平成 20 年 2 月 1 日
株式会社三菱東京 UFJ 銀行
近畿日本鉄道株式会社

三菱東京 UFJ 銀行と近畿日本鉄道との提携カードの取り扱い開始について

くろやなぎ

の ぶ お

こばやし

て つ や

株式会社三菱東京 UFJ 銀行（頭取 畔 柳 信雄）と近畿日本鉄道株式会社（取締役社長 小林 哲也）
は、三菱東京 UFJ 銀行が発行するキャッシュカード・クレジットカードと、近畿日本鉄道の
「KIPS カード」・「KIPS PiTaPa カード」の機能を連携させた提携カード「IC クレジットカード KIPS
『三菱東京 UFJ-VISA』」
（以下「本商品」、詳細別紙 1、2）の取り扱いを平成 20 年 2 月 4 日より開始し
ます。
本商品は、三菱東京 UFJ 銀行として初めて関西の鉄道会社と、近畿日本鉄道としては初めて銀行と
提携して発行するカードであり、両社の提供する様々なサービスを受けることが可能となるカードと
なります。
今般取り扱いを開始する本商品には、お引落口座のキャッシュカードで三菱東京 UFJ 銀行の ATM を
ご利用された場合の時間外手数料が無料になるなど、銀行取引において様々な優遇サービスを受ける
ことができる従来の IC クレジットカードの特典が付与されています（お引落口座によって優遇内容が
異なります）。加えて、交通利用シーンにおいても、本商品の子カードとして発行できる交通
IC カード「KIPS PiTaPa カード」のご利用代金の決済が可能となるなど、大変便利な機能を持つカード
となる他、近鉄グループの多彩な割引特典を受けることができます。また、本商品のご利用で貯まる
「三菱東京 UFJ ポイント」を、近鉄特急 net ポイントや近鉄百貨店商品券に交換することができる
「きっぴぃポイント」へ移行することが可能となることから、日頃近鉄グループをご利用されるお客
さまだけでなく、三菱東京 UFJ 銀行をご利用されるお客さまにも、近鉄グループの魅力をお伝えし、
サービスを提供できるカードとなります。
さらに、今回の提携カード発行を記念して抽選でディナー付ホテル宿泊券などをプレゼントする
「とっておきプレゼントキャンペーン」（詳細別紙 3）を実施いたします。
三菱東京 UFJ 銀行と近畿日本鉄道は、今後さらに、カード事業にとどまらない提携の可能性につい
ても協力して検討を進めてまいります。
以

上

別紙 1
＜ご参考＞
「IC クレジットカード KIPS『三菱東京 UFJ-VISA』」商品内容
（平成 20 年 2 月 4 日の取り扱い開始時点）

項

目

発行者
発行カード種類

内

容

株式会社三菱東京 UFJ 銀行、近畿日本鉄道株式会社
・IC クレジットカード KIPS「三菱東京 UFJ-VISA ゴールド」
・IC クレジットカード KIPS「三菱東京 UFJ-VISA」

国際ブランド

VISA

搭載機能

クレジットカード機能、KIPS 特典機能※1

有効期限

5年

ご利用限度額

株式会社三菱東京 UFJ 銀行にて定めるものとします
・IC クレジットカード KIPS「三菱東京 UFJ-VISA ゴールド」

年会費

：10,500 円（税込）（各種優遇制度あり）
・IC クレジットカード KIPS「三菱東京 UFJ-VISA」
：無料

お申込み

・三菱東京 UFJ 銀行店頭
・メールオーダー（銀行店頭・近鉄主要駅構内に設置）
・全世界の VISA 加盟店で、ショッピングにご利用になれます

主なご利用場所

・三菱東京 UFJ 銀行の ATM 等で、キャッシングにご利用になれます
・近畿日本鉄道グループ各社の店舗、施設でご利用になれます
・家族カード

付帯可能子カード

・KIPS PiTaPa カード※2
・ETC カード
・VISA Touch（ビザ・タッチ）（2/18 以降での対応予定）
・お引落口座のキャッシュカードで三菱東京 UFJ 銀行の ATM 時間外手数料
が無料※3

その他

・本カードで近畿日本鉄道の定期券を購入できます
・近畿日本鉄道グループ各社の店舗、施設での割引特典を受けられます
・お申し込みに際しては所定の審査がございます
・ご利用限度額は、お申し込み時の審査結果により決定させていただきます

※1

近畿日本鉄道及び近畿日本鉄道のグループ会社が提供するサービス、特典を受ける機能

株式会社三菱東京 UFJ 銀行、近畿日本鉄道株式会社、株式会社スルッと KANSAI が提携して発行する交通 IC
カードです
※3 お引落口座がスーパー普通預金、またはオールワン普通預金の場合

※2

別紙 2

デザイン
・IC クレジットカード KIPS「三菱東京 UFJ-VISA ゴールド」

・IC クレジットカード KIPS「三菱東京 UFJ-VISA」

・ KIPS PiTaPa カード

別紙 3
三菱東京 UFJ 銀行と近鉄グループからの「とっておきプレゼントキャンペーン」の概要
1．キャンペーン期間
平成 20 年 2 月 4 日（月）～5 月 31 日（土）
2．応募条件
キャンペーン期間中に IC クレジットカード KIPS｢三菱東京 UFJ－VISA｣にご入会のうえ、平成
20 年 7 月 15 日（火）までにクレジットカードによるショッピングで 10,000 円以上ご利用いただ
いた方
※本キャンペーンは自動エントリー制のため、応募は不要です。
※キャッシング利用分、手数料、年会費等はご利用金額に含まれません。
3．賞品
特賞

シェラトン都ホテル大阪ディナー付宿泊券
（シェラトン都ホテル大阪

プレミアムシェラトンスイート）

奈良ホテルディナー付宿泊券
（奈良ホテル

ペア 1 組

ペア 1 組

デラックスツイン A（本館））

A賞

近畿日本ツーリスト旅行券

5 万円分

B賞

伊勢・鳥羽・志摩スーパーパスポート″まわりゃんせ″ ペア 10 組

C賞

近鉄観光お食事券

D賞

KIPS ギフトカード 1 千円分

5 千円分

5 名様

30 名様
1,000 名様

さらにゴールドカードご入会の方限定のゴールド賞をご用意しています。
ゴールド賞

志摩観光ホテルディナー付宿泊券
（志摩観光ホテル

ペア 1 組

アンバサダースイート）

ウェスティン都ホテル京都ディナー付宿泊券
（ウェスティン都ホテル京都

ペア 1 組

ラグジュアリースイート）

４．IC クレジットカード KIPS｢三菱東京 UFJ－VISA｣のお申し込み
三菱東京 UFJ 銀行の店頭またはメールオーダーでお申し込みください。
以上

