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」の発行をスタートし

ＫＯＢＥカード」

また、イオングループはイオンモールやダ

ていることから、神戸市内の消費・流通においてイオング

ＰＯＩＮＴ」を導入することで

サービスを提供することができると考えています

～２０１８年

三宮センター街の特設カウンターにおいて

会員に登録して頂いた方には、

ウェブサイトで会員登録をして頂いた方も対象です。（ＷＥＢ

ポイント山分けキャンペーンについて
～２０１８年

ＰＯＩＮＴ加盟店

円以上お買い物頂いた方を対象に、総額１５０

神戸三宮センター街（対象店舗約８０店舗） 

スーパーマーケット） 

スーパーマーケット） 

三宮ＯＰＡ２（ショッピングモール）、三宮ビブレ（ショッピングモール）

ＰＯＩＮＴが付く各カード 

電子マネーＷＡＯＮカード、イオンカード提示

／『三宮コレクション２０１８』
（土） 

（土） 

ＫＯＢＥ ＣＯ

日に開催される『三宮

ＷＡＯＮ Ｐ

イベント会場

 ＷＡＯＮ 

その場で新規

ＰＯＩＮＴをプレ

ＫＯＢＥ』

撮影ブースでの記念撮影など、

イオンフィナンシャルサービス株式会社

の発行をスタートしました。

カード」として発行を開始しました。

また、イオングループはイオンモールやダイエーなど、神戸市内に多く

神戸市内の消費・流通においてイオング

を導入することで

サービスを提供することができると考えています

年９月２日（日）

三宮センター街の特設カウンターにおいて「ＢＥ

登録して頂いた方には、

。（ＷＥＢ登録は

ポイント山分けキャンペーンについて 
年９月２日（日）

加盟店で各カード

１５０万ポイントを

 

 

 

三宮ビブレ（ショッピングモール）

電子マネーＷＡＯＮカード、イオンカード提示

／『三宮コレクション２０１８』

Ⓒ神戸コレクション制作委員

イオンフィナンシャルサービス株式会社

ました。２０１８年

として発行を開始しました。

イエーなど、神戸市内に多く

神戸市内の消費・流通においてイオング

を導入することで、多くの市民の方

サービスを提供することができると考えています。 

（日） 

「ＢＥ ＫＯＢＥ 

登録して頂いた方には、特典として

登録は９月２４日まで

 
（日） 

各カード※2を利用して

万ポイントを山分けし、進呈し

三宮ビブレ（ショッピングモール）

電子マネーＷＡＯＮカード、イオンカード提示＋現金払い

／『三宮コレクション２０１８』に出展 

Ⓒ神戸コレクション制作委員

イオンフィナンシャルサービス株式会社）

２０１８年６月に

として発行を開始しました。 

イエーなど、神戸市内に多く

神戸市内の消費・流通においてイオング

多くの市民の方

 ＷＡＯＮ 

特典として  

９月２４日まで受付） 

を利用して合

し、進呈し

三宮ビブレ（ショッピングモール） 

現金払い 

Ⓒ神戸コレクション制作委員会 

に

  



別紙※１ 

【「ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ」について】 

 

１．特徴 

「ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ」は家族や地域社会とつながり、健康生活も応援するイオンの共通

ポイントサービスとして２０１６年６月よりサービスを開始しました。 

お会計時のＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカードの提示をはじめ、電子マネー「ＷＡＯＮ」、「イオン

カード」（現金でのお支払い）のご利用などでポイントが貯まる、便利で使いやすいポイン

トサービスです。 

現在の会員数は約５,２００万人（２０１８年７月末時点）で、幅広い年代のお客様に支持

されております。 

 

２．コンセプト 

「家族や地域社会とつながり、健康生活も応援するポイント」 

 

３．ポイントカード発行手数料・年会費：無料 

 

４．ポイント利用 

  １ポイント１円相当でお買い物にご利用頂けます 

 

５．ポイント運営会社 

イオンマーケティング株式会社 

受託会社 

イオンクレジットサービス株式会社 

 

 

 

 

 


