除外品があります。） 

⇒ポイントサービス導入に伴い、現在の割引（５％）は終了します。 

（３）近鉄グループのホテル、レストラン等 

現在の KIPS 割引特典（5～20％）に加えて基本的にご利用額割引後１００円（税抜）

ごとに１ポイント（１％）の KIPS ポイントがたまります。 

（４）鉄道乗車 

KIPS PiTaPa カードでの近鉄乗車で、２１０円（税込）ごとに１ポイントの KIPS ポイ

ントがたまります。 

⇒現在の「きっぴぃポイント」（KIPS PiTaPa カードでの近鉄乗車で、２００円（税込）

ごとに 1 ポイント）は KIPS ポイントに変更になります。 

（５）近鉄グループ以外 

近鉄グループ以外で KIPS クレジットカードをご利用の場合、現在のクレジットポイン

トに替わり KIPS ポイント（基本２１０円（税込）ごとに１ポイント（０．５％））がたま

ります。（※） 

※平成 23 年 11 月時点でたまっているクレジットカード各社のクレジットポイントについては、 

KIPS カードホームページでご案内する予定です。三菱東京 UFJ 銀行、百五銀行との提携カー

ドは引き続き従来の銀行ポイントがたまります。 

 

２．ＫＩＰＳポイントのご利用について 

（１）お支払時に直接ご利用 

・ご利用いただける施設  近鉄百貨店、近商ストア各店舗 

・ご利用方法       1 ポイント＝１円単位でご利用いただけます。 

（２）クーポン券に引き換えてご利用 

・ご利用いただける施設  近鉄グループのほとんどの施設でご利用いただけます。 

・ご利用方法       500 ポイント単位で５00 円相当のクーポン券を発行 

・クーポン発券機設置場所 近鉄駅営業所（１１ヶ所） 

               大阪難波駅、大阪上本町駅、大和西大寺駅、京都駅、名張

駅、大阪阿部野橋駅、橿原神宮前駅、近鉄名古屋駅、近鉄

四日市駅、津駅、宇治山田駅 

近鉄百貨店（３店舗） 

               阿倍野店、上本町店、奈良店 

（３）他のサービスポイントに交換してご利用 

・交換先         近鉄特急 net ポイント 

近鉄百貨店インターネットショップでのポイント 

ＪＭＢマイル（JMB KIPS クレジットカードのみ） 

 

３．その他 

（１）近鉄グループ共通ポイント参加企業（グループ８２社）について 

添付資料１をご参照ください。 

（２）ＩＣＯＣＡ一体型のＫＩＰＳＩＣＯＣＡカードの発行について（平成２４年秋予定） 

添付資料２をご参照ください。 

参 考 



近鉄グループ共通ポイント参加会社一覧表
添付資料１

業種 会社名 場所（施設） 商品 業種 会社名 場所（施設） 商品

駅 IC乗車利用、定期券 宿泊、飲食

駅営業所 旅行商品 宴会、ウェディング

KITTO、timo、CHELIK 婦人雑貨 パルケエスパーニャ

成城石井 食料品 伊勢志摩温泉　志摩スペイン村　ひまわりの湯

ﾁｬｵﾌﾟﾚｯｿ 食料品 チケット代（チケットカウンター）

2 伊賀鉄道 駅（上野市駅のみ） 近鉄との連絡定期券 チケット代（オンラインチケット）

3 養老鉄道 駅 定期券、回数券 宿泊商品

4 近鉄バス 営業所、上本町ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ 定期券、高速バス乗車券 ウェディング

案内所、営業所 定期券 57 花吉野ゴルフ場 花吉野カンツリー倶楽部 プレー料金、飲食代

旅行センター 旅行商品 伊賀ゴルフコース プレー料金、飲食代

自動車教習所 教習料金 桔梗が丘ゴルフコース プレー料金、飲食代

ｻﾝﾏﾙｸ、ひな野、三条坊 飲食 近鉄賢島カンツリークラブ プレー料金、飲食代

6 三重交通 主要出札所窓口 定期券・バスカード 近鉄浜島カンツリークラブ プレー料金、飲食代

7 防長交通 営業所 バスカード、貸切運賃 60 飛鳥ゴルフ 飛鳥カンツリー倶楽部

8 防長観光バス 営業所 貸切運賃 61 松阪カントリークラブ 松阪カントリークラブ

9 近鉄タクシー タクシー料金 62 三重カンツリークラブ 三重カンツリークラブ

10 奈良近鉄タクシー タクシー料金 大和路、贔屓屋、三笠 飲食

11 竜田タクシー タクシー料金 つくし、大和路外販センター 飲食

12 三重近鉄タクシー タクシー料金 名阪ドライブイン関 飲食

13 三交タクシー タクシー料金 名阪ドライブイン上野 飲食

14 名古屋近鉄タクシー タクシー料金 賃貸事業部 賃貸管理業務

15 近鉄東美タクシー タクシー料金、整備料金 インテリア販売会 インテリア商品

16 岐阜近鉄タクシー タクシー料金 四日市自動車学校 教習料金

17 石川近鉄タクシー タクシー料金 名四自動車学校 教習料金

18 広島近鉄タクシー タクシー料金 67 近鉄百貨店 各店 普通商品、食品、特価品等

19 周南近鉄タクシー タクシー料金 68 近商ストア 各店 普通商品、食品、特価品等

20 萩近鉄タクシー タクシー料金 若草書店 書籍

21 愛媛近鉄タクシー タクシー料金 柿の葉ずし 食品

22 北交大和タクシー タクシー料金 百楽

23 奈交宇陀タクシー タクシー料金 四川

24 三都交通 タクシー料金 月日亭　等

25 吉野近鉄タクシー タクシー料金 71 ビッグウィル 各店 ＤＶＤ、ＣＤ、書籍

物流 26 近畿配送サービス 配送料金 各店 新車、中古車

27 志摩マリンレジャー 乗船料金 各店 修理、部品

28 国道九四フェリー 乗船料金 73 奈交自動車整備 各工場、販売事業部 整備料金、部品・用品

29 御在所ロープウェイ 乗車券 74 三重いすゞ自動車 各営業所、各支店 整備料金等

30 別府ロープウェイ ロープウェイ運賃 75 防長産業 フルＳＳ ガソリン代等

31 新若草山自動車道 通行料金 76 協和自動車整備工場 整備料金等

伊勢志摩スカイライン 通行料金 新築ﾏﾝｼｮﾝ、分譲・注文住宅

ドライブイン鳥羽 食品 仲介

朝熊山頂売店 飲食、土産 リフォーム

33 近畿ニッポンレンタカー 営業所 レンタカー基本料金 新築、分譲

34 三交旅行 旅行センター 旅行商品 仲介

35 名阪近鉄旅行 旅行センター 旅行商品 リフォーム

36 近畿日本ツーリスト 各店舗・ＷＥＢ（予定） 旅行商品 79 三交イン ホテル 宿泊費

37 近畿日本ツーリスト九州 各店舗・ＷＥＢ（予定） 旅行商品 建設 80 近鉄造園土木 カトレヤ 花卉（かき）

38 近畿日本ツーリスト北海道 各店舗・ＷＥＢ（予定） 旅行商品 81 近鉄ケーブルネットワーク 加入時初期費用、変更費用、月額利用料等

39 クラブツーリズム 各店舗・ＷＥＢ（予定） 旅行商品 82 近鉄スマイルサプライ 特定福祉用具、住宅改修工事等

40 ＫＮＴツーリスト 旅行商品

41 ユナイテッドツアーズ 旅行商品 ※１．上記施設によってはポイント付与の条件がクレジット決済のみ、現金決済のみとなる施設がございます。

42 防長トラベル 旅行商品 ※２．上記施設によってはポイント制度対象外となる店舗、商品、サービス等があります。

43 近鉄ホテルシステムズ ホテル 客室・食堂、宴会・婚礼

44 奈良ホテル ホテル 宿泊、飲食

45 箱根高原ホテル 宿泊、飲食

46 奥日光高原ホテル 宿泊、飲食

47 金剛葛城観光開発 葛城高原ロッジ 宿泊

青蓮寺レークホテル 宿泊、飲食

奈良万葉若草の宿　三笠 宿泊、飲食

百楽荘 宿泊、飲食

あやめ館 宿泊、飲食

月日亭 宿泊、飲食

橿原観光ホテル 宿泊、飲食、ウェディング

49 賢島宝生苑 宿泊、ウェディング

50 鳥羽シーサイドホテル 宿泊、飲食、ウェディング

51 湯田温泉 ホテル松政 宿泊、食事、飲料、土産品、ウェディング

52 萩観光ホテル 宿泊、飲食

鉄
道

1 近畿日本鉄道

遊
園
地
・
ゴ
ル
フ
場
等

53 近鉄レジャーサービス ホテル志摩スペイン村

54 志摩スペイン村

55 きんえい アポロシネマ８

56 近鉄ゴルフアンドリゾート プライムリゾート賢島

バ
ス

5 奈良交通 58 伊賀桔梗ゴルフ場

59 賢島浜島ゴルフ場

タ
ク
シ

ー

飲
食

63 奈交フーズ

64 三交興業

サ

ー
ビ
ス

65 近鉄住宅管理

66 三交ドライビングスクール

飲食

自
動
車
販
売

・
整
備

72 シュテルン箕面

流
通

69 奈交サービス

70 近鉄リテールサービス

海
運
ロ

ー
プ

ウ

ェ
イ

自
動
車
道
・

レ
ン
タ
カ

ー

32 三重県観光開発

不
動
産

77 近鉄不動産

78 三交不動産

旅
行

情
報
通

信
・
介
護

ホ
テ
ル
・
旅
館

48 近鉄旅館システムズ



平成２３年１１月１６日（水）、近鉄グループ共通ポイントサービスが誕生します。
平成２４年秋（予定）には、誰でも持てる交通カードとオトクなポイントカードが１枚に。

グループ全体でのサービス強化

グループ共通ポイント

サービスの導入

鉄道事業

ＩＣカード化の推進

カード事業

グループカードの

サービス充実

＋

誰でも持てる

利便性向上

ICOCAおよび
ICOCA定期の発行

平成23年11月16日

平成24年秋（予定）

本サービスの主な特徴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。

ポイントカードの種類

＋
JW301 3071 1070 0000

⇒ＰｉＴａＰａつき (ポストペイ)

クレジットカード KIPS PiTaPa カード

（定期券付の場合）

表 裏

⇒ＩＣＯＣＡつき (プリペイド)

「KIPSクレジットカード」 「KIPSベーシックカード」（仮称）

「KIPSクレジットカード＋KIPS PiTaPaカード」
「KIPS ICOCAカード」

添付資料２

現金決済クレジット決済または現金決済ポイント付与

平成2４年秋（予定）平成２３年１１月１６日開始時期

あ
り

な
し

誰でも持てる与信が必要特徴

クレジットあり

交
通
乗
車
機
能

クレジットなし
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