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名鉄グループクレジットカード「MEITETSU μ’s Card」を
3 月 6 日（木）から募集開始します
名古屋鉄道では、名鉄グループクレジットカード「MEITETSU μ’s Card」の募集を 2014 年 3 月
6 日（木）から開始します。
これは、創業 120 周年を迎える本年、三菱 UFJ ニコス(株)をパートナーとした提携方式で、新た
なグループクレジットカードを発行するもので、IC カード manaca の普及と当社独自の電子マネー
会員サービス「名鉄たまルン」（3 月 17 日（木）より「μstar（ミュースター）ポイントサービス」に名称変更）の会員数
の増加を背景に、クレジットカードのショッピング利用により付与されるポイントを、電子マネーポイ
ントと合算できる「共通ポイント制度の導入」を最大の特長としております。
同カードは、「共通ポイントを活かした、交通シーン・日常消費シーンに強く、メインカードにしたく
なるカード」をコンセプトに、様々な魅力・価値を付加し、名鉄沿線を生活基盤にする方にとって最も
利便性の高いカードを目指すとともに、グループ全体におけるポイントの活用や相互送客につなげ
るビジネスモデルの確立など、新たなグループ戦略の基盤としてまいります。
詳細は下記のとおりです。

記
1．名
称
2．カードの種類

3．カードの特徴

「MEITETSU μ’s Card」（名鉄ミューズカード）
三菱 UFJ ニコス(株）との提携方式で発行するクレジットカード（国際ブランド：Visa、
MasterCard®、JCB）となり、一般、ゴールドプレステージ及びコーポレートの 3 種類
から構成。
・名鉄電車、名鉄バス、豊橋鉄道などの定期券のご購入が可能
・manaca へのクレジットカード決済によるチャージが可能
・使い道たくさんの「μstar（ミュースター）ポイント」がたまる
・全国のホテルやレジャー施設などで各種優待が受けられる「μ’s Club Off（ミュー
ズクラブオフ）」のご提供
※詳細につきましては、別紙をご参照ください。

4．募集開始日
5．発行開始日
6．申し込み方法

2014 年 3 月 6 日（木）
2014 年 3 月 17 日（月）
ホームページ（http://mustar.meitetsu.co.jp/credit_card/special/）、駅などに設置の入
会申込書、または入会イベント（3 月 6 日（木）～4 月 30 日（水）、名鉄名古屋駅・金山駅に
て実施予定）からお申し込みいただけます。

カード券面イメージ（左：一般 右：ゴールドプレステージ）

以上

別紙
■「MEITETSU μ’s Card」の概要
一般

ゴールドプレステージ

発行ブランド

MUFG カード

国際ブランド

Visa、MasterCard®、JCB

年会費
（税別）

本人：１，２５０円/初年度無料※
家族：
４００円/初年度無料※
※年間のショッピングご利用金額が
５万円以上の場合、次年度無料となります。

本人：１２，５００円
家族：無料

（manaca へのクレジットチャージのご利用分を除く）

オリジナルサービス

・名鉄電車、名鉄バス、豊橋鉄道などの定期券のクレジットカード決済によるご購入
・manaca へのクレジットカード決済によるチャージ
・使い道たくさんの「μstar（ミュースター）ポイント」がたまる
・全国のホテルやレジャー施設などで各種優待が受けられる「μ’s Club Off（ミューズクラブオフ）」
のご提供

ポイントサービス

「μstar ポイントサービス」
カードショッピングでのご利用金額２００円（税込）につき１ポイント

基本ポイント

保険

（定期券のご購入・manaca へのクレジットチャージも対象となります）

優遇ポイント

①名鉄グループなどの対象施設のご利用でポイント２倍
②ETC カードのご利用でポイント２倍
③昭和シェル石油のご利用でポイント２倍（※一部対象外のサービスステーションがございます）
④ネットショッピングのポータルサイト「POINT 名人.com」の経由で、ポイント最大２５倍

ポイント利用

①manaca にチャージ（５００ポイントから１００ポイント単位、１ポイント＝１円）
②「めいてつオンラインショッピング」のご利用（１ポイント単位、１ポイント＝１円）
③名鉄グループの商品などに交換
④提携先ポイント（ANA のマイル）に交換（１００ポイント⇒６０マイル）

有効期限

最終ポイント付与日またはご利用日の翌年同月末日まで（日々のご利用で実質無期限）

ＥＴＣ

年会費：無料
新規発行手数料：１，０００円（税別）

年会費：無料
新規発行手数料：無料

海外旅行傷害保険

最高２，０００万円（自動付帯）

最高５，０００万円（自動付帯）

国内旅行傷害保険

最高１，０００万円（カード利用条件）

最高５，０００万円（カード利用条件）

ショッピング保険

年間補償限度額

年間補償限度額

国内・海外渡航便
遅延保険

最高２００万円
なし

最高３００万円

最高２万円

①カードショッピングでの年間ご利用金額に応じてポイントプレゼント
・年間１００万円以上２００万円未満（税込） μstar ポイント
μstar ポイント
・年間２００万円以上（税込）
ゴールドプレステージ
会員向け特典・サービス

２，０００ポイントプレゼント
５，０００ポイントプレゼント

②μ’s Club Off「VIP 会員」を自動登録（税別６，０００円/年を無料）
③カードのご提示またはご利用で名鉄グループ対象施設でのご優待
（例：名鉄百貨店で年間税込１００万円以上のご利用で名鉄百貨店お買物券５，０００円分を進呈）

④充実のカード付帯保険
⑤国内主要空港・ホノルル国際空港の空港ラウンジサービスの無料でのご利用
⑥ETC カード新規発行手数料無料

■「ジョイント登録」について
「MEITETSU μ’s Card」に「(株)エムアイシー発行の記名式 manaca」を「ジョイント登録」することで、
・クレジットカード決済でたまった「μstar ポイント」と、「μstar manaca 加盟店」での manaca 電子マネー
決済でたまった「μstar ポイント」を合算いただけます。
・専用端末「μstar station」でクレジットカード決済により manaca へチャージいただけます。
・専用端末「μstar station」でたまった「μstar ポイント」を manaca へチャージいただけます。

※「ジョイント登録」は、以下のいずれかの方法でお手続きいただけます。
① 「MEITETSU μ’s Card」のお申し込み時にご登録
② WEB（会員サイト「My μstar（マイ ミュースター）」）にてご登録
③ 専用端末「μstar station」にてご登録

■専用端末「μstar station」について
○サービス開始日
２０１４年３月１７日（月）
○設置場所（１１箇所・計１２台）
名鉄名古屋駅（２台）、金山駅、名鉄岐阜駅、栄町駅、東岡崎駅、豊田市駅、新豊橋駅（豊橋鉄道）、
名鉄百貨店（本館・メンズ館・一宮店）、藤が丘 effe
○機能
・「μstar ポイント」の残高照会
・たまった「μstar ポイント」の manaca へのチャージ
・「MEITETSU μ’s Card」によるクレジットカード決済での manaca へのチャージ
（クレジットチャージでも「μstar ポイント」がたまります）
・「MEITETSU μ’s Card」と manaca のジョイント登録
・提携先ポイントの交換（ANA のマイル）

■会員サイト「My μstar」について
ポイントの残高照会、ジョイント登録、名鉄グループの商品等や提携先ポイント（ANA のマイル）との交換、
「POINT
名人.com」・「めいてつオンラインショッピング」のご利用などをしていただける会員専用サイトです。

■「μ’s Club Off」について
「μ’s Club Off」をご利用いただくことで、ホテル・映画・レジャー・グルメなど国内外約７５，０００の施
設でのご優待サービスが受けられます。

■「POINT 名人.com」について
三菱 UFJ ニコス(株)が運営するポータルサイト。インターネットでのお買物の際、「POINT 名人.com」を経由す
ることで、「μstar ポイント」が最大２５倍たまります。

■「めいてつオンラインショッピング」について
名鉄百貨店のギフトや季節の商品などをご購入いただけるオンラインショッピングサイト。「μstar ポイント」を
１ポイント=１円として、１ポイント単位からご利用いただけます。

■ご入会サンクスキャンペーンについて
○期間：２０１４年３月６日（木）～２０１５年３月３１日（火）
○概要：期間中、新規ご入会の方に「μstar ポイント」を最大６，０００ポイントプレゼント
（ゴールドプレステージの方は最大１２，０００ポイントをプレゼント）

特典①

新規ご入会の方にもれなく１，０００ポイントをプレゼント
ご入会日から３ヶ月後の末日までのご利用金額に応じて、最大２，０００ポイントをプレゼント

特典②

（※会員サイト「My μstar」にて参加登録が必要となります）

・１０万円以上２０万円未満（税込）： １，０００ポイント
・２０万円以上（税込）： ２，０００ポイント
ご入会日から３ヶ月後の末日までの各種お手続きで、最大３，０００ポイントをプレゼント
・「ジョイント登録」：５００ポイント

特典③

・家族カードのご入会：５００ポイント
・公共料金のお支払：最大１，５００ポイント
・「楽 Pay（らくペイ）※登録型リボ」のご登録：５００ポイントをプレゼント

※ゴールドプレステージの方は、上記特典①～③のポイントが全て２倍となります。

■「名鉄たまルン」について
「名鉄たまルン」は、3 月 17 日（月）より「μstar ポイントサービス」に名称を変更いたします。
これに伴い、現在「名鉄たまルン」会員の方は、自動的に「μstar ポイントサービス」の会員（μstar 会員）となり、
これまでためていただいた「名鉄たまルン」ポイントは「μstar ポイント」に引き継がれます。
また、「名鉄たまルン」加盟店の呼称は「μstar manaca 加盟店」に変更となります。

以 上

