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神戸三宮センター街で発行している

ＰＯＩＮＴカード」を利用した

 ＫＯＢＥ ＷＡＯＮ

プロジェクト「

を支援する団体

」をご利用頂くことで、日々のお買い物を通じて神戸の街の活性化に役立てることができます

開始を記念し、

ーンを実施します。このお得な

神戸三宮センター街とイオンマーケティング

地域社会への貢献を目指してまいります。

三宮センター街 オリジナルカード
 ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ

で配布しています。全国の

お店どこでもご利用いただ

お買い物時にご提示で、税込

お買い物金額の一部が「ＢＥ

 

 PROJECT」について
 ミライＰＲＯＪＥＣＴ

もっと増やしていきたい」という想いから始まったプロジェクトです。ＢＥ

を活用したオリジナルグッズの販売やチャリティイベント等から生まれた収益で、子ども支援
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別紙 

 

【「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６,０００万人（２０１９年２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 

 

 

 

 

 


