
 

平成 25年 4月 1日 

 

松井玲奈さんをキャンペーンモデルに 

を実施 「クレジットカード啓発キャンペーン」
 

 

このたび一般社団法人日本クレジット協会では、松井玲奈さんをキャンペーンモデルに起用し、

消費者の皆様に対してクレジットカードをご利用いただく際の注意事項についてご理解を求める

ため、「好きです♥ルールを守る人 」をキャッチフレーズに、！ 「クレジットカード啓発キャンペ

《平成 25年 4月 1日（月）～平成 25年 6月 30日（日）》を実施いたします。〔別添参照〕 ーン」

本キャンペーン期間中、全国主要都市の駅、全国 47 都道府県の大型郵便局、協力店舗へのポス

タ ー や Ｐ Ｏ Ｐ の 掲 出 や 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ 内 で の キ ャ ン ペ ー ン サ イ ト の 設 置

（http://www.j-credit.or.jp/）の他、新聞やＷｅｂ広告など様々な方法で広報・啓発していきま

す。 

 

 

【B0サイズポスターデザイン】 

 

〔お問い合せ先〕 

 一般社団法人日本クレジット協会 消費者・広報部 TEL 03－5643－0011 

   〒103－0016 東京都中央区日本橋小網町 14番 1号 住生日本橋小網町ビル 

    URL:http://www.j-credit.or.jp  

http://www.j-credit.or.jp/


クレジットカード啓発キャンペーンについて 

 

１．目的等  

当協会では、昨年に引き続き※消費者に対しクレジットカードの基本的なルールを周知するこ

とにより、トラブルの未然防止とイメージアップによる利用促進への寄与を目的として「クレ

ジットカード啓発キャンペーン」を実施いたします。 

本キャンペーンは、若手人気タレントの松井玲奈さんをキャンペーンイメージモデルに起用

し、同年代の大学生や今後クレジットカードの利用をはじめる新社会人などの若年層を特に意

識し、クレジットカードのルールに関して広く啓発することとしております。 
※平成 24年 3月 31日～平成 24年 6月 30日をキャンペーン期間とし、篠田麻里子さんをキャンペーンモデルに実施。 

 

 

２．キャンペーン期間 

平成２５年４月１日～平成２５年６月３０日（３ヶ月） 

 

 

３．当協会におけるポスター等の今後の広報活動予定 

  当協会では、本キャンペーン活動として会員会社、行政、大学などにも協力を要請するととも

に、以下のような様々な手法で積極的に広報・啓発いたします。 

  なお、本キャンペーンに関する情報については、協会ホームページ内でのキャンペーンサイト

を設置（http://www.j-credit.or.jp/）し、公開していきます。 

 

①鉄道駅貼り広報 

   4月に全国 5大都市圏の主要鉄道駅にＢ0サイズ又 B1サイズポスターを掲出〔参考 1参照〕 

 

②空港線駅貼り広報 

   以下の空港線駅に掲出 

   〔東京モノレール〕≪掲出期間：4月 30日（火）～5月 6日（月）≫ 

・羽田空港第 1ビル駅、羽田空港第 2ビル駅 

  

〔福岡市営地下鉄〕《掲出期間：4月 1日（月）～4月 7日（日）≫ 

 ・福岡空港駅 

 

  ③郵便局貼り広報 

   4月に 47都道府県主要郵便局に B2サイズポスターを掲出〔参考 2参照〕  

  

  ④新聞による広報 

   全国紙に広告掲載予定〔※詳細については決定次第 HP上にて公開〕 

 

  ⑤インターネットによる広報 

   キャンペーン期間中の 3か月間マイナビニュースにバナー広告 

 

  ⑥協力店 

   全国の家電量販店、百貨店等にてポスター、POPの掲出〔協力店名については HP上にて公開〕 

以上 

別添 



ポスター掲出先（鉄道駅） 

 

〇【北海道地区】 

〔札幌市営地下鉄〕《掲出期間：4月 1日（月）～4月 7日（日）》 

内容：主要 17駅（さっぽろ、大通、すすきの、等）に B0サイズ 1枚～4連貼 

 

 

〇【関東地区】 

〔ＪＲ東日本〕《掲出期間：4月 1日（月）～4月 7日（日）》 

内容：都心の利用者の多い 4駅（渋谷、池袋、東京、秋葉原）に B0サイズ 5連貼り 

イベント会場最寄りの海浜幕張駅に B0サイズ単貼り 

 

  〔東京メトロ〕《掲出期間：4月3日（水）～4月9日（火）又は4月12日（金）～4月18日（木）》 

内容：協会関連駅（人形町、水天宮前、霞ヶ関）に B1サイズを単貼り 

 

〔京王〕《掲出期間：4月 15日（月）～4月 21日（日）》 

内容：学生の利用が多い 17駅（新宿、渋谷、明大前、等）に B1サイズ 2連貼り 

 

 

〇【名古屋地区】 

〔ＪＲ東海〕《掲出期間：4月 2日（火）～4月 8日（月）》 

内容：ＪＲ名古屋駅に B0サイズ 2連貼り 

 

〔近畿日本鉄道〕《掲出期間：4月 2日（火）～4月 8日（月）》 

内容：利用者の多い 2駅（名古屋、四日市）に B0サイズ 2連貼り 

 

〔名古屋鉄道〕《掲出期間：4月 2日（火）～4月 8日（月）》 

内容：利用者の多い 2駅（名古屋、神宮前）に B0サイズ 1枚貼り 

 

〔名古屋市営地下鉄〕《掲出期間：4月 23日（火）～5月 6日（月）》 

内容：主要 8駅（名古屋、栄、等）に B0サイズ 2連～4連貼 

 

 

〇【関西地区】 

〔大阪市営地下鉄〕《掲出期間：4月 1日（月）～4月 7日（日）》 

内容：主要 12駅（梅田、なんば、天王寺、等）に B1サイズ 2連貼 

 

〔阪急電鉄〕《掲出期間：4月 19日（金）～4月 25日（木）》 

内容：学生の利用が多い主要 20駅（梅田、宝塚、等）に B0サイズ 1枚貼り 

 

 

〇【福岡地区】 

〔福岡市営地下鉄〕《掲出期間：4月 1日（月）～4月 7日（日）》 

内容：全線全駅（博多、天神、福岡空港、等）に B1サイズ 1枚貼り 

 

〔西鉄〕《4月 15日（月）～4月 21日（日）》 

内容：主要 26駅（西鉄福岡、西鉄久留米、等）に B1サイズ 1枚貼り 

  

参考 1 



ポスター掲出先（郵便局） 
【掲示期間：4月 1日～4月 30日】 

 

【 
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【47都道府県 53局】 

 

愛知県 
名古屋中央郵便局 

名古屋中央郵便局駅前分室 

三重県 津中央郵便局 

滋賀県 大津中央郵便局 

京都府 京都中央郵便局 

大阪府 大阪中央郵便局 

兵庫県 神戸中央郵便局 

奈良県 奈良中央郵便局 

和歌山県 和歌山中央郵便局 

鳥取県 鳥取中央郵便局 

島根県 松江中央郵便局 

岡山県 岡山中央郵便局 

広島県 広島中央郵便局 

山口県 山口中央郵便局 

徳島県 徳島中央郵便局 

香川県 高松中央郵便局 

愛媛県 新居郵便局 

高知県 高知中央郵便局 

福岡県 
福岡中央郵便局 

博多郵便局 

佐賀県 佐賀中央郵便局 

長崎県 長崎中央郵便局 

熊本県 熊本東郵便局 

大分県 大分中央郵便局 

宮崎県 宮崎中央郵便局 

鹿児島県 鹿児島中央郵便局 

沖縄県 那覇中央郵便局 

海道 札幌中央郵便局 

青森県 青森中央郵便局 

岩手県 盛岡中央郵便局 

宮城県 仙台中央郵便局 

秋田県 秋田中央郵便局 

山形県 山形中央郵便局 

福島県 福島中央郵便局 

茨城県 水戸中央郵便局 

栃木県 宇都宮中央郵便局 

群馬県 前橋中央郵便局 

埼玉県 さいたま中央郵便局 

千葉県 千葉中央郵便局 

東京都 

新宿郵便局 

豊島郵便局 

渋谷郵便局 

麹町郵便局 

深川郵便局 

神奈川県 横浜中央郵便局 

新潟県 新潟中央郵便局 

富山県 富山中央郵便局 

石川県 金沢中央郵便局 

福井県 福井中央郵便局 

山梨県 富士吉田郵便局 

長野県 長野中央郵便局 

岐阜県 岐阜中央郵便局 

静岡県 静岡中央郵便局 

参考 2 


