2014 年 9 月 18 日
三菱地所株式会社
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ
三菱 UFJ ニコス株式会社

～ロイヤルパークホテルズの利用で、ダブルでポイントが貯まるお得なカード～

『三菱地所グループＣＡＲＤ ザ クラブ・ロイヤルパークホテルズ』
２０１４年９月２５日から会員募集開始

三菱地所株式会社(東京・千代田、取締役社長 杉山博孝)と株式会社
ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ(東京・千代田、取締役社長
河野雅明)、三菱 UFJ ニコス株式会社(東京・千代田、代表取締役社長
井上治夫)は、三菱地所グループの商業施設等の利用で貯まる「三菱地
所グループポイント」に加え、全国の「ロイヤルパークホテル」の利用
でポイントがダブルで貯まる提携クレジットカード『三菱地所グループ CARD ザ クラブ・ロイヤルパ
ークホテルズ』を新規に発行し、本年 9 月 25 日から会員募集を開始しますのでお知らせします。
三菱地所グループのホテル統括会社であるロイヤルパークホテルズアンドリゾーツは、本年 9 月 30 日
開業予定の「ロイヤルパークホテル ザ 羽田」を含め全国 8 カ所で「ロイヤルパークホテル」を展開、
それぞれの地域・街・文化に根ざしたスタイリッシュなホテルを運営、既にメンバーシップとして独自
の共通ポイントカード『ザ クラブ・ロイヤルパークホテルズ(THE Club)』を発行、サービスの提供を行
ってまいりました。
一方、三菱地所は 2013 年 3 月に三菱 UFJ ニコスと提携し、三菱地所グループの商業施設(「丸ビル」
「新丸ビル」
「MARK IS」
「アクアシティお台場」
「プレミアム・アウトレット」
「イムズ」等)や各ロイヤ
ルパークホテル等での利用で共通のポイントが貯まるクレジットカード『三菱地所グループ CARD』の
会員募集を開始しました。ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ社を含めた三社は今般、
『三菱地所グ
ループ CARD』と『THE Club』の両ポイント制度を合わせて、ダブルでお得な新カードを発行。新カー
ド誕生を記念し、2015 年 3 月 31 日までの入会で、合計 5,000 ポイント(「三菱地所グループポイント」
3,500 ポイント＋「ザ クラブ・ロイヤルパークホテルズポイント」1,500 ポイント)を進呈するキャンペ
ーンを実施します。

≪『三菱地所グループ CARD ザ クラブ・ロイヤルパークホテルズ』の概要≫
1.ポイントサービス･･･①と②の 2 種類のポイントがダブルで貯まる
①「三菱地所グループポイント」
100 円(税込)ごとに、提携施設では 2 ポイント(2％)、提携施設以外では 1 ポイント(1％)、ETC カ
ードでは 1.5 ポイント(1.5％)付与。1,000 ポイントで 1,000 円分の「三菱地所グループ共通ギフト
カード」に交換可能。
②「ザ クラブ・ロイヤルパークホテルズポイント」
100 円(税別)ごとに年間累計利用金額に応じて 5～10 ポイント付与。1,000 ポイントで 1,000 円分
のお支払いとして対象の施設・サービスにご利用可能。
2.年会費

初年度無料、次年度以降 1,250 円(税別)
但し年間のショッピング利用額が 45,000 円以上で、次年度年会費無料。

3.国際ブランド

Visa

4.その他の優待特典
■カード付帯サービス
＜グループ各施設での優待特典＞
提携施設の一部でカード提示による優待をご用意。東京丸の内・お台場、横浜みなとみらいや福岡
天神等の提携施設における駐車場 1 時間割引などお得なサービスが受けられます。
(主なサービス)
・上記駐車場における最初の 1 時間サービス
・三菱一号館美術館入館料 500 円割引
・サンシャイン水族館入館料割引
・提携施設の店舗毎の割引等各種サービス 等
5.スケジュール
募集開始： 2014 年 9 月 25 日(木)よりホームページ( http://www.mec-card.jp/rph/ )等で会員申込受付
発行開始： 2014 年 10 月 6 日(月)
6.「ROYAL PARK HOTELS」一覧
・仙台ロイヤルパークホテル

・横浜ロイヤルパークホテル

・ロイヤルパークホテル(東京・日本橋)

・ロイヤルパークホテル ザ 汐留

・ロイヤルパークホテル ザ 羽田(※)

・ロイヤルパークホテル ザ 名古屋

・ロイヤルパークホテル ザ 京都

・ロイヤルパークホテル ザ 福岡

(※)羽田空港国際線旅客ターミナル内に、2014年9月30日に誕
生する「ロイヤルパークホテル ザ 羽田」。ホテルエン
トランスは国際線旅客ターミナル3階出発ロビー内に直
結し、高品質で洗練された施設とサービス、そして遊び
心をプラスしたデザインやしつらえが、くつろぎのひと

さ

ときと旅への期待感を高めます。

©TIAT

ロイヤルパークホテル ザ 羽田

※上記ホテルを含めた三菱地所グループCARD提携施設一覧については別紙参考資料参照。
以

上

(ご参考)「全国の三菱地所グループ CARD 提携施設」一覧
■東北地方
・泉パークタウン タピオ(宮城県)
・仙台泉プレミアム・アウトレット(宮城県)
・仙台ロイヤルパークホテル(宮城県)
・泉パークタウンゴルフ倶楽部(宮城県)
・泉パークタウンテニスクラブ(宮城県)
・泉パークタウンゴルフ練習場(宮城県)

泉パークタウンゴルフ倶楽部

■関東地方
＜東京地区＞

＜神奈川県・横浜地区＞

・丸ビル、新丸ビル、丸の内ブリックスクエア

・ランドマークプラザ

オアゾ ショップ&レストラン、iiyo!!(イーヨ!!)、

・クイーンズタワーA ショップ&レストラン

東京ビル TOKIA 及び丸の内仲通りの丸の内

・MARK IS みなとみらい

エリア各加盟店舗

・ヨコハマスカイ

・アクアシティお台場

・横浜ロイヤルパークホテル

・サンシャインシティ各施設

＜その他＞

(水族館、サンシャイン 60 展望台・スカイレストラン、 ・佐野プレミアム・アウトレット(栃木県)
専門店街アルパ)
・南砂町ショッピングセンターSUNAMO

・あみプレミアム・アウトレット(茨城県)
・酒々井プレミアム・アウトレット(千葉県)

・ロイヤルパークホテル(日本橋)
・ロイヤルパークホテル ザ 汐留
・ロイヤルパークホテル ザ 羽田
■中部地方
・MARK IS 静岡(静岡県)

MARK IS 静岡

・御殿場プレミアム・アウトレット(静岡県)
・東富士カントリークラブ(静岡県)
・富士国際ゴルフ倶楽部(静岡県)
・土岐プレミアム・アウトレット(岐阜県)
・ロイヤルパークホテル ザ 名古屋(愛知県)
■近畿地方

ロイヤルパークホテル ザ 京都

・りんくうプレミアム・アウトレット(大阪府)
・神戸三田プレミアム・アウトレット(兵庫県)
・ロイヤルパークホテル ザ 京都(京都府)
■九州地方
・イムズ(福岡県)
・ロイヤルパークホテル ザ 福岡(福岡県)
・鳥栖プレミアム・アウトレット(佐賀県)

鳥栖プレミアム・アウトレット

(ご参考)「三菱地所グループ CARD」券種一覧
三菱地所グループ CARD の券種は、
『三菱地所グループ CARD ザ クラブ・ロイヤルパークホテルズ』
が新たに加わったことで、一般カード：7 種類(JCB は 5 種類)、ゴールドカード：3 種類となります。

―以下、既存発行券種―

一般カード

丸の内カード一体型

みなとみらいポイントカード一体型

※丸の内ポイントが別途付きます。

※みなとみらいポイントが別途付きます。

プレミアム・アウトレット
イムズ
※JCB ブランドはございません。

一般カード(ゴールド)

三菱地所のレジデンスクラブ

丸の内カード一体型

みなとみらいポイントカード一体型

(ゴールド)

(ゴールド)

※丸の内ポイントが別途付きます。

※みなとみらいポイントが別途付きます。

