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員専用 24 時 間 音 声 情 報サービ ス

ピングマイル･ショッピングポイント照会＊1」
が24時間いつでもご利用いただけます。

レジットカード番号）
およびクレジットカード暗証番号が必要です。

04

＜携帯電話・PHS ／海外からは＞ 03ｰ5460ｰ4343
（有料）

各種資料

家族プログラム申込書
ツアープレミアム申込書
ショッピングマイル・プレミアム入会申込書
ショッピングマイル・プレミアム退会届
保険のご案内
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ガイダンスまたはWebサイト（www.jal.co.jp/jalcard/rd/voice.html）でもご確認いただけます。
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参 加 登 録 ダイヤル

ンペーンへの参加登録が24時間いつでもご利用いただけます。

54（有料）

入力

面に
桁の

生年月日を入力

（例）
19830301

自動音声登録
コード＊2を入力

登録完了

キャンペーンごとに異なります。本誌掲載のキャンペーンサイトにてご確認ください。

・連 絡 先

・

は
/

電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

JALカード お客さまサービスセンター
＊3

0120ｰ747ｰ907

携帯電話･PHS/海外からは 03ｰ5460ｰ5131＊3
（有料）
月～金 9：00～17：30、
土 9：00～17：00
（日・祝日・年末年始は休み）
※CLUB-Aゴールドカードおよびプラチナ会員の方は、
カード裏面に記載された専用
電話番号もご利用いただけます。
※請求金額や利用可能枠のお問い合わせは、
各提携カード会社へご連絡ください。

www.jal.co.jp/jalcard/

JAL・Mastercard／JAL・Visaカード／JALカード TOKYU POINT ClubQ
DCカード盗難紛失受付センター

海外からの連絡先

0120-664476
81-3-3770-1818

JAL・JCBカード／JALカード OPクレジット
JCB紛失盗難受付デスク

0120-794-082

海外からの連絡先

81-422-40-8122

JALダイナースカード
ダイナースクラブ コールセンター

0120-074-024

海外からの連絡先

81-3-6770-2796

JALカードSuica
ビューカード紛失・盗難デスク

03-6685-4800

JAL アメリカン・エキスプレス
®・カード
MUFGカード盗難紛失受付センター

0120-107542

海外からの連絡先

81-52-249-1468

JMB日本地区会員事務局

0570ｰ025ｰ039＊3（有料） 03ｰ5460ｰ3939＊3
月～金 8：00～19：00、
土 9：00～17：30
（日・祝日・年末年始は休み）
自動音声応答サービス
「待っテル君」／JAL Webサイト

0120ｰ747ｰ039 24時間（年中無休）
※フリーダイヤルをご利用の場合には、発信者番号を通知いただくか、番号の頭に「186」をつけておかけください。
0570ｰ025ｰ055（有料） 03ｰ5460ｰ1111 www.jal.co.jp

ために録音させていただきます。

ス®・カードは、㈱JALカードと、アメリカン・エキスプレスのライセンスを受けた三菱UFJニコス㈱が
ます。「アメリカン・エキスプレス」
はアメリカン・エキスプレスの登録商標です。
理などの写真はすべてイメージです。
現在の情報をもとに作成しています。予告なしに変更される場合があります。

JALカードSuicaに待望の「CLUB-Aゴールドカード」
「家族会員カード」が誕生！〈P.3-4〉
「JALカード航空教室／伊丹」のお知らせ〈P.5〉
夏の疲れを癒す眺望が自慢の特約店の宿〈P.15-16〉

※掲載内容は、2018 年 7 月現在の情報をもとに作成しています。予告なしに変更される場合があります。
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トラベル×グルメコラム

プエブラ
（メキシコ）

世界遺産に登録されている、美しいグルメの街
渡辺 裕希子=文

プエブラには、
こんな伝説がある。時は16世紀、スペイン人の
宣教師たちは街の中心にカテドラル（教会）を建設したが、重
さ8トンもの鐘を吊るす方法が見つからず、そのまま地面に放置して
いた。ところがある朝、住民たちが耳にしたのは
「ゴーン、ゴーン」
と街
中に響き渡る鐘の音色。
「 きっと夜のうちに、天使が鐘を運んでくれた
に違いない」。プエブラが“天使の街”
と呼ばれるゆえんだ。
碁盤の目のように整然とした通りに色彩豊かなコロニアル建築が並
び、いたる所で天使の像が羽を広げる。世界遺産に登録されている美
しい街は、食文化として世界で初めて世界無形文化遺産に認定された
メキシコ料理の故郷ともいわれる。最も有名なのは、鶏肉にチョコレー

〔チレ・エン・ノガダ〕

©プエブラ州政府観光局

20種類以上の材料を使った繊細で手間のかかる料理。プエブラの修道院で作られたレシピが
発祥とされる。

トや唐辛子のソースをかけた
「モレポブラーノ」
だが、6～9月に訪れる

©Mexico Tourism Board: Photo/
Ricardo Espinosa-reo

なら、この時期にしか食べられないプエブラ発祥の「チレ・エン・ノガ
ダ」
を食べないわけにはいかない。ポブラーノと呼ばれる唐辛子の緑、
くるみをクリームで和えたソースの白、散りばめられたザクロの赤でメ
キシコの国旗を表現したこの料理は、独立記念日の9月16日に国中で
食べられる一品。ポブラーノの中には豚と牛の合挽肉やバナナ、
リン
ゴ、ナッツ類が詰められ、ほんのりと甘辛い複雑な味わいが広がる。
メキシコ中部にあるプエブラは、首都のメキシコシティからバスで
約2時間の距離。メキシコらしい華やかな絵付けで人気の特産品タラ
ベラ焼きの買い物も楽しめ、ライトアップされた夜の街もまた味わい
深い。ぜひ足を延ばして訪れて欲しい。

旅する人が本当に使えるJALカードのサービス
スムーズに予約できる

会員専用国内線予約

JALカード会員専用のフリーダイヤルをご用意。
お得意様番号でスムーズに予約でき、
スケジュールや
空席状況もご案内いたします。
※携帯電話からは有料となります。

〔サンフランシスコ・アカテペック教会〕
プエブラ近郊の小さな村にあるサンフランシスコ・アカ
テペック教会。外壁はタラベラ焼きで埋め尽くされ、
圧巻の美しさ。

〔ロサリオ礼拝堂〕
カテドラルと並ぶプエブラの名所、サント・ドミンゴ教会に
あるロサリオ礼拝堂。金箔をふんだんに使った豪華絢爛
な装飾は一見の価値あり。

©プエブラ州政府観光局

表紙の 写 真 について
第4回 JALカードと行った思い出の旅コンテスト 入賞作品
Star night
投稿者：Hiroki K. さん
撮影場所：ニュージーランド レイク・テカポ
エピソード

まばらな雲がいい雰囲気を出してくれた。
テカポの教会にて。

便利でおトクなサービスを動画で実感！ http://jalcard.jal.co.jp/tabiservice/
2
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※掲載内容は、2018 年 7 月現在の情報をもとに作成しています。予告なしに変更される場合があります。
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MONTHLY PICK UP

JALカードSuicaに待望の「CLUB-Aゴ

2018年7月18日より、
JALカードSuicaに
「CLUB-Aゴールドカード」
「家族
これを記念して、
キャンペーンを実施中です！

ールドカード」
「家族会員カード」が誕生！
会員カード」
が誕生しました。

【期間】
2018年7月18日
（水）
～10月31日
（水）
【キャンペーン内容】

①CLUB-Aゴールド・CLUB-A切替キャンペーン
自動音声登録コード
期間中、
既にお持ちのJALカードSuicaを
：2810401
「CLUB-Aゴールドカード」
または
「CLUB-Aカード」
へお切り替えいただいた本会員の方に

参加登録必要

1,000マイル＋最大2,000JRE POINTをプレゼント
さらに

②家族会員入会キャンペーン
期間中、
JALカードSuicaの家族会員カードに
ご入会いただくと本会員の方に

：1811001 参加登録必要

500マイル＋500JRE POINTをプレゼント

抽選で誕生記念オリジナルグッズが当たるチャン

スも！

CLUB-Aゴールドカードへご入会または
お切り替えいただいた方に当たる！

家族会員カードにご入会いただいた方に当たる！

ゴールドカード賞

自動音声登録コード

家族会員賞

オリジナルネームタグ・
・
・100名様
【手続き方法】
キャンペーン①、
②ともに以下のいずれかの方法でお切り
●JALカード会員専用オンラインサービス
「MyJALCARD」
●各種専用申込書
（切替申込書／家族会員入会申込書）

オリジナルペンケース・
・
・1,000名様
替えまたはお申し込みください。

※本キャンペーンは、2018年12月31日までにカードが発行された方で、
カードのお受け取り後、
※キャンペーンには各種条件があります。詳細は以下URLをご覧ください。
※画像はイメージです。
※
「Suica」
は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※
「Suicaのペンギン」
は東日本旅客鉄道株式会社のSuicaのキャラクターです。

2019年1月31日までにMyJALCARDでキャンペーン参加登録をされた方が対象です。

CLUB-Aゴールド・CLUB-A切替キャンペーンの詳細はこちら

家族会員入会キャンペーンの詳細はこちら

http://jalcard.jal.co.jp/rd/change_suica/
締 切 間 近！

第5回 JALカードと行った思い

JALカード会員の皆さまが旅先で得た、家族や友人とのかけがえのない
出の写真をエピソードとともにご応募ください。お一人様につき、最大5
もれなく10マイルをプレゼント！さらに、入賞作品およびWebサイト
など素敵な賞品をご用意いたします。グランプリ作品などは、JALグルー
皆さまのご応募をお待ちしております。
応募期間 2018年7月2日
（月）
～9月30日
（日）
選定基準 エピソードと写真を通じて、旅の良さが感じられる作品を選定
いたします
受賞作品発表 2018年12月10日
（月）
詳細・ご応募はこちら

http://jalcard.jal.co.jp/rd/kazoku_suica/

出の旅コンテスト

一瞬や笑顔、素敵な出会い、目にした風景や新たな発見など、旅の思い
作品までご応募いただけます。ご応募いただいた方には、1作品につき
をご覧いただいた方の投票で上位2作品に選ばれた方には、JAL旅行券
プ機内誌
「SKYWARD」
や当社Webサイトで発表予定です。
賞品の一例

グランプリ作品

JAL旅行券10万円分

準グランプリ作品

「京小宿 室町 ゆとね」ペア宿泊券

http://jalcard.jal.co.jp/tabicontest/

入賞作品
1,000マイル

MILE
など
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※掲載内容は、2018 年 7 月現在の情報をもとに作成しています。予告なしに変更される場合があります。
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INFORMATION JALカード会員だけのおトクな情報

EVENT

CAMPAIGN

「お子さまと楽しめる航空教室」
「大人のための航空教室」いずれかをご選択ください

JALカード航空教室／伊丹

キャンペーンID：B18N06

毎回大好評の航空教室を、
今回は伊丹で開催いたします。
午前の部はお子さまとご一緒に、午後の部は大人だけ
の教室と、楽しみ方にあわせてお選びください。皆さま
のご応募をお待ちしております！
日
会
内

程 2018年12月8日
（土）
場 大阪国際空港（伊丹空港）周辺のJ-AIR関連施設
容 パイロットの講話、
キャビンアテンダントの講話、
客室訓練施設でのサービス体験、格納庫見学 など
※内容は一部変更となる場合があります。

60歳以上のJALカード会員限定！

JAL旅行積立
旅行券プレゼントキャンペーン

期間中、対象条件でお申し込みをされた60歳以
上のJALカード会員の方に、満期到来時に、満期
旅行券額にプラスしてJAL旅行券をプレゼント。
申込期間 2018年9月1日
（土）
～10月31日
（水）
対象の方 お申し込み時点で60歳以上のJALカード個人会員かつ
JAL旅行積立をJALカードでお支払いの方
対象条件
コース名
満期旅行券額

一時払いコース 30万円以上かつお預け入れ期間12カ月
毎月払いコース 30万円以上かつお支払い回数12回

参 加 費 無料

※ご自宅⇔開催地
（大阪国際空港）
の交通費、
前後泊の宿泊費は自己負担となります。

応募期間 2018年9月3日
（月）
～21日
（金）

※当選確率がCLUB-Aカード会員の方は2倍、
CLUB-Aゴールドカード・JALダイナースカード ▲ 前回の「航空教室/伊丹」の様子
会員の方は3倍、
プラチナ会員の方は4倍となります。
※抽選結果を2018年9月28日より順次、MyJALCARDメッセージボックスに表示
いたします。また、当選者にはお申し込み時にご登録いただいたメールアドレス
にもご連絡をいたします。当選されなかった方へのメールでの通知はいたしませ
んので、
ご了承ください。
※ドメイン指定を行っている場合は、
「＠jalcard.co.jp」
からのメールが受信できる
よう設定をお願いいたします。

以下のいずれかをご選択のうえご応募ください。
※時間は変更となる場合があります。

午前の部 お子さまと楽しめる航空教室

時
間 9：30～13：00
募集人数 40名様
参加資格 JALカード会員1名様と、小学生以上18歳以下のお子さま
1名様の2名様1組
※JALカード会員1名様でご参加の場合は、
午後の部でお申し込みください。
※小学生以上18歳以下のお子さまは、
JMB会員であることが条件です。

午後の部 大人のための航空教室

時
間 14：30～18：00
募集人数 40名様
参加資格 18歳以上
（高校生を除く）
のJALカード会員1名様または
2名様1組
※参加者全員がJALカード会員であることが条件です。ご同伴者様がJALカード会
員ではない場合は、
応募期間中にJALカードへのお申し込み手続きをお済ませい
ただくことを条件に、
ご応募いただけます。

詳細・ご応募はこちら

特

典 満期旅行券額が
30万円以上50万円未満・
・
・JAL旅行券
（3,000円分）
をプレゼント
50万円以上70万円未満・
・
・JAL旅行券
（6,000円分）
をプレゼント
70万円以上・
・
・JAL旅行券
（10,000円分）
をプレゼント

※満期到来前にJALカードを退会した場合および積立を中途解約した場合は対象となりません。
※JAL旅行券のプレゼントはお一人様1回のみとなります。

詳細・お申し込みはこちら

www.jal.co.jp/tabitsumi/campaign_senior/

※2018年9月1日
（予定）
以降ご覧いただけます。

CAMPAIGN

リゾートホテル マイルプレゼントキャンペーン
期間中、対象施設で合計50,000円
（税込）
以上JALカードを利用された
方のなかから、抽選でマイルをプレゼント。
利用期間 2018年6月1日
（金）
～11月30日
（金） 自動音声登録コード
：3824901 参加登録必要
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
対象施設 カフー リゾート フチャク コンド・ホテル、
カヌチャベイホテル＆ヴィラズ、
ホテルアラマンダ小浜島、
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート、
ザ・ブセナテラス など
（全11施設）
賞
品 5,000マイル・
・
・20名様
※宿泊以外のご利用分については、本キャンペーンおよび特約店の対象とならない場合がありま
すので、ご利用の際に各施設へご確認ください。
※当選の発表は、2019年2月末(予定)にMyJALCARDにてお知らせいたします
（当選者のみ）
。

詳細はこちら

www.jal.co.jp/jalcard/information/resorthotel1806/

www.jal.co.jp/jalcard/event/itm1812/

※2018年9月3日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
※Webサイトをご覧いただけない方は、
お客さまサービスセンターまでご連絡ください。

▲ ホテルアラマンダ小浜島

▲ シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート
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※掲載内容は、2018 年 7 月現在の情報をもとに作成しています。予告なしに変更される場合があります。
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「JALカードカップ」ゴルフ大会を
フェニックスカントリークラブで開催いたします！
時 2018年11月9日(金)
プレーは8：00よりスタートいたします(予定)
（宮崎県）
開 催 地 フェニックスカントリークラブ
競技方法 新ぺリア方式・18ホールズストロークプレー
定
員 80名様
プレー料金 プラン名
内容
料金
プレー代+デラックスツイン1泊
Aプラン 42,170円
（11月8日）
日

Bプラン

49,670円

プレー代+クラブツイン・グランド1泊
（11月8日）

※宿泊先は
「シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート」
となります。
※上記プランは1泊朝食付き1名様料金
（1室2名様）
〈税・サービス料込〉
となりま
す。ただし、
シングル利用の場合、Aプランは7,000円、Bプランは8,000円増しと
なります。
※Bプランはクラブラウンジのご利用など、
ほかの特典もご用意しております。
※プレー代の追加費用はありません。昼食代は別となります。

（10,000円分）
、
JALカードオリジナル優勝記念盾
優勝賞品 百貨店商品券
（先着順）
応募方法 お電話にて承ります
「JALカードカップ」
ゴルフ大会事務局
TEL：03-5358-1695 10：00～17：00
（土・日・祝日は休み）
※
（株）
JALカードはゴルフ大会事務局の運営業務を日新航空サービス
（株）
に委託
しています。
※プレー後のパーティーはありません。賞品は後日郵送にてお届けいたします。
※遠方からご参加の方には、
大会事務局にて航空券の手配を承ります。
※天候、そのほか不測の事態など、
やむを得ない事情により、大会を中止する場合
があります。
※開催地までの交通費、
宿泊費および個人飲食費などは自己負担となります。
※プレー料金やオプショナルプラン料金は、
ゴルフ大会事務局にて予約された場合
のみ適用となります。

ご希望の方へオプショナルプランをご用意しました
上記電話番号よりお申し込みください。

１．
スペシャルゲストによるトークショー
日時：2018年11月8日(木)16：30～17:30
※ワンドリンク・軽食付き
料金：1名様につき2,000円
（税・サービス料込）
２．
オプショナルプレー
日時：2018年11月8日(木)
料金： フェニックスカントリークラブ
21,770円
（税込）
（コース指定なし）
トム・ワトソンゴルフコース

13,860円
（税込）

※フェニックスカントリークラブは4名様1組での料金です。3名様の場合は1,404円、
2名様の場合は4,320円増しとなります。

３．
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート内レストランにて
JALカード特別メニューをご用意
（要予約）
※座席数には限りがあります。

※オプショナルプランの詳細は以下URLをご覧ください。

詳細はこちら

www.jal.co.jp/jalcard/event/cup1811/

JALカード会員ご紹介プログラム
ご紹介いただいた方が以下のカードに本会員として入会されると、
あなたさまにプレゼント

プラチナ

CLUB-Aゴールドカード
JALダイナースカード

CLUB-Aカード

5,000 マイル

3,000 マイル

2,000 マイル

普通カード
JALカード navi
（学生専用）

500 マイル

Web紹介ボーナス

100 マイル

PCまたはスマートフォンからのご紹介で、
ご入会者1名様につき

※上記ボーナスマイルは、入会される方が2018年10月31日
（申込書到着日／Web受付日）
まで
にお申し込みいただいた場合が対象となります。

空でも陸でもマイルをためたい方におすすめのカードはこちら！

PICK
UP! JALカードとSuicaが融合した
「JALカードSuica」 ゴールドカードと
・ためたマイルをSuicaにチャージできる

家族会員カードが誕生！

・Suica／PASMOエリア内の自動改札機でオートチャージ可能
・Suicaへのチャージや定期券の購入でJRE POINTがたまり、
たまったJRE POINTはマイルに交換できる

以下のいずれかでご紹介ください
JALカード Webサイトから
JALカード紹介

検索

http://jalcard.jal.co.jp/friendship/
JALカード ご入会専用ダイヤルから

0120-747-025

スマートフォン専用

海外からは03-5460-5474
（有料）

月～金 9：00～17：30、土 9：00～17：00
（日・祝日・年末年始は休み）

本誌掲載のキャンペーンについて
※当社が同時期に実施するほかの抽選式キャンペーンと重複しての当選はありません。
※掲載のキャンペーン内容は抜粋です。詳細は、各キャンペーンサイトをご覧ください。
※Webサイトをご覧いただけない方は、お客さまサービスセンター
（
）
まで
ご連絡ください。
参加登録必要

キャンペーン期間中に、
「MyJALCARD」
または
「キャンペーン参加登録ダイ
ヤル」
にてご登録ください。本会員、家族会員それぞれ参加登録が必要です
（本会員の登録で家族会員も対象となる場合もあります）
。
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※掲載内容は、2018 年 7 月現在の情報をもとに作成しています。予告なしに変更される場合があります。
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ボーナスWAONが当たる！

JMB提携ホテルキャンペーン

電子マネー特典WAON交換キャンペーン

グランドニッコー東京 台場

JALとイオンが提携して10周年。日頃の感謝の気持
ちを込めて、キャンペーンを実施いたします。期間
中、電子マネー特典
「WAON」
に特典交換していた
だくと、抽選で1,000WAONが当たります。この
おトクな機会をお見逃しなく！

■キャンペーン期間
2018年9月1日
（土）
～10月31日
（水） ※特典交換日
■キャンペーン内容
期間中、電子マネー特典
「WAON」
へ交換された方のなかから、抽選で
3,000名様に1,000WAONをプレゼント。
■対象の方
JMB日本地区会員かつ、対象のJMB WAON＊をお持ちの方

＊対象のJMB WAONの詳細はこちら www.jal.co.jp/jalmile/jmbwaon/

詳細はこちら

ベイエリアならではのリゾート感が魅力の
「グランドニッコー東京 台場」
。エグゼクテ
ィブラウンジ のリニューアルを記 念した
「J-SMART 1000」宿泊プランのご利用
で、1泊につき1,000マイルをプレゼント。
あわせてレストランや婚礼でもボーナス
マイルがたまるキャンペーンも実施中です。
充実のお台場ステイをお楽しみください。

期
間
ご予約・お問い合わせ

www.jal.co.jp/jal_aeon_10th/campaign/

www.tokyo.grand-nikko.com/lp/
jmbmile2018/

JAL国内線・国際線特典航空券が
さらに便利になります！
JALグループ国内線特典航空券の
新規予約申し込み・変更受付期限を拡大いたします

新規予約申し込み・変更受付期限は、
ご搭乗日の前日から起算して4日前
まででしたが、2018年10月4日
（木）
受付分より、
ご搭乗日の前日までに
延長いたします。
※電話の場合は窓口営業終了時間までとなります。

詳細はこちら

「JAL国際線特典航空券PLUS」
を導入いたします
今までのJAL国際線特典航空券ではキャンセル待ちになるような場合で
も、追加のマイルをいただくことで、特典航空券としてご利用いただける
サービス
「JAL国際線特典航空券PLUS」
が2018年12月に開始予定です。
必要マイル数
（以下、基本マイル数）
は変更なく、基本マイル数でご予約
いただけるケースに変わりはありません。なお、一部路線においてはこれ
までより少ないマイル数を設定するため、おトクにご利用いただけます。
今まで

PLUS開始後
今までの特典航空券では、
キャンセル
待ちとなる日程でも、追加マイルの
ご利用により予約できる日が増える

キャンペーン期間中にご出発の海外旅行で、AIG損保と東京海上日動火
災保険の海外旅行保険をお申し込みの方に、
ショッピングマイルとe JAL
ポイント
（保険料100円＝1ポイント）
に加え、
さらにボーナス”
200ｅ JAL
ポイント”
をプレゼント！
※AIG損保のボーナスポイントは、
保険料が1,100円以上、
取扱代理店
が
（株）
JALUX保険サービスの契約のみ対象です。
※e JALポイントは、
JAL Webサイトの航空券・ツアー購入代金のお支
払いにご利用いただるポイントです。

http://jalcard.jal.co.jp/rd/sonpo_ag/

www.jal.co.jp/jmb/award_renewal/

JALマイレージバンクに関するお問い合わせ JALマイレージバンク日本地区会員事務局
（

海外旅行保険 夏のボーナスポイントキャンペーン！

お申し込み・
ｅＪＡＬポイント積算等の詳細はこちら

※PLUS導入に伴い、予約変更などのルールを一部変更いたします。
※ファーストクラスは、PLUSの対象となりません。
※JAL国際線アップグレード特典、JMB提携航空会社特典航空券、
ワンワールド特典航空券は、
ルールの変更はありませんので、今までどおりご利用いただけます。

詳細はこちら

JAL CARD INFORMATION

※旅行開始日
■期間：2018年7月1日
（日）
～ 9月30日
（日）

www.jal.co.jp/jmb/dom_system18/

特典航空券の空席がある日程のみ予
約ができ、空席がない場合は、キャン
セル待ちとなる

2018年9月30日(日）
まで ※ご宿泊日
オークラ ニッコー ホテルズ 予約センター
0120-00-3741 9：30～18：00
年末年始は休み

）

24時間いつでもお申し込みいただけます。出発日直前または当日でも
OK。出発間際のお申し込みでもハンドブック
（保険約款）
を出発空港で受
け取れるので安心です。
〈引受保険会社〉
AIG損害保険株式会社
〈引受保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
AIG損保

東京海上日動
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※掲載内容は、2018 年 7 月現在の情報をもとに作成しています。予告なしに変更される場合があります。
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CLOSE UP

知ってトクする
お知らせ

ファッション／東京

締切間近！9月30日まで

最大10,000マイルが当たる！
ＪＡＬカード特約店 サマーキャンペーン2018

期間中、JALカード特約店で合計2,000円
（税込）
以上JALカードを利用さ
れた方のなかから、抽選でマイルをプレゼント。合計10万円
（税込）
以上
のご利用だと、当選確率が2倍になります。
自動音声登録コード
利用期間 2018年7月1日
（日）
～9月30日
（日）
：3823101
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
対象店舗 JALカード特約店全店
（約52,000店舗）
〈特約店の一例〉

賞

品 10,000マイル・
・
・
・
・10名様
2,500マイル・
・
・
・
・40名様
500マイル・
・
・200名様

参加登録必要

5,000マイル・
・
・
・
・20名様
1,000マイル・
・
・100名様

※当選の発表は、
2019年1月末
（予定）
にMyJALCARDにてお知らせいたします
（当選者のみ）
。

詳細はこちら

マイルが2倍たまる
今月のおすすめ
NEW 7月～

マンシングウェア クラブハウス ギンザ

MUNSINGWEAR CLUBHOUSE GINZA

世界初のゴルフウェアブランドとして誕生した
「マン
シングウェア」
に2018年４月、
ブランド初の旗艦店と
なる
「マンシングウェア クラブハウス 銀座」
がオープ
ンしました。店名に
「クラブハウス」
とあるように、店舗
を大人の社交場としてご利用いただくことを目指し
ています。ブランドの織りなす上質な世界観をぜひご体験ください。
フロアのご案内

1F
ブランドを象徴するポロシャツコレクションを
扱うほか、
シーズンごとのおすすめを展開した
ポップアップスペースも。

2F
上質で大人な週末スタイルから、リラックスし
た時間を過ごすホームウェアまで、日常に取り
入れられるアイテムを幅広く展開。

www.jal.co.jp/jalcard/information/tokuyaku1807/

秋のお手入れは特約店で！
JALカード特約店 ビューティキャンペーン

期間中、対象特約店で合計5,000円（税込）
以上JALカードを利用された方のなかから、
抽選でマイルをプレゼント。

自動音声登録コード

：3826801 参加登録必要

（土）
～10月31日
（水）
利用期間 2018年9月1日
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
対象特約店 たかの友梨ビューティクリニック、
たかの友梨 ＢＥＡＵＴＹＳＨＯＰＰ
ＩＮＧ、
エステティック ミス・パリ、
男のエステ ダンディハウス、
エルセーヌ、
てもみん、
ＢＵＬＫ ＨＯＭＭＥ、松本平太郎美容室、
ヤマノ ビューティウェルネスサロン など
賞
品 5,000マイル・
・
・
・
・5名様 1,000マイル・
・
・30名様
※一部キャンペーンおよび特約店の対象とならない店舗があります。対象店舗などの詳細は以
下URLをご覧ください。
※当選の発表は、
2019年1月末
（予定）
にMyJALCARDにてお知らせいたします
（当選者のみ）
。

詳細はこちら

NO.313

www.jal.co.jp/jalcard/information/beauty1809/

3F
ロッカールームをイメージしたユニークなインテ
リアが特徴。
ゴルフウェアのほか、
旗艦店限定の
キャディバッグやアクセサリーも充実。
イベント
スペースとして使用できるクラブルームも設置。

キャン ペ ー ン 利用期間：2018年9月1日(土)～11月30日(金)

JALカード新規特約店
「マンシングウェア クラブハウス 銀座」
プレゼントキャンペーン
期間中、合計10,000円
（税込）
以上JALカードを利用された方のなか
から、抽選で賞品またはマイルをプレゼント。
自動音声登録コード
参加登録必要
：3827401
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
＋ゴルフ１Rプレー券・
・
・1名様
賞
品 カヌチャベイリゾート宿泊券（1泊分）
JONES GOLF×Munsingwear コラボキャディバック(限定商品)・
・
・1名様
１,000マイル・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・5名様
※当選の発表は、
2019年2月末
（予定）
にマイルはMyJALCARDにてお知らせ
（当選者のみ）
、
賞品は発送をもってかえさせていただきます。
※詳細は以下URLをご覧ください。

マンシングウェア クラブハウス ギンザ

MUNSINGWEAR
CLUBHOUSE GINZA

※2018年8月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

特約店契約終了のお知らせ ●2018年9月30日ご利用分まで
「岩田屋」
「 福岡三越」
「神
楽坂前田 芳春庵」
「 神楽坂 スタジオーネ」
「 鉄板焼 宮禾」
「 神楽坂 前田」
「レスキャリエ」
「スタジオーネ フルッティフィカーレ」
「もめんどき」
「マチバル」
「ダイニング花」
※一部抜粋。詳細はJALカード Webサイト（www.jal.co.jp/jalcard/）をご覧ください。

03-6228-5963

東京都中央区銀座5-5-18
１１：００～20：００ 年末年始は休み

www.jal.co.jp/jalcard/information/munsingwear1809/

※2018年8月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

マークの見方
（P10～P18）
NEW 特約店に新しく仲間入り

JMBマイルもたまります

ご予約が必要です

100円=2マイルのところ3マイル＊たまります
＊ショッピングマイル・プレミアムご入会の場合。
ご入会でない場合は200円＝2マイルのところ3マイル。
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※掲載内容は、2018 年 7 月現在の情報をもとに作成しています。予告なしに変更される場合があります。
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SHOPPING

マイルが2倍たまる
おトクな

マイルが 2 倍たまる
JAL カード特約店

ファッション／東京・大阪

キャロウェイアパレル
丸の内路面店／南船場路面店

www.jal.co.jp/jalcard/
information/callawayap1808/

高い機能性とデザインを兼ね備えたウェアで、ゴルフとファッションを融合したライフスタイルを提案。

03-6206-3400
06-6121-2757

丸の内路面店

空弁や空パンをはじ
め 、ご 当 地 名 産 品 や
空港限定品、
トラベル
グッズなどの 雑 貨も
取り揃える。
「美味しい
ものは、
いつも空港か
ら。
」
がコンセプト。

南船場路面店

キャンペーン 2018年8月1日～10月31日
自動音声登録コード

：3826501 参加登録必要

期間中、合計10,000円以上JALカー
ドを利用された方のなかから、抽選で
マイルまたはJALカードロゴ入りゴル
フボールをプレゼント
※詳細は上記URLをご覧ください。

東京都中央区銀座3-2-1

ファッション／東京

マロニエゲート
銀座2&3

土産／全国

BLUE SKY

※2018年8月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

ファッション、コスメなどのトレンドアイテムが揃う商業施設。秋は特別な企画が盛りだくさん。

www.jal.co.jp/jalcard/information/bs1809/

11:00～21:00 1/1は休み

※2018年8月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
キャンペーン 2018年9月1日～10月31日

www.jal.co.jp/jalcard/information/m-gate1809/

自動音声登録コード

：3826201

期間中、対象店舗で合計2,000円以上
JALカードを利用された方のなかから、抽選でマイルをプレゼント

参加登録必要

※茨城空港、中部国際空港、関西国際空港内の店舗はキャンペーンおよび特約店の対象となり
ません。
※詳細は上記URLをご覧ください。

キャンペーン 2018年9月1日～10月31日
自動音声登録コード

：3826601 参加登録必要

期間中、対象店舗で合計5,000円以
上JALカードを利用された方のなか
から、抽選でマイルをプレゼント
※マロニエゲート銀座1はキャンペーンおよ
び特約店の対象となりません。
※キャンペーンおよび特約店の対象となら
ない店舗があります。詳細は上記URLをご
覧ください。

補聴器／全国

上質な睡眠環境を提
供するプロフェッショ
ナルとして、
快眠がもた
らす快適な生活を追
求する。
高級ホテルの
ような寝心地をご家庭
でも。

補聴器専門店
ブルーム

www.jal.co.jp/jalcard/information/bloom1809/

※2018年8月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

「認定補聴器技能者」をはじめ専門スタッフが最適な補聴器選びをサポート。アフターケアも充実。
キャンペーン 2018年9月1日～10月31日

キャンペーンID：T18H7001

期間中、対象店舗で合計10,000円以
上JALカードを利用された方のなか
から、抽選でマイルをプレゼント

インテリア／全国

シモンズ ギャラリー

SIMMONS Gallery

※岩沼店、六甲店はキャンペーンおよび特
約店の対象となりません。
※詳細は上記URLをご覧ください。

www.jal.co.jp/jalcard/information/simmons1809/

※2018年8月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
会 員 特 典 2018年9月1日～30日

①ショッピングマイルが100円=2マイルのところ4マイル＊

キャンペーンID：T18I0801

＊ショッピングマイル・プレミアムにご入会でない場合は、200円=2マイルのところ4マイル。

②カタログ掲載商品全品特別割引

※札幌店、
日比谷店、
名古屋店、
大阪店、
京都店、
広島店、
福岡店が特典および特約店の対象です。
※10月6日～8日の期間中、東京交通会館にて開催されるシモンズグランドセールでも、上記会
員特典①②が適用となります。
※各店舗の営業時間、特典・セール内容などの詳細は上記URLをご覧ください。

●受付時にJALカード会員であることと、
特典ご利用の旨をお知らせください。お申し出・明記がない場合は、
特典が受けられない場合があります。
●キャンペーン・特典のご利用はJALカードでのお支払いが条件となり
ます。
●ほかの特典やサービスとの併用はできません。
●表示金額は税込となります。
●年末年始やお盆休み
については事前に店舗へご確認ください。
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※掲載内容は、2018 年 7 月現在の情報をもとに作成しています。予告なしに変更される場合があります。
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HOTEL

マイルが2倍たまる
おトクな

夏の疲れを癒す
眺望が自慢の特約店の宿

白金四季の森
ホテルパークヒルズ

京都府京都市中京区木屋町通三条上る上大阪町509

ソラリア西鉄ホテル京都プレミア 三条鴨川

www.jal.co.jp/jalcard/information/nishitetsu1809/
※2018年8月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

075-708-5757

キャンペーン 2018年9月1日～10月31日

自動音声登録コード

：3826701

期間中、対象施設で合計5,000円以上
JALカードを利用された方のなかから、抽選でマイルをプレゼント

参加登録必要

※国内の西鉄ホテルグループ全18施設がキャンペーンおよび特約店の対象です。詳細は上記
URLをご覧ください。

●1泊朝食付き1名様料金（1室2名様） 平日・休日 11,200円～

www.biei-hotelparkhills.com

雄大な自然が広がる十勝岳の麓に位置。美瑛産食材を使った料理と美肌効果の高い温泉も魅力。

0166-94-3041

京都を代表する景勝地
鴨 川 沿いの 抜 群 のロ
ケーションから、
四季の
移ろいを臨める。朝食
ブッフェは
「おばんざい」
をはじめ料理長おすす
めの和洋食をご用意。

京都／京都

北海道上川郡美瑛町白金温泉

北海道／美瑛

会 員 特 典 2018年9月1日～30日

富良野ワイン（小瓶）をプレゼント（1予

約につき1本）

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 13,284円～
休前日 14,364円～

北海道／函館

ラビスタ函館ベイ

北海道函館市豊川町12-6

www.hotespa.net/hotels/lahakodate/

函館の夜景を一望できるベイサイドリゾート。海の幸を好きなだけのせられる朝食の海鮮丼が好評。

0138-23-6111

会 員 特 典 2018年9月1日～2019年3月31日
※12/22～1/2を除く

ＪＡＬカード会員限定プラン
1泊朝食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日
休前日

11,850円（通常：13,850円）
14,850円（通常：16,850円）

レイトチェックアウト（12：00）

休前日 16,700円～
群馬／嬬恋

万座ホテル聚楽

四季折々の景色が見える露天風呂が自慢。源泉かけ流しの高濃度硫黄泉の湯浴みを楽しめる。

伝統と革新の街
「日本
橋」
に2018年9月13日
オープン。江戸文化の
「粋」
を体感できるデザ
インを随所に採用、
駅
直結でレジャー・ビジ
ネスの拠点にも最適。
東京／日本橋

群馬県吾妻郡嬬恋村干俣２４０１

www.hotel-juraku.co.jp/manza/

0279-97-3535

会 員 特 典 2018年9月1日～11月30日
※9/14～16・21～23、
10/5～7、
11/22～24を除く

①指定メニューのなかからお好きな
ドリンク1杯をサービス（人数分／

NEW 9月13日～

東京都中央区日本橋室町3-4-4

三井ガーデンホテル日本橋プレミア

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）

www.jal.co.jp/jalcard/information/mitsuinbs1809/

平日・休日 10,800円～
休前日 14,040円～

※2018年9月13日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

03-3270-1131

キャンペーン 2018年9月13日～10月31日

自動音声登録コード

：3825701

期間中、合計20,000円以上
JALカードを利用された方のなかから、抽選でマイルをプレゼント

参加登録必要

※キャンペーンのほか2018年9月30日まで、
割引特典もあります。
詳細は上記URLをご覧ください。

●1泊室料（1室2名様／モデレートツイン） 全日 54,000円

夕食時）

②お部屋を名勝「空吹」一望和室へ
アップグレード

●ご予約・受付・チェックイン時にJALカード会員であることと、
特典ご利用の旨をお知らせください。お申し
出・明記がない場合は、
特典が受けられない場合があります。
●宿泊以外のご利用分は特約店および特典
の対象とならない場合があります。
●キャンペーン・特典のご利用はJALカードでのお支払いが条件となりま
す。
●ほかの特典やサービスとの併用はできません。
●表示金額は税・サービス料込となります。
入湯税や宿
泊税などが別途必要となる場合があります。
●料金・特典に条件が設定されている場合があります。
詳細は施
設へお問い合わせください。
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※掲載内容は、2018 年 7 月現在の情報をもとに作成しています。予告なしに変更される場合があります。
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RESTAURANT

マイルが2倍たまる
おトクな

大人の時間を楽しめる
特約店のレストラン、バー

東京都江戸川区西葛西６-１２-８ＪＡＷＡビル１Ｆ

バー／東京
バー ロブロイ

BAR ROBROY 西葛西店

http://t-robroy.co.jp/
bar-robroy-nishikasai.html

コンクール受賞歴多数のバーテンダー自慢のカクテルを、多彩なメニューでシーンにあわせて楽しめる。

03-6808-8565

日は休み
（日・月が連休の場合は月が休み）
●予算：夜3,500円～

ニューヨークにあるイ
タリアンの名店のアジ
ア1号店。
開放感たっぷ
りのテラス席や、
ピザ窯
を備え付けた店内は世
界のセレブを魅了し
続ける本店さながら。

会 員 特 典 2018年9月1日～29日

パルマ産生ハムをサービス（人数分）

愛知県名古屋市中区栄３-２２-２６ 末広会館１Ｆ

ワインバー／愛知

SALON

アラカルトからコースまで、本格フレンチが楽しめるワインバー。常時豊富なグラスワインを用意。

052-243-6666

イタリアン／東京

東京都千代田区丸の内１-１-１ パレスビルＢ１F
セラフィーナ ニューヨーク

www.serafina.asia/marunouchi/

Serafina NEW YORK 丸の内店
050-5212-7575

年中無休

●予算：昼1,000円～／夜5,000円～

会 員 特 典 2018年9月1日～30日

「特別ディナーコース（スパークリングワイン含む2時間半飲み放題付き／全5品／
7,500円相当）
」
を6,500円でご提供（17：00～）

日は休み
●予算：夜7,000円～

会 員 特 典 2018年9月1日～29日

以下のいずれかをお選びください
①飲食代を10%割引（グループにつき）
②グラスワインまたはソフトドリンク1杯を
サービス（人数分）

フレンチ／大阪

ラ ヴィーニュ

大阪府大阪市中央区西心斎橋１-１０-３ エースビルＢ１F

https://lavigne.gorp.jp

La Vigne

大阪ミナミの隠れ家レストラン。手間暇かけた料理と厳選したワイン、日本酒とのマリアージュを提供。

06-6251-1630

火は休み
●予算：昼2,000円～／夜6,000円～

1950年創業の老舗フ
ランス料理店。
一流ホ
テルで料理長を務め
たフレンチの巨匠エス
コフィエ氏の哲学を引
き継いだ伝統の味で、
至福のひとときを。

会 員 特 典 2018年9月1日～30日

スパークリングワイン・グラスワイン（赤・
白）
・ソフトドリンクのいずれか1杯をサービ
ス（人数分）

フレンチ／東京

銀座エスコフィエ
03-3571-1882

年中無休

東京都中央区銀座５-４-１５ 西五ビル

www.escoffier.co.jp
●予算：昼3,560円～／夜9,500円～

会 員 特 典 2018年9月1日～30日

シャンパン・ノンアルコール・ソフトドリンクのいずれか1杯をサービス（人数分）
●ご予約・受付時にJALカード会員であることと、
特典ご利用の旨をお知らせください。
お申し出・明記がない
場合は、
特典が受けられない場合があります。
●営業日・営業時間の詳細、
年末年始やお盆休みについては事
前に店舗へご確認ください。
●特典のご利用はJALカードでのお支払いが条件となります。
●ほかの特典や
サービスとの併用はできません。
●表示金額は税・サービス料込となります。
以下、
Webサイトでも本誌掲載飲食店の情報をご覧いただけます。
www.jal.co.jp/jalcard/milenet/selection/

フレンチ／兵庫

兵庫県神戸市中央区三宮町２-２-１ ラム三宮ビル２Ｆ

ル レストラン マロニエ

www.marronier-kobe.com

洗練された高級フランス料理を「ゆったり、優雅に」心地よく。
とっておきの時間を堪能できる。

078-331-5526

月は休み
（祝日・振替休日の場合は変更あり）
●予算：昼3,600円～／夜5,000円～
会 員 特 典 2018年9月1日～30日

マイルアップ
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※掲載内容は、2018 年 7 月現在の情報をもとに作成しています。予告なしに変更される場合があります。
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JA L カード会 員専用 24 時 間 音 声 情 報サービ ス
「各種資料請求」
「ショッピングマイル･ショッピングポイント照会＊1」
が24時間いつでもご利用いただけます。
＊1：ご利用には会員番号（クレジットカード番号）
およびクレジットカード暗証番号が必要です。

0120ｰ747ｰ804

＜携帯電話・PHS ／海外からは＞ 03ｰ5460ｰ4343
（有料）

2018

［資料コードナンバー］

※資料コードナンバーは音声ガイダンスまたはWebサイト（www.jal.co.jp/jalcard/rd/voice.html）でもご確認いただけます。

諸変更届

国内住所変更届
諸変更届（口座変更）
諸変更届（氏名変更）
退会届
家族会員入会申込書

各種資料

家族プログラム申込書
ツアープレミアム申込書
ショッピングマイル・プレミアム入会申込書
ショッピングマイル・プレミアム退会届
保険のご案内

51501
51502
51503
51513
51514

51023
51017

JAL CARD
NEWS 9

51524
51523
51517
51525
51520

No.3

キャンペーン 参 加 登 録 ダイヤル
JALカードが実施するキャンペーンへの参加登録が24時間いつでもご利用いただけます。

03-5460-5354（有料）
会員番号を入力

※JALカード表面に
ある14～16桁の
数字です。

生年月日を入力

（例）
19830301

自動音声登録
コード＊2を入力

登録完了

＊2：自動音声登録コードはキャンペーンごとに異なります。本誌掲載のキャンペーンサイトにてご確認ください。

お 問 い合わせ・連 絡 先

電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

JALカード お客さまサービスセンター
＊3
JALカードのサービス・
諸変更についての
お問い合わせ

0120ｰ747ｰ907

携帯電話･PHS/海外からは 03ｰ5460ｰ5131＊3
（有料）
月～金 9：00～17：30、
土 9：00～17：00
（日・祝日・年末年始は休み）
※CLUB-Aゴールドカードおよびプラチナ会員の方は、
カード裏面に記載された専用
電話番号もご利用いただけます。
※請求金額や利用可能枠のお問い合わせは、
各提携カード会社へご連絡ください。

www.jal.co.jp/jalcard/

JAL・Mastercard／JAL・Visaカード／JALカード TOKYU POINT ClubQ
DCカード盗難紛失受付センター

海外からの連絡先

JALカードの紛失・
盗難時の連絡先

（24時間／年中無休）

海外での紛失・盗難時の連絡先は
www.jal.co.jp/jalcard/lost/
でご確認ください。

JALマイレージバンク
（JMB）
に関する
お問い合わせ
JMBマイル実績確認
パスワードの
郵送取り寄せ･変更

0120-664476
81-3-3770-1818

JAL・JCBカード／JALカード OPクレジット
JCB紛失盗難受付デスク

0120-794-082

海外からの連絡先

81-422-40-8122

JALダイナースカード
ダイナースクラブ コールセンター

0120-074-024

海外からの連絡先

81-3-6770-2796

JALカードSuica
ビューカード紛失・盗難デスク

03-6685-4800

JAL アメリカン・エキスプレス
®・カード
MUFGカード盗難紛失受付センター

0120-107542

海外からの連絡先

81-52-249-1468

JMB日本地区会員事務局

0570ｰ025ｰ039＊3（有料） 03ｰ5460ｰ3939＊3
月～金 8：00～19：00、
土 9：00～17：30
（日・祝日・年末年始は休み）
自動音声応答サービス
「待っテル君」／JAL Webサイト

0120ｰ747ｰ039 24時間（年中無休）
※フリーダイヤルをご利用の場合には、発信者番号を通知いただくか、番号の頭に「186」をつけておかけください。
0570ｰ025ｰ055（有料） 03ｰ5460ｰ1111 www.jal.co.jp

＊3：通話は応対品質向上のために録音させていただきます。
※JAL アメリカン・エキスプレス®・カードは、㈱JALカードと、アメリカン・エキスプレスのライセンスを受けた三菱UFJニコス㈱が
提携し発行・運営しています。「アメリカン・エキスプレス」
はアメリカン・エキスプレスの登録商標です。
※掲載記事の施設・商品・料理などの写真はすべてイメージです。
※掲載内容は、2018年7月現在の情報をもとに作成しています。予告なしに変更される場合があります。

JALカードSuicaに待望の「CLUB-Aゴールドカード」
「家族会員カー
「JALカード航空教室／伊丹」のお知らせ〈P.5〉
夏の疲れを癒す眺望が自慢の特約店の宿〈P.15-16〉

※掲載内容は、2018 年 7 月現在の情報をもとに作成しています。予告なしに変更される場合があります。

