２００９年９月２４日
報道関係各位＜お知らせ＞
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
阪急阪神ホールディングス株式会社
株 式 会 社 ペ ル ソ ナ
株 式 会 社 阪 急 阪 神 カ ー ド

１０月 1 日より、百貨店でも電車でもポイントを進呈する
「ＳＴＡＣＩＡポイントサービス」がスタートします
〜あわせて阪急阪神エメラルドＳＴＡＣＩＡカードの発行も開始します〜
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社（以下、Ｈ２Ｏ）
、阪急阪神ホールディングス株式会社（以
下、阪急阪神ＨＤ）
、株式会社ペルソナおよび株式会社阪急阪神カードでは、京阪神エリアポイント
事業の実現に向けたポイント共同事業として、１０月１日より各種ＳＴＡＣＩＡカードでの百貨店
や電車のご利用に応じてポイントを進呈する「ＳＴＡＣＩＡポイントサービス」を新たに開始しま
す。
同サービスは、阪急百貨店・阪神百貨店のご利用や阪急電鉄・阪神電車など阪急阪神ＨＤグル
ープの約１，６００箇所のサービス・施設・店舗におけるご利用に対して最大３％のポイントを
進呈するもので、たまったポイントはクーポンや両社グループの様々な商品に交換していただく
ことができます。
また、両社グループでは１０月１日より、
「阪急阪神エメラルドＳＴＡＣＩＡカード」の発行もスタ
ートします。
詳細は以下のとおりです。
■ＳＴＡＣＩＡポイントサービスの概要
１．サービス開始日
２００９年１０月１日（木）
※阪急阪神ＨＤグループでは、２００７年１０月より「ＳＴＡＣＩＡポイントＵＰキャンペ
ーン」を実施してまいりましたが、２００９年９月３０日をもって同キャンペーンを終了
し、両社グループのポイント共同事業として、期間限定キャンペーンではなく、継続的サ
ービスとして新たに「ＳＴＡＣＩＡポイントサービス」を実施します。
２．対象施設と進呈ポイント
•
阪急百貨店・阪神百貨店でＳＴＡＣＩＡカードのご提示により、３％のポイントを進呈
※ペルソナＳＴＡＣＩＡ ＰｉＴａＰａカード、並びにクレジット機能のないＳＴＡＣＩＡカードを除く
※食料品およびクリアランス・バーゲンは１％、特選ブランドなど一部除外品あり
※ご提示いただいたＳＴＡＣＩＡカードでのクレジット決済に加え、現金や一部商品券・金券のお支払い
でもポイントを進呈
※税抜きお買上商品金額に対してポイント計算

•

阪急電鉄や阪神電車などグループ交通機関でＳＴＡＣＩＡカードのＰｉＴａＰａ交通利用
により１％相当（ご利用金額１００円(含む消費税)ごとに１ポイント）のポイントを進呈
•
阪急三番街・ハービスＰＬＡＺＡなど阪急阪神ＨＤグループ約１,６００箇所の施設・店舗
でＳＴＡＣＩＡカードのクレジット利用により最大３％相当（ご利用金額２００円(含む消
費税等)ごとに６ポイント）のポイントを進呈
※詳細は添付資料をご参照ください。

•

上記の対象施設以外の国内にあるＪＣＢ・ＶＩＳＡ・ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ加盟店でＳＴ
ＡＣＩＡカードのクレジット利用により０．５％相当（ご利用金額２００円(含む消費税等)
ごとに１ポイント）のポイントを進呈。

■ ポイント交換サービスメニューの拡充
１．「セレクションコース」の追加
これまでＳＴＡＣＩＡカードのポイント交換サービスとして実施していた「ＳＴＡＣＩＡクー
ポンへの交換（通年）
」や「懸賞コース、チャリティーコース（毎年１０月１日〜１２月１５日）
」
に加え、１０月１日より、両社グループのバラエティ豊かな商品を取り揃えた「セレクションコ
ース（通年）
」をご用意します。
たまったポイントを阪急百貨店・阪神百貨店ならではのグルメ商品やサービス、阪急阪神第一
ホテルグループのお得なホテルペアディナー券などに交換していただくことができ、ポイントを
「ためる」
「使う」の両面からお楽しみいただけます。
２．期間限定交換景品の第一弾
「セレクションコース」追加記念の第一弾として、１０月５日〜２５日の期間限定でお申
し込みいただける阪急阪神グループの商品３点を、ポイント交換景品としてご用意しました。
いずれの景品も応募者多数の場合は抽選となります（抽選の結果、落選された方には応募ポ
イントを返還します）。
①「キッザニア甲子園のプレミアムチケット＋阪急阪神第一ホテルグループ共通利用券
１，０００円セットプラン」
＜ＳＴＡＣＩＡポイント６，０００ポイントで交換、限定３０組６０名様＞
大人気のキッザニア甲子園をご希望の日に予約ができるプレミア
ムチケットを阪急阪神第一ホテルグループ共通利用券１，０００
円分とセットで３０組６０名様にご提供します。
※ プレミアムチケットの有効期限は２０１０年３月３１日とな
ります。
※ 貸切イベント及びメンテナンス等による休館日を除きます。
※ 大人（１６歳以上）とこども（３〜１５歳）のペアチケット
になります。
※ 阪急阪神ホテルズはキッザニア甲子園のオフィシャルスポンサーです。
②コスメティックプレイス「ＥＸトリートメント ＋ 選べるパーツトリートメント」
＜ＳＴＡＣＩＡポイント５，０００ポイントで交換、限定１０名様＞
阪神百貨店６階の美と健康・癒しの空間「リラクシア」内「コスメ
ティックプレイス」から硬くなった肌を潤いでゆるめ、リフトアッ
プトリートメントで乾燥しやすい冬の肌をやさしくケアするＳＴＡ
ＣＩＡ会員様限定コース（６０分）を１０名様にご提供します
（９，０００円相当の商品）。
③「Lamy safari pink（限定カラー）の万年筆」
＜ＳＴＡＣＩＡポイント４，０００ポイントで交換、限定１０名様＞
斬新で美しいデザインを提案してきた「ラミー」の「サファリ」。世
界に６，０００本しかないピンク（２００９年第二弾限定カラー）
の万年筆を特別に１０名様にご提供します。

■「阪急阪神エメラルドＳＴＡＣＩＡカード」の発行開始について
１．発行開始日
２００９年１０月１日（木）
２．機能
•
クレジット機能（ＪＣＢ、ＶＩＳＡ、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄブランドから選択可）
•
ＰｉＴａＰａ機能（ＰｉＴａＰａ機能の無いカードも選択可）
※ＰｉＴａＰａ機能・・スルッとＫＡＮＳＡＩ加盟の鉄道・バスなど公共交通機関にポストペイ（後払い）
で乗車できるＩＣカード決済機能

３．特典
現在発行している各種ＳＴＡＣＩＡカード同様、上記「ＳＴＡＣＩＡポイントサービス」の対
象となります。
４．年会費
初年度無料。次年度以降は、前年に一度でもクレジット利用があれば無料
（本会員１，３１２円／家族会員４２０円）
※ＰｉＴａＰａ機能付きの場合、ＰｉＴａＰａ機能のご利用が会員毎に 1 年間に１回でもあればＰｉＴａ
Ｐａ維持管理料（本会員１，０５０円／家族会員１，０５０円）が無料

■お客様のお問い合わせ先
阪急阪神カードコールセンター ０６−６３７５−６４８８
（９：００〜１７：００ 年末年始を除く）
※「ＳＴＡＣＩＡポイントサービスの」詳細についてはＳＴＡＣＩＡカードのホームページ（URL
http://stacia.jp/）をご覧ください（ポイント交換サービスメニューの拡充、「阪急阪神エメラルド
ＳＴＡＣＩＡカード」の発行開始につきましては、１０月１日以降、掲載予定です）。

•

阪急百貨店・阪神百貨店でのＳＴＡＣＩＡポイントの取扱いについて
株式会社ペルソナ ０６−６３０２−３５００
（９：３０〜１８：００ 土・日・祝・年末年始を除く）

【添付資料】ＳＴＡＣＩＡポイントサービスの主な対象施設・店舗
【配 布 先】大阪商工記者会、百貨店流通記者会、近畿電鉄記者クラブ、青灯クラブ

このお知らせに関するお問い合わせ先
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
経営管理室 広報担当
阪急阪神ホールディングス株式会社 グループ経営企画部（広報担当）

０６−６３６７−３１８１
０６−６３７３−５０９２

添付資料 STACIAポイントサービスの主な対象施設・店舗（2009年10月1日スタート時点）
【一部店舗・商品は対象外となります】
クレジットや現金等利用でのＳＴＡＣＩＡポイントサービス対象施設
業態
百貨店

ポイント進呈率

対象施設・店舗

お買上げ金額（消費税別）の
３％（食料品・クリアランス・ 阪急百貨店・阪神百貨店全店
セール品のお買上げは１％）

クレジット利用でのＳＴＡＣＩＡポイントサービス対象施設/交通機関
業態

ショッピングセンター

ホテル（①）

ポイント進呈率
ご利用金額の３％相当（200
円ごとに6ポイント）

阪急三番街、NU chayamachi、HEP FIVE、阪急17番街、阪急西宮ガーデン
ズ専門店街、ミュー阪急桂、ミング・阪急高槻、ロサヴィア（阪急茨木）、G・コ
レクション阪急宝塚、ハービスPLAZA／ハービスPLAZA ENT、ディアモール
大阪、野田阪神ウイステ専門店街および4階グルメ街、エビスタ西宮専門店
街、心斎橋BIG STEP

ご利用金額の３％相当（200
円ごとに6ポイント）

ホテル阪急インターナショナル、大阪新阪急ホテル、新阪急ホテルアネック
ス、千里阪急ホテル、ホテル阪急エキスポパーク、宝塚ホテル、六甲山ホテ
ル、神戸三田新阪急ホテル、京都新阪急ホテル、第一ホテル東京、第一ホテ
ルアネックス、東京新阪急ホテル築地、レム日比谷、レム秋葉原、第一ホテ
ル東京シ−フォート、吉祥寺第一ホテル、高知新阪急ホテル、ホテル阪神、
ザ・リッツ・カールトン大阪、有馬ビューホテル

ご利用金額の３％相当（200
円ごとに6ポイント）

ブックファースト②、サウンドファースト②、カラーフィールド②、カラーフィール
ドリラックス②、成城石井（梅田、Ｗｈｉｔｙうめだ、阪急西宮ガーデンズ、阪急三
番街、夙川各店）②、ダブルデイ（梅田、六甲プラザ、宝塚、箕面、西宮ガー
デンズ、川西、福岡各店）②、アズナス②③、アズナスエクスプレス②③、フ
レッズカフェ②③、フレッズカフェSTATION②③、フレッズベーカリー②③、ラ
ガールショップ②③、クリエテ阪急（南千里店）②、阪急32番街、ナビオ ダイ
ニング＆カフェ ＢＩＭＩ、ラグザスクエア、あせんぼ母屋・離れ②④、あせんぼ
楽坐②④、粋房 寸（堂島アバンザ、ニッセイ新大阪ビル各店）②④、粋房
ゆふな（四条烏丸、京橋コムズガーデン各店）②④、麹（ナチュラルキッチン
麹本町店、南船場 麹、ナチュラルキッチン麹ＣＯＣON烏丸店、ＡＱＵA麹）
②④、御用だ！（阪急かっぱ横丁）②④、レストラン マンシュ・マンシュ

ご利用金額の２．５％相当
（200円ごとに5ポイント）

とんかつ梅八④、てんぷら瓢天④、レストラン スターアイル⑤、大阪国際サ
イエンスクラブレストラン④、温泉湯どうふしゃぶしゃぶ 和多屋別荘 うれし
野④、現代中華 コントンポラン④

ご利用金額の３％相当（200
円ごとに6ポイント）

宝塚大劇場内レストラン・ショップ、宝塚ガーデンフィールズ（「ＦＯＢＹ（フォ
ビー）」②、「ＦＯＢＹ内ペットクリニック」②、「龍坊宝塚」、「イゾラベッラ オペ
レッタ ア タカラヅカ」、「モビーディック+ワン」）、タイガースゴルフクラブ、六
甲山（人工）スキー場、六甲ガーデンテラス、ホール・オブ・ホールズ六甲、有
馬温泉 太閤の湯

ショッピング・グルメ

エンタテインメント

対象施設・店舗

ご利用金額の２％相当（200 タイガースショップアルプス、阪神甲子園球場入場券売場⑤、阪神甲子園球
場内グッズショップ等⑥
円ごとに4ポイント）

旅行⑧

ご利用金額の１％相当（200 ビルボードライブ大阪、ベイ・コミュニケーションズ⑦、兵庫カンツリー倶楽部
円ごとに2ポイント）
ご利用金額の１％相当（200 阪急交通社、阪神航空、阪神アイビートラベル
円ごとに2ポイント）

交通機関

ご利用金額の１％相当（200 阪急電鉄・阪神電車・能勢電鉄・阪急バス・阪急田園バス・阪神バスの定期
券購入⑨、阪急高速バス⑩、阪神高速バス、阪急タクシー
円ごとに2ポイント）

その他

ご利用金額の１％相当（200 阪急電鉄駐輪場、阪急レンタサイクル、KICS（きょうと情報カードシステム）加
盟店⑪
円ごとに2ポイント）

ＰｉＴａＰａ利用でのＳＴＡＣＩＡポイントサービス対象交通機関
交通乗車⑫

ご利用金額の１％相当（100 阪急電鉄・阪神電車・能勢電鉄・北大阪急行電鉄・北神急行電鉄・阪急バス
⑬・阪急田園バス⑬・阪神バス⑬・大阪空港交通（空港リムジンバス）⑬⑭で
円ごとに1ポイント）
のＰｉＴａＰａ乗車およびＩＣ定期券購入⑮

カード提示でのＳＴＡＣＩＡポイントサービス対象施設
7,500ポイントまたは10,000ポ 阪急リフォームプラス
カード提示進呈⑯ イント
阪急ドライビングスクール服部緑地
10,000ポイント
①宿泊代金、宴会、レストランが対象となります。また、ご予約・チェックイン時には必ずＳＴＡＣＩＡカード会員とお知ら
せください。
②ご利用金額によってポイント進呈率が変わります。
③ＶＩＳＡブランドのＳＴＡＣＩＡカードでご登録の「三井住友カードｉＤ」決済の場合のみ対象となります。
④1,000円未満は基本ポイント（０．５％相当ポイント）のみとなります。
⑤ＪＣＢブランドでのＳＴＡＣＩＡカードでの決済のみポイント進呈の対象となります。
⑥ＳＴＡＣＩＡ ＰｉＴａＰａカードでのＰｉＴａＰａ決済をご利用の場合、ご利用金額の1％相当のポイント進呈となります。
⑦月々のご利用料金等のお支払いのみ対象となります。
⑧10,000円未満は基本ポイントのみとなります。
⑨連絡定期の場合は対象交通機関の運賃のみがポイント進呈の対象となります。また、対象交通機関の定期券発
売所での購入に限ります。
⑩阪急バス主要案内所、営業所（阪急三番街等）での購入に限ります。
⑪一部の加盟店でのインターネット上からのお買い上げは基本ポイントのみとなります。
⑫各社ごとの1か月のご利用金額合計（割引適用後）100円ごとに1ポイント進呈となります。
⑬ＩＣ定期券は現在導入しておりません。
⑭大阪空港交通の運行便のみ対象となります。（一部対象外となるバスがございます）
⑮相互乗入れを実施している交通機関でのＰｉＴａＰａ乗車や連絡定期の場合、
対象交通機関の運賃分のみがポイント進呈対象となります。
また、対象交通機関の定期券発売所での購入に限ります。
⑯ポイント進呈条件等の詳細は、対象施設にご確認ください。

