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提携カードとしては日本初！ 

MINI のクレジットカード、MINI Card はミニサイズで誕生！! 

 

ビー・エム・ダブリュー株式会社（本社：千葉市美浜区中瀬 1-10-2、社長：ヘスス・コルドバ）

の 100%出資子会社ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社（本社：千葉市

美浜区中瀬 2-6 WBG マリブウエスト 18F、社長：リン・クライブ・プレボ）は、クレジットカード

「MINI Card」を発行いたします。7 月 1 日（金）より全国の MINI 正規ディーラーにて、     

7 月 7 日（木）より MINI 公式インターネットウェブサイト（www.MINI.jp）上にて会員の募集を

開始し、MINI ユーザーのみならず、MINI を愛する個人の方々を対象に発行いたします。 

 

MINI Card にお申し込みいただいた方には通常サイズのクレジットカードの他に、提携カード

としては日本初となるミニサイズの MINI Card が同時に発行されます。ミニサイズの   

MINI Card の大きさは 40 mm x 66 mm で、通常サイズの MINI Card と比べて 43%小さく

なっています。また、カードの左下に穴が開いているので、車のキーや携帯電話のストラップ

につけて持ち歩くことができ、エキサイティングな MINI ワールドを演出します。また MINI ETC 

Card も用意しており、MINI Card をお持ちの方に年会費無料で発行いたします。 

 

MINI Card は、株式会社 UFJ カード（本社：東京都千代田区、社長：安藤光隆）と BMW ジャ

パン ファイナンスとの業務提携により発行されます。ポイントプログラムとして、UFJ カードの

スマイルポイントプログラムに加 え、MINI 正 規 ディーラーで商 品 ・サービス購 入 時 に   

MINI Card をご利用いただくと、1 ポイント 5 円に換算してキャッシュ・バックを行う Value Back

（バリュー・バック）が利用できます。さらに、日本全国の MINI Card エクストラポイント加盟店

でご利用いただくと、通常ご利用金額 1,000 円ごとに 1 ポイントたまるポイントが 2 倍、3 倍

になるなど、MINI Card ならではの特典を用意しています。特典などの詳細は添付資料をご

覧ください。 

 

MINI Card 誕生を記念し、初回発行限定 3,000 名様に MINI のデザインをあしらった、ミニサ

イズの MINI Card オリジナルケースをプレゼントいたします。 

 

MINI Card は、MINI ブランドを単なる自動車としてだけではなく、顧客のライフスタイルの一

部として楽しんでいただくためのフィナンシャル・サービスの一つです。MINI は常にエキサイ

ティングなブランドとして、顧客の様々な嗜好に対応すべくクルマ以外の製品、サービスも同

時に提供していきます。 

 

なお本件については、株式会社 UFJ カードからも関係各紙にご案内しております。記事掲載

の際は、ご調整いただきますようお願いいたします。 



添付資料：商品概要 

1．カード名称 MINI Card 
2．発行カード 個人／一般 VISA 

3．年会費（税込） 本会員：3,200 円、家族会員：320 円 

4．利用範囲 国内・海外の VISA 加盟店（世界 289 の国と地域、約 3,000 万店） 

5．特     典 

1．Card Design  
■MINI Card 

       MINI Card は 2 枚。  
おサイフに 1 枚。車のキーに 1 枚。 

 
年会費    本会員   3,200 円（税込） 

              家族会員    320 円（税込）／1 名様につき 
〉〉ミニサイズの MINI Card は年会費永年無料となります。 

 

■MINI ETC Card 
      走りつづける。 
      楽しさがとまらない。 

 
        年会費永年無料。 

〉〉MINI ETC Card の発行には、MINI Card が必要です。 

 
2．MINI Card Point Program 
       国内・海外の VISA 加盟店で、ショッピングやお食事などを MINI Card でお支払いいただくとご

利用金額に応じて MINI Card Point が加算されます。ポイントは“Value Back”、“スマイルポ

イントプログラム”でご利用いただけます。 
 〉〉UFJ カードを複数枚お持ちの場合は、MINI Card も含めた全てのカードのスマイルポイ 

ントが合算され、スマイルポイントプログラムとしてご利用いただけます。 

        ■Value Back（バリューバック） 
MINI ディーラーで、商品・サービス購入時に MINI Card をご利用いただくと、お持ちのポイント内

でご指定のポイント数を 1 ポイント＝¥5 に換算して、キャッシュ・バックできます。 
        ■スマイルポイントプログラム 

UFJ カードのスマイルポイントプログラムの商品に交換できます。 
        ■ポイントのため方 

毎月のご利用合計金額 1,000 円ごとに 1 ポイントたまります。エクストラポイント加盟店でのご利

用については、1,000 円ごとに 2～3 ポイントたまります。 
〉〉年会費、キャッシングサービス、カードローン、およびリボ・分割手数料などは対象となりませ

ん。 
        ●一般加盟店：ショッピング 1,000 円のご利用ごとに 1 ポイント 

●エクストラポイント加盟店： 
JOMO        1,000 円＝2 ポイント（一部対象外の店舗がございます。） 
ヒルトンホテル  1,000 円＝3 ポイント（対象：ヒルトン東京・ヒルトン東京ベイ・ヒルトン大阪・ヒル

トン名古屋・ヒルトン成田。一部対象外の売上がございます。） 
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル  1,000 円＝2 ポイント（一部対象外の売上がござい

ます。） 
 
3．MINI Card の SERVICE 

（1）Travel & Entertainment 
■海外旅行傷害保険 
ツアー代金・航空券等のお支払いに MINI Card をご利用いただくと、傷害による死亡・後遺障

害・携行品損害などを幅広く補償いたします。補償金額／最高 5,000 万円  
■空港ラウンジサービス 
成田国際空港・中部国際空港・関西国際空港など、国内 12 の空港にあるラウンジが無料で

ご利用いただけます。 



■海外サポートサービス 
・海外日本語サービス 
海外の現地情報のご提供やチケットの予約等、世界 51 都市の海外トラベルデスクで、現地

スタッフが皆さまを日本語でサポートいたします。 
・海外緊急サービス 
MINI Card を紛失した場合に、カードを緊急発行または当面必要となる現金を用立ていたしま

す。 
■パッケージツアー割引サービス 
海外・国内のパッケージツアー（日本旅行、ジャルパック、ANA セールス＆ツアーズなど主催旅行など）

が 3%割引になります。 
■VISA 海外優待ガイド 
MINI Card 会員の皆さまは、海外での特典が満載の各種海外優待パスポートブックをご利用

いただけます。 
■海外遊 ing ガイド 
5%～30%の優待割引やプレゼントなどのサービスが受けられる海外の有名ショップ、レスト

ランを紹介した地図つきガイドブックです。 

■空港パーキングサービス 
成田国際空港・羽田空港・関西国際空港までお車でおでかけの際は、提携各社の駐車場を

優待割引でご利用いただけます。 
＊UFJ カード会員の旨お申し出のうえ、MINI Card でお支払いください。ご利用の 3～5 日前ま

でに直接お電話にてご予約ください。一部、割引対象外の場合もございます。 
＊タイムズ成田空港で駐車料金の 10%割引など。MINI Card でお支払いください。 
■レンタカー予約サービス 
提携各レンタカー会社（ニッポンレンタカー、オリックスレンタカーなど）へ直接お電話いただくこ

とにより、割引料金にてご利用いただけます。 
＊車種等により一部優待が受けられない場合があります。＊UFJ カード会員の旨お申し出のうえ、MINI 

Card でお支払いください。 
 
（2）Shopping 

■ショッピング保険 
国内外を問わず MINI Card で購入された商品の破損・盗難等による損害を購入日より 90 日

間（分割払いの場合は 180 日間）補償いたします。補償金額／年間最高 100 万円  

＊一部対象とならない品物もあります。 
■リボ払い／分割払い 
◆リボ払い：ご利用金額や件数にかかわらず、毎月一定額（元金＋手数料）をお支払いいた

だく方法。 
＊お店でのお買い物の際に「リボ払い」とご指定ください。 
◆分割払い：ご利用金額をご指定回数（3 回以上）に分割して毎月お支払いいただく方法。 
＊お店でのお買い物の際に「分割払い」とご指定ください。 
◆分割払い安心補償サービス：分割払いでご購入の商品が、購入日から 180 日以内に偶然

の事故で破損したり、盗難にあった場合の損害を補償いたします。 

＊リボ払い・分割払いには手数料がかかります。 
 
 
 
 
 



（3）Driving 
■MINI ETC Card 
年会費永年無料で MINI オリジナルデザインの MINI ETC Card がご利用できます。 
■シートベルト保険 
国内でシートベルト着用中の事故により、死亡または重度後遺障害を被ったとき補償いたしま

す。 
補償金額／最高 1,000 万円  

 
 （4）Financing 

■キャッシングサービス 
お手持ちの MINI Card でキャッシングサービスがご利用いただけます。ご利用可能枠の範囲

内で何度でもご利用いただけ、お支払いは毎月 15 日までのご利用分と手数料を翌月 10 日

に一括払いとなります。 
■カードローン 
お手持ちの MINI Card でローンがご利用いただけます。ご利用可能枠の範囲内で繰り返しご

利用いただけ、お支払いは毎月ほぼ一定額の元金と利息となります。＊家族会員の方、未成

年・学生の方はご利用いただけません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※MINI Cardにお申し込みいただいた方は、ミニサイズのMINI Cardも同時発行となります（本会員・
家族会員ともに）。 
※ミニサイズのMINI Cardのご利用は、ショッピングのみとなります。 
※ミニサイズのMINI Cardはキャッシング、カードローンはご利用いただけません。 
※レギュラーサイズのMINI Cardでキャッシング、カードローンをご利用の際は、暗証番号が必要とな
ります。 
※ミニサイズのMINI CardはMINI Cardと別にお届けいたします。 
  MINI Cardのお届け後 2～3週間後のお届けとなりますので、あらかじめご了承ください。 
※MINI ETC Cardのお届けは、MINI Cardのお届け後 1～2週間後となりますので、あらかじめご了承く
ださい。 


