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2014 年 1 月 14 日
三井不動産株式会社
株式会社クレディセゾン

－三井不動産グループ ３２施設のポイント・サービスを共通化－
新・三井ショッピングパークカード《セゾン》発行開始
三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菰田 正信、カード運営：三井不動産
商業マネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：安藤 正））は、株式会社クレディ
セゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：林野 宏）と提携し発行する「三井ショッピング
パークカード《セゾン》」をリニューアルし、全国の三井不動産グループ運営の 32 施設でポイント
プログラム・サービスを共通化し、優待特典の提供を 3 月 14 日（金）より開始し、ポイント対象施設
の大幅な拡大と、各種特典・サービスの共通化を通じて、お客様への利便性とサービス向上を実現
します。なお、それに先立ち 2 月 7 日（金）より新たなカードフェイスデザインでの会員募集を順次
開始いたします。
＜トピックス＞

■

全国の三井不動産グループ運営商業施設でポイントプログラム・サービスを共通化


「ららぽーと」でも「三井アウトレットパーク」でも、一枚でポイントが貯まる・
使える



「コレド日本橋・コレド室町」など日本橋エリアの都心商業施設 5 施設より
新たにサービス提供開始
⇒ これにより、「三井ショッピングパーク」
「三井アウトレットパーク」のほか、
「ラゾーナ川崎プラザ」「ダイバーシティ東京 プラザ」なども含め、サービス
対象施設が全国 32 施設に拡大（2014 年 3 月末時点）

■

貯めたポイントは、全対象施設内でご利用可能（500Ｐ＝500 円分）

■

カードフェイスデザインを刷新

新カードは、2014 年度末までに 36 万枚のカード発行を目指しており、既に発行しております提携
カードと併せて、カード会員数 150 万名超を想定しています。今後も、三井不動産グループの運営
する商業施設各業態が持つそれぞれのブランド力と、クレディセゾンの流通・小売業との提携カード
発行におけるノウハウといった互いの特長を活かすことで、カード会員の利便性と満足度向上につな
がるサービスを拡充し、三井不動産グループ商業施設での相互送客とカード利用を推進していきます。

■

全国の三井不動産グループ運営商業施設でポイントプログラム・サービスを共通化


「ららぽーと」でも「三井アウトレットパーク」でも、一枚でポイントが貯まる・使える
三社はこれまでも、「ららぽーと」に代表される「三井ショッピングパーク」および「三井
アウトレットパーク」において、それぞれサービス内容が異なるクレジットカードを提携して
発行してきましたが、今回の新カード発行により共通のポイントプログラム・優待特典を
ご利用いただけるようになります。



「コレド日本橋・コレド室町」などの都心商業施設でも新たにサービス提供開始
これまでは、
「ららぽーと」
「三井アウトレットパーク」といった郊外型ショッピングセンター
においてのみサービスを提供してきましたが、「コレド日本橋・コレド室町・日本橋三井タワー」
、
3 月 20 日にオープンする「コレド室町 2・コレド室町 3」の日本橋エリアの都心商業施設
5 施設よりポイントプログラム・優待特典の提供を新たに開始します。これに伴い、全対象
施設で「新・三井ショッピングパークカード《セゾン》」を募集いたします。
また、「三井ショッピングパーク」「三井アウトレットパーク」および都心商業施設以外にも、
「ラゾーナ川崎プラザ」「ダイバーシティ東京 プラザ」などを合わせ、サービス対象施設が
全国 32 施設に拡大します。三井不動産は、首都圏を中心に関西圏・中部圏でも新たな商業
施設の開発を計画しており、対象施設は今後さらに拡大していきます。

■

貯めたポイントは、全対象施設内でご利用可能
貯まったポイントは 500 ポイントを 500 円分と換算し、500 ポイントごとに対象施設内での
お買い物にご利用いただけます。
これにより、「コレド日本橋のランチで貯まったポイントを使って、三井アウトレットパークでショッピング」
といったことが可能となります。

■

カードフェイスデザインを刷新
「このカードを利用されるすべてのお客様は“スペシャル”なお客様である」をコンセプトに、他のカードには
ない“スペシャル”感を醸成する「シャンパンゴールド」をキーカラーに選択しました。コン
テンポラリーな洗練感と極力要素を抑えたミニマルなデザインに仕上げ、長くお客様に愛して
いただけることを目指しています。

カード別

機能比較表
三井ショッピングパークカード
≪セゾン≫

ラゾーナ川崎プラザカード
≪セゾン≫

三井アウトレットパークカード

新・三井ショッピングパークカード
<<セゾン>>

発行開始年月

2009年5月

2009年12月

2000年3月

2014年3月

有効会員数
※2013年3月末日現在

約340千名

約46千名

約615千名

－

発行施設

全国の三井ショッピングパーク
（MSP）施設 全12施設
※ダイバーシティ東京 プラザ含む
※一部対象外施設あり

ラゾーナ川崎プラザ

全国の三井アウトレットパーク
（MOP）施設 全12施設

全32施設（2014年3月末時点）
※別紙参照

ブランド

AMEX/Visa/MasterCard/JCB

AMEX/Visa

AMEX/Visa/MasterCard/JCB

AMEX/Visa/MasterCard/JCB

無料

無料

無料

年会費

無料

※三井ショッピングパークカード≪セゾン≫プレミア・
アメリカン・エキスプレス®・カードのみ3,000円（税抜）

※ラゾーナ川崎プラザカード≪セゾン≫プレミア・
アメリカン・エキスプレス®・カードのみ3,000円（税抜）

※三井アウトレットパークカード アメリカン・
エキスプレス®・カードのみ3,000円（税抜）

※三井ショッピングパークカード≪セゾン≫プレミア・アメリカン・
エキスプレス®・カードのみ3,000円（税抜）

－

MOPプラスメンバー
施設内外年間30万円以上の利用で
翌年度MOPポイント2倍、など

MSPスペシャルメンバー（※別紙参照）
クレジット買上累計金額に応じて
スペシャルメンバーポイントプレゼント、
スペシャル10％OFFセールご招待、など

カード種別

カードデザイン

概
況

FSP

－

三井ショッピングパークポイント（MSPポイント）
※2013年10月にポイントプログラムを統合・共有化

名称

現金
その他決済

基
本
機
能

ポ
イ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

永
久
不
滅
ポ
イ
ン
ト

クレジット
支払

MSP/川崎
利用時

100円(税抜)=1P
（ポイントは即時付与）

MOP
利用時

-

MSP/川崎
利用時

100円(税抜)=2P
（ポイントは即時付与）

MOP
利用時

100円(税抜)=1P
（ポイントは翌月付与）

三井アウトレットパークポイント
（MOPポイント）

－

三井ショッピングパークポイント
（MSPポイント）
100円(税抜)=1P
（ポイントは即時付与）
-

100円(税込)=1P
（ポイントは翌月付与）

100円(税抜)=2P
（ポイントは即時付与）
100円(税抜)=1P
（ポイントは即時付与）

バースデーポイント
（誕生月利用）

各施設で初回利用：100P

200P

各施設で初回利用：100P

利用方法

500ポイント毎にレジにて500円分として利用
※（一部施設）500ポイント毎に500円分のお買物券と交換

500ポイント毎に500円分の
お買物券と交換

利用可能施設

全国の三井ショッピングパーク（MSP）施設/ラゾーナ川崎プラザ 全13施設
※ダイバーシティ東京 プラザ含む（一部対象外施設あり）

全国の三井アウトレットパーク
（MOP）施設 全12施設

有効期限

最長2年
（起算は初回利用日）

最長2年
（翌年3月末）

500ポイント毎にレジにて500円分として利用
※（一部施設）500ポイント毎に500円分のお買物券と交換
全32施設（2014年3月末時点）
※別紙参照
最長2年
（起算は初回利用日）

名称

永久不滅ポイント

付与対象

国内・海外でのショッピング利用(クレジット払いのみ)

付与ポイント

毎月のショッピング総額：1,000円(税込)=1P
(AMEXブランドは海外利用のみ1,000円(税込)=2P)
200ポイント単位で、ショッピング充当やアイテムとの交換

全体
利用方法

提携カード
限定アイテム

有効期限

三井ショッピングパークポイントとの交換

ラゾーナ川崎プラザお買物券との交換

三井アウトレットパークポイントとの交換
無期限

三井ショッピングパークポイントとの交換

【別添資料】
○新・三井ショッピングパークカード≪セゾン≫
カード名称

概要
三井ショッピングパークカード≪セゾン≫

AMERICAN EXPRESS ・ Visa ・ MasterCard ・ JCB
発行ブランド

年会費

※アメリカン・エキスプレスのブランドでは、「インターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード」と
「プレミア・アメリカン・エキスプレス・カード」の２種類を発行

■永久無料
・三井ショッピングパークカード≪セゾン≫インターナショナル・アメリカン・エキスプレス ®・カード
・三井ショッピングパークカード≪セゾン≫Visa
・三井ショッピングパークカード≪セゾン≫MasterCard
・三井ショッピングパークカード≪セゾン≫JCB
■3,000円（税抜）
・三井ショッピングパークカード≪セゾン≫プレミア・アメリカン・エキスプレス ®・カード
※補償サービス（国内・海外旅行傷害保険、ショッピング安心保険、オンライン・プロテクション）が充実

発行対象

18歳以上（高校生は除く）で、電話連絡が可能な方
※審査により、お申し込みの意に添えない場合もございます。20歳未満の方は親権者（または親）のご了承が必要です。
※お申し込みにはご本人様を証明する書類（運転免許証・パスポート・保険証・外国人登録証明書など）が必要です。

【既存対象施設】（ 全13施設）
■三井ショッピングパーク
ららぽーとTOKYO-BAY、アーバンドックららぽーと豊洲、ららぽーと柏の葉、ららぽーと新三郷、ららぽーと横浜
ららぽーと磐田、アルパーク、ららぽーと甲子園、ララガーデン春日部、ララガーデン川口、ララガーデン長町
■その他商業施設
ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザ

【201 4年3月14日（予定） 追加対象施設】（14 施設追加、全27施設）

サービス対象施設

■三井アウトレットパーク
三井アウトレットパーク札幌北広島、三井アウトレットパーク仙台港、三井アウトレットパーク入間、
三井アウトレットパーク多摩南大沢、三井アウトレットパーク幕張、三井アウトレットパーク木更津、
三井アウトレットパーク横浜ベイサイド、三井アウトレットパークジャズドリーム長島、
三井アウトレットパーク大阪鶴見、三井アウトレットパークマリンピア神戸、
三井アウトレットパーク滋賀竜王、三井アウトレットパーク倉敷
■その他商業施設
ラブラ万代、ラブラ２
【201 4年3月17日（予定） 追加対象施設】（3施設追加、全30施設）
コレド日本橋、コレド室町、日本橋三井タワー
【201 4年3月20日（予定） 追加対象施設】（2施設追加、全32施設）
コレド室町２、コレド室町３
【201 4年6月（予定） 追加対象施設】（1施設追加、全33 施設）
アルカキット錦糸町

■三井ショッピングパークポイント
≪ポイントを貯める≫
・三井ショッピングパークカード≪セゾン≫のご利用で、100円（税抜）ごとにポイントを付与いたします。
※ポイント付与数等、詳細は「表．１ ポイントプログラム」をご確認ください。

ポイントプログラム

≪ポイントを使う≫
・ 500ポイントごとに、三井ショッピングパークポイント500ポイントを500円分と換算して、レジでのお支払いに
ご利用いただけます。
ポイントには有効期限がございますので、お支払いの際にご確認いただき、有効期限内にご利用ください。
（一部ご利用いただけない施設・店舗がございます。）
※一部施設では、事前にお買物券へ交換いただく必要がございます。

■永久不滅ポイント
・国内、海外でのご利用（クレジット決済限定）で、1,000円（税込）ごとに１ポイント付与いたします。
※アメリカン・エキスプレスのブランドのカードは、海外でのショッピング利用1,000円ごとに２ポイント付与
※永久不滅ポイントは、三井ショッピングパークポイントへ交換可能

【新サービス】
■FSP（フリークエント・ショッパーズ・プログラム）
・上記サービス対象施設にて、年間30万円（税込）以上ご利用されたお客様（クレジット決済限定）を対象に、
翌年度に特別OFFセールご招待やボーナスポイントプレゼントなど限定特典をプレゼント。
※詳細は「表．２ ＦＳＰ（フリークエント・ショッパーズ・プログラム）」をご確認ください。

【既存サービス】

特典

■バースデーポイント
・お誕生月初回のお買い上げの際にご利用いただくと、バースデーポイントとして三井ショッピングパークポイント
100ポイントをプレゼント （一部対象とならない店舗がございます）
※サービス対象施設ごとに初回のお買い上げが対象です
■各施設のオリジナルサービスをご用意
・サービス対象施設の駐車場サービス・店舗ご優待サービス等、様々なサービスをご用意
（一部ご利用いただけない施設・店舗がございます）
■全館サインレス
・サービス対象施設全館でお買い上げ３万円未満の場合、サインレスでご利用可能
（一部ご利用いただけない店舗がございます）
■三井不動産グループの特典をご用意
・銀座を中心とした三井不動産管理の都心商業施設や、三井ガーデンホテルズおよび三井不動産グループのリゾート
ホテルなどにおいて、グループ特典をご用意

※「アメリカン・エキスプレス」はアメリカン・エキスプレスの登録商標です。
株式会社クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。
※「ラゾーナ川崎プラザカード≪セゾン≫」のカードデザイン・名称は変更ございません。
ポイントプログラム・優待特典のみ、
「三井ショッピングパークカード≪セゾン≫」と同じになります。
※現在、「三井アウトレットパークカード」をお持ちのお客様は、引き続き、「三井アウトレットパークカード」のポイントプログラム・優待特典の適用となります。

表．１

「ポイントプログラム」

ポイントプログラム種別

利用施設

決済方法

ポイント付与数

三井ショッピングパーク
・
ラゾーナ川崎プラザなど、その他商業施設
（ダイバーシティ東京 プラザ、
コレド日本橋、コレド室町は除く）

三井ショッピングパークカード≪セゾン≫

100円（税抜） ＝ ２ポイント

現金払い、その他のお支払い

100円（税抜） ＝ １ポイント

ダイバーシティ東京 プラザ

決済方法問わず

100円（税抜） ＝ １ポイント

100円（税抜） ＝ ２ポイント

三井ショッピングパーク
ポイント

三井ショッピングパークカード≪セゾン≫

※一部店舗では、
100円（税抜）＝１ポイント

コレド日本橋 ・ コレド室町
現金払い、その他のお支払い

100円（税抜） ＝ １ポイント

三井ショッピングパークカード≪セゾン≫

100円（税抜） ＝ １ポイント

現金払い、その他のお支払い

－

三井ショッピングパークカード≪セゾン≫

1,000円（税込） ＝ １ポイント

三井アウトレットパーク

永久不滅ポイント

サービス対象施設内外問わず

※一部対象外施設・店舗がございます。

表．２

ＦＳＰ（フリークエント・ショッパーズ・プログラム）
名称

MSPスペシャルメンバー

適用条件

下記プログラム年度内に、サービス対象施設にて年間30万円（税込）以上のご利用（クレジット決済限定）

プログラム年度
（買上金額 積算期間）

Ｎ年４月からＮ＋１年３月までの１年間 ※「表．３ プログラム年度（イメージ）」を参照

適用期間

Ｎ＋１年６月からＮ＋２年５月までの１年間 ※「表．３ プログラム年度（イメージ）」を参照
①スペシャルメンバーポイントプレゼント
クレジット買上累計金額（税込）に応じて、スペシャルメンバーポイントをプレゼントいたします。
※ポイント付与は、プログラム年度終了後の６月末頃までを予定しております。

特典内容

お買上累計金額（税込）

スペシャルメンバーポイント

30万円以上40万円未満

3,000ポイント

40万円以上50万円未満

4,000ポイント

50万円以上

5,000ポイント

②メンバー限定 スペシャル10％OFFセールご招待
年間数日、三井ショッピングパークや三井アウトレットパークで、メンバー限定の「スペシャル10％OFFセール」に
特別招待いたします。
③三井アウトレットパーク限定特典
ア. 三井アウトレットパーク施設内店舗での限定特別優待
イ. 三井アウトレットパークラウンジサービス優待（三井アウトレットパーク入間・倉敷）
ウ. 駐車場サービス（一部対象外施設有り）

【三井アウトレットパーク施設利用 限定プログラム】
名称

アウトレットスペシャルメンバー

適用条件

下記プログラム年度内に、三井アウトレットパークにて年間15万円（税込）以上のご利用（クレジット決済限定）

プログラム年度
（買上金額 積算期間）

Ｎ年４月からＮ＋１年３月までの１年間

適用期間

Ｎ＋１年６月からＮ＋２年５月までの１年間

特典内容

①三井アウトレットパーク限定特典
ア. 三井アウトレットパーク施設内店舗での限定特別優待
イ. 三井アウトレットパークラウンジサービス優待（三井アウトレットパーク入間・倉敷）
ウ. 駐車場サービス（一部対象外施設有り）

表．３

※「表．３ プログラム年度（イメージ）」を参照
※「表．３ プログラム年度（イメージ）」を参照

プログラム年度（イメージ）

N年
N＋1年
N＋2年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

プログラム年度 （買上金額 積算期間）

プログラム年度 （買上金額 積算期間）

プログラム年度
（買上金額 積算期間）

ＦＳＰ適用期間

ＦＳＰ
適用期間

…

