
 

 

 

 

 
 

2022 年１ 月 28 日 
西日本旅客鉄道株式会社 

 
2022年春 J-WESTカードキャンペーンの実施について 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

１．新規入会キャンペーン 合計最大9,500 円相当の J-WEST ポイントをプレゼント（※抽選によるプレゼントを含みます） 

(1) J-WEST カード新規入会で最大7,000ptプレゼント 

・入会対 象期 間：2022年２月１日(火)～４月30日(土) （エントリー期限：５月15日(日)） 

・対象カード：J-WEST ゴールドカード 5,000pt（※１） 

         J-WEST カード、OSAKA STATION CITY J-WEST カード、ビックカメラ J-WEST カード 2,000 pt 

         いずれも 18才～25才の方（※２）は、新生活応援キャンペーンとしてさらに 2,000pt プレゼント 

 (※１)J-WEST カードからの券種変更も対象となります 

 (※２)1996 年 2 月1 日～2004 年4 月 30 日が誕生日の方 

 

(2) J-WEST ゴールドカード新規会員様（※１）限定 web 明細書登録＆ご利用明細書送付停止で 500ptプレゼント 

・登録対 象期 間：2022年２月１日(火)～４月30日(土) （エントリー期限：５月15日(日)） 
 

(3) 公共料金のお支払い設定で抽選により最大 2,000ptプレゼント 

・支払対 象期 間：2022年２月１日(火)～６月15日(水) （エントリー期限：５月15日(日)） 

・対象カード：2022年２月１日(火)～４月30日(土)に新規入会されたすべての J-WEST カード（上記(1)のカード含む） 
 

２．ご利用キャンペーン 合計最大36,000円相当の J-WEST ポイントをプレゼント（※抽選によるプレゼントを含みます） 

 ～すべての J-WEST カード会員様が対象（ショッピングセンター提携 J-WEST カード５周年、 

J-WEST ゴールドカード１周年特典あり）～ 

・対象 期間：2022年２月16日（水）～５月15 日（日）（エントリー期限：５月15日（日）） 
 

(1) J-WEST ポイント優待加盟店のご利用額、および J-WEST ポイント優待加盟店を含むすべてのご利用額合計に応じ

て最大 6,000pt プレゼント 
 

(2) J-WEST ポイント優待加盟店のご利用で抽選により最大 20,000ptプレゼント 
 

(3) リボ払い・分割払いの登録で抽選により 20 名様に 10,000pt プレゼント 
 

(4) ビックカメラ J-WEST カード会員様限定 ビックカメラ各店等のご利用額合計 50,000円（税込）以上で J-WEST ポイン

ト 500pt プレゼント 
 
※キャンペーンの詳細およびエントリーは「JR おでかけネット」をご覧下さい 

 

◆2022 年２月1日(火)から、「2022 年春 J-WEST カードキャンペーン」を実施いたします。 

◆J-WEST カード新規入会キャンペーンでは、対象の J-WEST カードの新規入会や付帯サービスのお申込み特典とし

て最大9,500円相当の J-WEST ポイントをプレゼントいたします（18才～25才の方を対象とした、新生活応援キャンペ

ーンや抽選によって獲得できる J-WEST ポイントを含みます）。 

◆J-WEST カードご利用キャンペーンでは、ご利用条件達成の特典として、最大36,000円相当の J-WEST ポイントを 

プレゼントいたします。（お持ちのカードの種類や抽選によって獲得できる J-WEST ポイントを含みます） 

◆既に J-WEST カードをお持ちの会員様だけでなく、この機会に J-WEST カードに新規入会された会員様にもご参加し

ていただきやすいキャンペーンとなっており、今後もさらなるキャッシュレス化の推進に取り組んでまいります。 



 

 

 

2022年春 J-WESTカードキャンペーン 

 

１．新規入会キャンペーン 合計最大 9,500 円相当の J-WEST ポイントをプレゼント 

(1) J-WEST カード新規入会＆エントリーで最大 7,000pt プレゼント 

① 対象ご入会日：2022 年２月１日(火)～４月 30 日(土) （エントリー期限：５月 15 日(日)） 

② 内 容：キャンペーン対象の J-WEST カードとポイント数 

 ・J-WEST ゴールドカード（エクスプレス、ベーシックとも）（注 1）（注 2） 5,000pt 

 ・J-WEST カード（注 2）、OSAKA STATION CITY J-WEST カード（注 2）、 

ビックカメラ J-WEST カード（いずれもエクスプレス、ベーシックとも） 2,000pt 

 （注 1）J-WEST カードからの券種変更も対象となります。 

（注 2）家族カードは対象外です。 

             ・いずれも 18 才～25 才の方（注３）はさらに新生活応援キャンペーンとして 2,000pt プレゼント 

（注 3）1996 年 2 月 1 日～2004 年 4 月 30 日が誕生日の方 
 

(2) J-WEST ゴールドカード新規会員様限定 web 明細書登録＆ご利用明細書送付停止で 500pt プレゼント 

① 登録対象期間：2022 年２月１日(火)～４月 30 日(土)  （エントリー期限：５月 15 日(日)） 

② 内 容：上記(1)で J-WEST ゴールドカードに新規入会された会員様、および J-WEST カードから券種 

変更された会員様が、対象期間中にカードブランドサイト（注 4）で新たに web 明細書登録とご 

利用明細書送付停止手続き＆エントリーをされたら 500pt プレゼント 

（注 4）VISA/MasterCard®ブランド…「MUFG カード web サービス」／JCB ブランド…「My JCB」 
 

(3) 公共料金のお支払い設定で抽選により最大 2,000pt プレゼント 

① 支払対象期間：2022 年２月１日(火)～６月 15 日(水)  （エントリー期限：５月 15 日(日)） 

② 内 容：2022 年２月１日(火)～４月 30 日(土)の間に新規入会された J-WEST カード（対象：上記(1)を含

むすべての J-WEST カード）を公共料金（電気、ガス、水道、携帯電話（注 5））のお支払いに新

規設定・お支払い＆エントリーで抽選により最大 2,000pt（注 6）プレゼント 
               （注 5）対象となる会社は JR おでかけネットのキャンペーンページでご確認ください。 

（注 6）抽選で 2,000pt×10 名様、300pt×条件達成 2 名様につき 1 名様にプレゼント 

 

※ポイントのプレゼントは 2022 年７月上旬頃となります。（ポイントはすべて J-WEST ポイントとなります） 

※このほか、「SMART ICOCA の新規購入＆クイックチャージ(5,000 円以上)を J-WEST カードですると J-WEST 

ポイント 500pt プレゼント！」などの「＜J-WEST カード×SMART ICOCA＞J-WEST ポイントたまるたまるキャン 

ペーン」を実施しておりますので、是非合わせてご参加ください。 

  

２．ご利用キャンペーン 合計最大 36,000 円相当の J-WEST ポイントをプレゼント（※抽選によるプレゼントを含みます） 

～すべての J-WEST カード会員様が対象（ショッピングセンター提携 J-WEST カード５周年、 

J-WEST ゴールドカード１周年特典あり）～ 

(1) 対 象 期 間：2022 年２月１6 日(水)～５月 15 日(日)  （エントリー期限：５月 15 日(日)） 

(2) 内 容 

① J-WEST ポイント優待加盟店のご利用額、および J-WEST ポイント優待加盟店を含むすべてのご利用額合

計に応じて最大 6,000pt プレゼント 

・対象期間中、下表の J-WEST ポイント優待加盟店でのご利用額の条件達成かつ、J-WEST ポイント優待 

加盟店を含むすべてのご利用額合計の条件を達成された方に J-WEST ポイントをプレゼント 

別紙 



 

 

ご利用条件 特典ポイント 

J-WEST ポイント優待加盟店 
ご利用額 

J-WEST ポイント優待加盟店を
含むすべてのご利用額合計 

・J-WEST カード 

・OSAKA STATION CITY 
 J-WEST カード 

・ビックカメラ J-WEST カード 

・J-WEST ゴールドカード 

・LUCUA OSAKA STATION  

CITY J-WEST カード 
・ミオクラブ J-WEST カード 

・岡山一番街 さんすて岡山・ 

倉敷 J-WEST カード 

・ekie J-WEST カード 

5,000 円以上 40,000 円以上 １５０ ２００ 

10,000 円以上 80,000 円以上 ５００ ６００ 

15,000 円以上 120,000 円以上 １，５００ １，８００ 

25,000 円以上 200,000 円以上 ３，０００ ３，５００ 

40,000 円以上 300,000 円以上 ５，０００ ６，０００ 

 

② J-WEST ポイント優待加盟店のご利用で抽選により最大 20,000pt プレゼント 

・対象期間中、J-WEST ポイント優待加盟店のご利用＆エントリーで、ご利用金額合計 1,000 円ごとに一口 

として抽選により、J-WEST ポイントを最大 20,000ｐｔ（注 7）プレゼント 

       ・J-WEST ゴールドカード、LUCUA OSAKA STATION CITY J-WEST カード、ミオクラブ J-WEST カード、 

岡山一番街 さんすて岡山・倉敷 J-WEST カード、ekie J-WEST カード会員様は当選確率が２倍 

（注 7）20,000pt×３名,10,000pt×10 名,5,000pt×20 名,3,000pt×50 名,1,000pt×100 名,500pt×200 名,100pt×300 名 

 

③ リボ払い・分割払いの登録で抽選により 20 名様に 10,000pt プレゼント 

・対象期間中、リボルビング払い、分割払いをご利用＆エントリーいただき、2022 年６月末時点でご利用残 

高合計が 50,000 円以上の方を対象に、抽選により 20 名様に J-WEST ポイント 10,000pt プレゼント 

 

④ ビックカメラ J-WEST カード会員様限定 ビックカメラ各店等のご利用額合計 50,000 円（税込）以上で J-

WEST ポイント 500pt プレゼント 

・対象期間中、ビックカメラ・コジマ各店、ビックカメラ.com をビックカメラ J-WEST カードで合計 50,000 円（税 

込）以上ご利用＆エントリーいただくと J-WEST ポイント 500pt プレゼント 

 

 

※ポイントのプレゼントは 2022 年７月上旬～中旬頃となります。（ポイントはすべて J-WEST ポイントとなります） 

  

キャンペーンの詳細は「JR おでかけネット」をご覧下さい。 

 

 

 

今回ご案内の取り組みは、以下の SDGs 目標の３番、８番に貢献していると考えています。 

    


