
平成１９年１月１５日 

～ 乗ってためる、ためて乗る。～ 

平成１９年２月３日申込受付開始 

東京メトロのご利用でメトロポイントがたまります 

たまったポイントは      にチャージできます 

 

東 京 地 下 鉄 株 式 会 社 

株式会社クレディセゾン 

株式会社ジェーシービー 

Ｕ Ｆ Ｊ ニ コ ス 株 式 会 社 

 

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：梅﨑 壽、以下：東京メトロ）は、株式会社ク

レディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：林野 宏、以下：クレディセゾン）、株式会社ジェーシ

ービー（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：信原 啓也、以下：ＪＣＢ）、ＵＦＪニコス株式会社

（本社：東京都文京区、代表取締役社長：大森 一廣、以下：ＵＦＪニコス）と提携したクレジットカード

「Tokyo Metro To Me CARD」（東京メトロ  トゥーミーカード）の申込受付を平成１９年２月３日（土）から開

始いたします。 

 

 Tokyo Metro To Me CARD は、年会費永年無料（一般カード）でお持ちいただくことができ（※１）、東京メト

ロでの定期券のお買い求め、交通ＩＣカード「PASMO」（※２）のオートチャージサービスやお申込みいただいた

提携カードのクレジットカード会社加盟店各店でのショッピングの決済にご利用いただけます。 

また Tokyo Metro To Me CARD では、独自ポイント「メトロポイント」を導入いたします。PASMO で東京メト

ロ線をご乗車されるとメトロポイントがたまる「ＳＦ乗車ポイントサービス」、東京メトロの提携先でのご利用、

クレジットカード会社のポイントやＡＮＡマイルからの移行によってメトロポイントがたまり、たまったポイン

トはPASMOへのチャージ等に使うことができます。 

そのうえ、カードを提示することによって、東京メトロの提携店舗や施設での割引やサービスが受けられる等、

大変便利なクレジットカードです。 

 この Tokyo Metro To Me CARD の発行を記念いたしまして、ご入会や定期券のお買求めでメトロポイントがさ

らにたまるキャンペーンを実施いたします。 

 サービスの詳細及びキャンペーンの内容については別紙１のとおりです。 

 

 あわせて、本日 Tokyo Metro To Me CARD 専用ホームページ（http://www.to-me-card.jp）がオープンいたし

ます。 

 

※１ ゴールドカードは年会費１０，５００円（税込）です 

※２ PASMOは、株式会社パスモの登録商標です 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

この件についてのお問い合わせ先 

東 京 メ ト ロ  広 報 部 広 報 課  須  藤、枝 久 保  TEL 03-3837-8277

東 京 メ ト ロ  関連事業部カードビジネス担当  渡  辺、早  間  TEL 03-3837-7256

株式会社クレディセゾン  広 報 室  岡  田、宮  下  TEL 03-3982-0700

株式会社ジェーシービー  企 画 部 渉 外 グ ル ー プ   廣
ひろ

  渡
わたり

         TEL 03-5778-8337

ＵＦＪニコス株式会社  広 報 部  佐  藤、安  部  TEL 03-5296-1128

 

 



■別紙１ 

＜Tokyo Metro To Me Cardのサービス概要＞ 

１．Tokyo Metro To Me CARDのラインナップ 

 

２．ショッピング 

 （１）定期券購入 

    ・平成１９年３月１日（木）から、東京メトロの定期券うりばや継続定期券発売機での定期券のお買い 

求めに Tokyo Metro To Me CARD をご利用いただけます。なお、お支払いは一括払いのみとなります。 

 （２）PASMOオートチャージサービス  

    ・PASMOのオートチャージ決済に利用できます。 

※オートチャージサービスをご希望の場合は、事前のお申込が必要です。各駅に設置のオートチャー

ジサービス申込書でお申込ください。 

※PASMO 及び PASMO オートチャージサービスは平成１９年３月１８日（日）からサービスを開始いた

します。オートチャージ可能なPASMOはサービス開始にあわせてお手元にお届けいたします。 

 （３）ショッピング 

    ・お申し込みいただいた提携カードのクレジットカード会社加盟店各店でご利用いただけます。 

・ご利用に応じて、クレジットカード会社のポイントがたまります。 

・クレジットカード会社のポイント２００ポイントをメトロポイント１，０００ポイントに移行できま 

す。 

 

３．メトロポイント 

（１）ＳＦ乗車ポイントサービス 

   ・このサービスは、東京メトロ定期券うりば等に設置されているポイントチャージ機で、Tokyo Metro 

To Me CARDとPASMOをご登録いただくことでご利用いただけます。 

※オートチャージ用PASMO以外でもご利用いただけます。 

   ・ご登録いただいた PASMO で東京メトロ線にご乗車されると、１乗車につき一般カードでは２ポイント、 

ゴールドカードでは５ポイントのメトロポイントがたまります。 

 （２）PASMOへのチャージ 

    ・メトロポイントは、１，０００ポイントにつき、PASMOに１，０００円分のチャージができます。 

     ※チャージは、東京メトロ定期券うりば等に設置するポイントチャージ機にてお申込ください。 

 

４．東京メトロ提携サービス（詳細は別紙２） 

（１）ＡＮＡマイレージクラブのマイルとメトロポイントが相互交換できます。 

（２）提携先や施設をご利用の際、Tokyo Metro To Me CARD でのお支払いで、メトロポイントのプレゼント

又はご利用いただいた提携カードのクレジットカード会社や提携先のポイントがアップします。 

（３）店舗・施設でのご提示で、割引やポイントプレゼント等の各種サービスが受けられます。 

クレディセゾン ＪＣＢ ＵＦＪニコス 

 

UC VISA 

 

UC MasterCard 

 

 

 

JCB 

 

 

NICOS VISA 

 

NICOS MasterCard 



【メトロポイントのしくみ】 

 
５．キャンペーン内容 

 （１）入会時メトロポイント２倍プレゼント 

    ・平成１９年２月３日（土）から平成１９年４月３０日（月）までにTokyo Metro To Me CARDにご入 

会されますと、メトロポイントを１，０００ポイントプレゼントいたします。 

     ※キャンペーン期間外でのご入会では、５００ポイントをプレゼントいたします。 

 （２）定期券購入でメトロポイントプレゼント 

    ・平成１９年３月１日（木）から平成１９年１２月３１日（月）までに東京メトロ定期券うりば又は継 

続定期券発売機で定期券を Tokyo Metro To Me CARD でお買い求めいただきますと、購入額 

１，０００円につき５ポイントのメトロポイントをプレゼントいたします。 

 

 

以 上 



■ 別 紙２ 

【東京メトロ提携サービス詳細】 

ポイントはポイントに関するサービスを、提    示はTo Me CARDの提示によるサービスを表します。 

提携先 サービス内容 

全日本空輸 
ポイント 

・ＡＮＡマイレージクラブのマイルからメトロポイントへ移行できます。10,000 マイル⇒
10,000ポイント 
・メトロポイントからＡＮＡマイレージクラブのマイルへ移行できます。 
1,000ポイント⇒600マイル（平成19年6月以降開始予定） 

日本通運 
ポイント 

・Tokyo Metro To Me CARD ホームページよりリンクのペリカン便インターネット集荷サービ
スにて、集荷のお申込みをいただくと、荷物１個あたりメトロポイントを50ポイントプレゼ
ントします。 
・Tokyo Metro To Me CARD で引越しサービスのご利用金額をお支払いいただくと、1,000 円
（税込）につきメトロポイントを5ポイントプレゼントします。 

三越 
ポイント 

・Tokyo Metro To Me CARDでご利用金額をお支払いいただくと、1,000円（税込）につき、 
 メトロポイントを5ポイントプレゼントします。 
（対象店舗は日本橋本店、銀座店、池袋店となります。） 
※商品券等クレジットでの購入ができない商品など一部対象外の商品があります。 

ビックカメラ 
ポイント 

・Tokyo Metro To Me CARDでご利用金額をお支払いいただくと、通常クレジット払いで8％ 
 たまるビックポイントが8.5％にポイントアップします。 
※一部ポイントが異なる商品があります。 
※一部ポイント対象外商品もあります。 
※ビックポイントカード会員が対象となります。 

ベルビー赤坂 
ポイント 
提    示 

・Tokyo Metro To Me CARD でご利用金額をお支払いいただくと、1,000 円（税込）につき、メ
トロポイントを5 ポイントプレゼントします。（UC カードの場合は、1,000 円（税込）につ
き1ポイントたまるカード会社のポイントが2ポイントにポイントアップします。） 
・ご利用時に Tokyo Metro To Me CARD をご提示いただくと、7 店舗で各種サービスが受けられ
ます。 

メトロ・エム後楽園 
ポイント 
提   示 

・Tokyo Metro To Me CARD でご利用金額をお支払いいただくと、1,000 円（税込）につき、メ
トロポイントを5ポイントプレゼントします。（UCカードの場合は、1,000円（税込）につき
1ポイントたまるカード会社のポイントが2ポイントにポイントアップします。） 
・ご利用時に Tokyo Metro To Me CARD をご提示いただくと、13 店舗で各種サービスが受けら
れます。 

メトログリーン東陽町 
ポイント 
提   示 

・Tokyo Metro To Me CARD でご利用金額をお支払いいただくと、1,000 円（税込）につき、メ
トロポイントを5ポイントプレゼントします。（UCカードの場合は、1,000円（税込）につき
1ポイントたまるカード会社のポイントが2ポイントにポイントアップします。） 
・フロントにてTokyo Metro To Me CARDをご提示いただくと、入場料（税込）を半額に割引し
ます。 

アフラックサービス 
ショップ メトロピア 

日本橋店 
（2007年3月開店予定） 

ポイント 

・Tokyo Metro To Me CARD でご利用金額をお支払いいただくと、1,000 円（税込）につき、メ
トロポイントを5ポイントプレゼントします。 

恵比寿ガーデンプレイス 
提   示 

・ご利用時に Tokyo Metro To Me CARD をご提示いただくと、17 店舗で各種サービスが受けら
れます。 
※現金でのお支払いのみ対象となります。 

カレッタ汐留 
提   示 

・ご利用時に Tokyo Metro To Me CARD をご提示いただくと、26 店舗で各種サービスが受けら
れます。 

月島もんじゃ振興会 
協同組合加盟店 
提   示 

・ご利用時に Tokyo Metro To Me CARD をご提示いただくと、加盟店 62 店舗で 5％割引になり
ます。 
※お一人様、1,000円以上のご飲食をした場合に限ります。 

六本木ヒルズ 
提   示 

・ご利用時にTokyo Metro To Me CARDをご提示いただくと、「六本木ヒルズツアー」「展望台東
京シティビュー」の大人一般料金を200円割引いたします。 

東京国立博物館 
提   示 

・ご入館時にTokyo Metro To Me CARDをご提示いただくと、平常展の観覧料600円を500円に
割引いたします。（一般料金のみ） 
 ※高校生以下と満70歳以上は平常展無料 

メトロ食堂街 
提   示 

・ご利用時に Tokyo Metro To Me CARD をご提示いただくと、19 店舗で各種サービスが受けら
れます。 

Ｅｃｈｉｋａ表参道 
提   示 

・ご利用時に Tokyo Metro To Me CARD をご提示いただくと、3 店舗で各種サービスが受けられ
ます。 

地下鉄博物館 
提   示 

・お帰りの際、受付にて入館券とTokyo Metro To Me CARDをご提示いただくと、記念品をプレ
ゼントします。 

 


