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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ページ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。

ご家族やご友人にJALカードをおすすめください！〈P.3-4〉
上手にマイルをためるならプレミアムサービスがおすすめです〈P.5〉
食欲の秋にぴったりのレストラン特集〈P.17-18〉

※掲載内容は、2018 年 8 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

マカオ

世界遺産、カジノリゾート、そして食べるためにマカオへ
渡辺 裕希子=文

マカオでは何をして過ごしたらいいだろう。ヨーロッパとアジア
が混じり合った世界遺産の街を散歩するか、ネオン煌めくカジノ
リゾートへ夜な夜な繰り出すか。どちらも魅力的だが、旅の目的にぜひと
も加えたいものがある。マカオ料理だ。
大航海時代より貿易拠点だったマカオには、
アフリカやインド、中国、
マ
レーシアなどの食文化が持ち込まれた。それらの食材や調味料、調理方
法を巧みに取り入れ、独自の発展を遂げたのがマカオ料理。素材の持ち
味を生かしたポルトガル料理がベースとなっており、日本人の口にも馴
染みやすい。
例えば、
マカオ名物の
「アフリカンチキン」
は、船乗りたちが経由地のア
フリカで食べた料理をアレンジしたものと言われている。調理法は店に

〔カジノリゾートの夜景〕

©MGTO.All Right Reserved

「グランド リスボア」
を中心としたライトアップは必見。刻々と変化するネオンがドラマチックな
夜へと誘う。

よって異なるが、
スパイスにココナッツミルクを合わせた甘辛いソースが

〔セナド広場〕
波型模様の石畳とパステルカラーの建
物が美しいセナド広場。マカオ観光の拠
点であり、
広場自体が世界遺産に指定さ
れている。

基本。カレーと似た風味が食欲をそそる、
マカオのソウルフードだ。
日本でも流行した
「エッグタルト」
は、
ポルトガルの伝統菓子
「パステル・
デ・ナタ」
が起源。サクッと軽い生地と、濃厚なカスタードクリーム。その
美味しさが際立つのは、熱々の焼きたてを口にしたとき。街のあちらこち
らに店があるので、観光ついでに食べ比べを楽しむのもいいだろう。

©MGTO.All Right Reserved

マカオ料理は2012年にユネスコの無形文化遺産に、マカオは2017
年にユネスコ食文化創造都市に登録された。食べるために、マカオへ。
これからは、そんな過ごし方も定番となるかもしれない。
〔アフリカンチキン〕
鶏肉のグリルに甘辛いソースを絡めた
一品。ポルトガルワインとの相性も抜群。

旅する人が本当に使えるJALカードのサービス
搭乗までをスムーズに

JALビジネスクラス・チェックインカウンター

JAL国際線ご搭乗時、
ビジネスクラス・チェックインカウンターを利用できるので、
スムーズにチェックインできます。
※対象カードや対象運賃など、
各種条件があります。

便利でおトクなサービスを動画で実感！ https://jalcard.jal.co.jp/tabiservice/

©MGTO.All Right Reserved

表紙の 写 真 について
第3回 JALカードと行った思い出の旅コンテスト 入賞作品
ヴァレッタの風景
投稿者：kake さん
撮影場所：マルタ共和国 ヴァレッタ
エピソード

マルタ共和国の首都、
ヴァレッタへ。家々から突き出たバルコニーに夕焼け
時が反射して綺麗でした。
2
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※掲載内容は、2018 年 8 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 ご家族やご友人にJALカードをおすすめください！

家族会員カード

本会員と同様に充実したサービスや優待が受けられる、本会員カードに

締切間近！家族会員入会キャンペーン

家族会員カードの3つのメリット
１．
本会員と同等のサービスが受けられます
●ご入会後初めてのご搭乗で最大5,000マイル
●ご搭乗ごとにフライトマイルの最大25％プラス
●海外旅行保険／国内旅行傷害保険が自動付帯
●機内販売・免税店などでの割引

２．
家族のマイルが合算できます
家族のマイルを合算してつかえる
「JALカード家族プロ
グラム
（登録手数料：無料）
」
に登録できるので、特典交
換にグッと近づきます。
※家族プログラムのご登録は別途お手続きが必要です。

３．
ショッピングマイルも本会員と同様にたまります
本会員の方が、
マイルが2倍たまる
「JALカードショッピ
にご入会の場合、家族会員の
ングマイル・プレミアム＊」
方のご利用分も適用となります。
＊CLUB-Aゴールドカード、JALダイナースカード、プラチナおよびJAL
CLUB EST会員の方は自動入会となります。
※家族会員のショッピングマイルは、本会員のJMBマイル口座に積算さ
れます。
※ショッピングマイル・プレミアムの詳細はP.5をご覧ください。

JALカード会員ご紹介プログラム

旅行好きなご友人にJALカードを紹介して、旅の仲間を増やしませんか？

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

プラチナ

5,000 マイル

CLUB-Aゴールドカード

JALダイナースカード

3,000 マイル

付随したカードです。

CLUB-Aカード

2,000 マイル

※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

期間中、JALカード会員のご家族の方が、家族会員として初めてJAL
カードに入会すると、本会員の方に500マイルをプレゼント！
期

（水）
～10月31日
（水） 自動音声登録コード
間 2018年7月18日
：1811001
※申込書到着日／Web受付日

参加登録必要

申込資格 本会員と生計を同一にする配偶者・ご両親・18歳以上
（JALダイナースカード以外は高校生を除く）
のお子さま
ボーナスマイル 500マイル
JALカードSuicaなら、
ゴールドカード・家族会員カードの
誕生を記念してさらに500JRE POINT＊をプレゼント
＊JR東日本グループの共通ポイントサービスです。

手続き方法 以下のいずれかでお手続きください。
①JALカード会員専用オンラインサービス
「MyJALCARD」
②家族会員入会申込書
※以下URLよりMyJALCARDへログインいただけます。MyJALCARDからのお手続きはJAL・
Mastercard、JAL・Visaカード、JALカード TOKYU POINT ClubQ、JALダイナースカード、
JAL アメリカン・エキスプレス®
・カード、JALカードSuicaに限ります。
※本キャンペーンは、2018年12月31日までにご入会のうえ、2019年1月31日までに本会員によ
るキャンペーン参加登録が必要となります。
※マイルは、キャンペーン参加登録月の翌月末
（予定）
に本会員のJMBマイル口座に積算いたし
ます。
※JRE POINTは、
2019年2月中旬以降に本会員へ積算いたします。
※提携ブランドを問わず、退会後1年以内に再入会された方、既にJALカード会員
（家族会員を含
む）
の方、
および本会員と同時入会の方はキャンペーンの対象となりません。

www.jal.co.jp/jalcard/kazoku/

詳細はこちら

ご紹介いただくと、
マイルをプレゼント！

と、あなたさまにプレゼント

普通カード

JALカード navi

Web紹介ボーナス
PCまたは
スマートフォンからの
ご紹介で

100 マイル

500 マイル
にお申し込みいただいた場合が対象です。

以下のいずれかでご紹介ください
JALカード ご入会専用ダイヤルから

0120-747-025

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）

JALカード Webサイトから

Web紹介ボーナスが
プラス！

https://jalcard.jal.co.jp/friendship/
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※掲載内容は、2018 年 8 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

SERVICE

上手にマイルをためるなら
プレミアムサービスがおすすめです
すべてのお支払いでマイルが2倍！

JALカードショッピングマイル・プレミアム

ショッピングマイル・プレミアムは、JALカードのご利用でたまるマイルが
2倍になるサービスです。本会員のご入会で家族会員のご利用分も適
用となるのでおトク！特典交換しているJALカード会員の約8割が入会
しています。MyJALCARDからお申し込みいただくと、その日からマイ
ルが2倍たまるのでおすすめです。

CAMPAIGN
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J A L
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）
対象条件 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
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

年会費：3,240円
（税込） 1カ月あたり270円！
通常のショッピングマイル

ショッピングマイル・プレミアムご入会で

200円 ＝1マイル

100円 ＝1マイル

例えば、月づきのお支払い（125,000円／月）をJALカードにすると・・・

未入会の場合：1カ月 625マイル
1年後

ご入会の場合：1カ月 1,250マイル

7,500マイル

1年後

15,000マイル

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/

1年間で東京 ̶ 沖縄
（15,000マイル）
の特典航空券
（往復／普通席）
GET！
詳細・お申し込みはこちら

www.jal.co.jp/jalcard/jpp/

先得やツアーでたまるマイルが100％に！

JALカード ツアープレミアム

年間登録手数料：お一人様
（1お得意様番号）
につき2,160円
（税込）
「JALカード ツアープレミアム」とは、先得割引やパッケージツアーなどの
対象割引運賃でJALグループ便にご搭乗になると、通常のフライトマイル
にツアープレミアムボーナスが加算され、合計で区間マイルの100％マイ
ルがたまるJALカード会員限定のサービスです。
M yJA LC A R D または専 用 の 申 込書にてお 申し 込 みいた だ けます 。
ご搭乗の予定がある方はぜひお申し込みください。

SERVICE

「JALカードアプリ」でご利用明細が
確認できます！

「JALカードアプリ」
でアカウント登録していただくと、JALカードの明細
や請求金額のほか、マイルの有効期限などをアプリで確認でき、大変便
利です。また、JALカード以外のクレジットカードや銀行口座などを登録す
ることもできるので、明細や資産をまとめて管理できます。ぜひ家計管理
にお役立てください。
※本機能は、
（株）
マネーフォワードが提供するものです。

合計で区間マイルの

区間マイルの
50～75%

ツアープレミアム
ボーナスマイル

フライトマイル

フライトマイル

未登録の場合

ご登録の場合

▲ アプリトップ画面

※JALカード ツアープレミアムはJALが提供するサービスです。

詳細・お申し込みはこちら

www.jal.co.jp/jalcard/jtp/

詳細はこちら

▲ 明細確認画面

▲ マイル有効期限確認画面

www.jal.co.jp/jalcard/announce/appli/

5

6

※掲載内容は、2018 年 8 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カード特約店のキャンペーン特集

マイルが2倍たまる
おトクな

CAMPAIGN

CAMPAIGN

JALカード特約店 秋の読書キャンペーン

JALカード特約店「ロイヤルホスト」プレゼントキャンペーン

期間中、対象特約店で合計1,500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。

期間中、対象店舗で合計3,000円
（税込）
以上JALカードを利用された方
のなかから、抽選でマイルまたは商品券をプレゼント。

利用期間 2018年１0月１日
（月）
～11月３0日
（金） 自動音声登録コード
：3828001
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
対象特約店
（店舗／オンライン）

賞

（店舗）

参加登録必要

（店舗）

品 3,000マイル・
・
・
・
・
・10名様

300マイル・
・
・
・
・150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。
※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/books1810/

※2018年9月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

利用期間 2018年１0月１日
（月）
～11月３0日
（金） 自動音声登録コード
：3827601
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
対象店舗 全国のロイヤルホスト
賞
品 10,000マイル・
・
・
・
・1名様
5,000マイル・
・
・10名様
1,000マイル・
・
・30名様
ロイヤル商品券
（2,000円分）
・
・
・50名様

※長崎駅ビル店、CELEO八王子店、大宮ステラタウン店、沖縄ライカム店はキャンペーンおよ
び特約店の対象となりません。
※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）、
商品券は発送をもってかえさせていただきます。

詳細はこちら

CAMPAIGN

JALカード特約店 マイルプレゼントキャンペーン

期間中、対象特約店で5回以上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。さらに、合計15,０００円（税込）以上利用さ
れると、
当たるマイル数がアップします。
利用期間 2018年１0月１日
（月）
～11月３0日
（金） 自動音声登録コード
：3828601
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
対象特約店

参加登録必要

CAMPAIGN

JALカード特約店「ウエルシアグループ」
マイルプレゼントキャンペーン

期間中、対象特約店で合計1,000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１0月１日
（月）
～11月３0日
（金） 自動音声登録コード
：3828701
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
対象特約店
賞

品 ＜5回以上ご利用＞
30マイル・
・
・1,000名様
＜5回以上かつ合計15,000円
（税込）
以上ご利用＞
5,000マイル・
・
・
・
・
・5名様
3,000マイル・
・
・
・
・10名様
1,000マイル・
・
・
・
・30名様
100マイル・
・
・300名様

※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/rh1810/

※2018年9月27日午後（予定）以降ご覧いただけます。

5回以上のご利用でマイルが当たるチャンス！

賞

参加登録必要

www.jal.co.jp/jalcard/information/tokuyakumile1810/

※2018年9月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

参加登録必要

・
・10名様
品 3,000マイル・
2,000マイル・
・
・20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。
※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/welcia1810/

※2018年9月27日午後（予定）以降ご覧いただけます。

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、各キャンペーンページをご覧ください。
※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）
。

7

8

※掲載内容は、2018 年 8 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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らせ

2018年12月開始予定

JMB提携ホテルキャンペーン

JAL国際線特典航空券PLUSを導入します

これまでの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」
（以下、PLUS）
が2018年12月
に開始予定です。
JAL国際線特典航空券の必要マイル数
（以下、基本マイル数）
はPLUS開
始後も変更なく、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。

カリゴ

Kaligo
世界200ヵ国、55万件以上のホテルをリー
ズ ナ ブ ル に 提 供 す るホ テ ル 予 約 サ イト
「Kaligo」。ご利用代金100円ごとに3マイ
ル が たまります 。期 間 中 のご 予 約 で 合 計
50,000円
（税込）
以上ご利用いただくと、ボ
ーナスマイルとしてさらに1,000マイルを
プレゼント。

これまでより便利に！変更のポイント
その① 特典航空券を利用できるチャンスが広がります。
これまでの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ます。予約できる
日程が増えるので、選択肢が広がります。
（例）
ホノルル エコノミークラス
（片道）
⇒20,000（基本マイル数）～114,000マイル（PLUS利用時の最大マイル数）

間

2018年10月1日
（月）
～11月30日
（金） ※ご予約日

ご 予 約
お問い合わせ

www.jal.co.jp/jalmile/mile/hotel/kaligo/
Eメール：service@kaligo.com

期

※2019年3月31日までにご宿泊いただいた場合のみ対象です。

www.jal.co.jp/cms/jalmile/ja/jmb_01227.html

その② すぐに予約確定できるので、旅のプランが立てやすくなります。
今まで

PLUS開始後

キャンセル待ちで予約確定できるか
わからず、旅のプランが
立てられない。

追加マイルのご利用により
すぐに予約確定できるので、
旅のプランが立てやすくなる。

JAL CARD INFORMATION

その③ これまでよりも少ない基本マイル数で特典航空券が手配可能な路線も！
JAL国際線特典航空券の基本マイル数は、PLUS開始後も変わりません
が、
シンガポール、
ホーチミンシティなどの一部の路線では、基本マイル
数がこれまでより少なくなるため、
もっとおトクにご利用いただけます。
〈一例〉

家庭用害虫駆除
定期サービス
プロの目による徹底調査と駆除システムで、
ご家庭に侵入する不快な害虫を撃退。
害虫を発生状況に合わせてプロが徹底的に調査を行い、撃退します。
発生した時に、1種類だけの駆除を行う1回ごとのサービスもご用意しています。

住まいに負担をかけずに徹底駆除を実現する独自のステップ

日本→シンガポール

17,500マイル（片道）

5,500
マイルおトク

PLUS開始後

特長

今まで

12,000マイル（片道）

日本→ホーチミンシティ
今まで

17,500マイル（片道）

4,500
マイルおトク

PLUS開始後

13,000マイル（片道）

※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

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
（

手間なし

安心

低料金

薬剤を散布しないので、食器 状況に合わせて年6回以上訪 米国ターミニックス社との技
類の洗浄や後片付けが不要 問 、サ ービス終 了 後 の 衛 生 術提携と独自のノウハウによ
です。
チェックやアドバイスなど、専 り、低料金で質の高いサービ
門知識を持ったプロによる定 スを実現しました。
期管理システムです。

※土、
日、祝日および早朝、深夜の作業は料金が異なります。
※状況によりベイト剤以外の薬剤処理が必要な場合があります。
※サービス料金は面積や作業規模によって異なりますので、お見積りさ
せていただきます。
※場合によりサービスできないことがあります。
※写真はイメージです。作業方法は写真と異なる場合がございます。
※サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない
場合は有料駐車場を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。

見積り無料 お気軽にお問い合わせください。

）
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※掲載内容は、2018 年 8 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

JALカード特約店「JXTGエネルギー」
マイルプレゼントキャンペーン

期間中、対象店舗で合計3,000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10月1日
（月）
～11月30日
（金） 自動音声登録コード
：3820302
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
対象店舗

賞

参加登録必要

品 10,000マイル・
・
・
・
・
・
・20名様
1,000マイル・
・
・
・
・200名様
100マイル・
・
・1,000名様

www.jal.co.jp/jalcard/information/jxtg1810/

※2018年9月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

マイルが2倍たまる
今月のおすすめ

ホテル／全国

ルートインホテルズ
機能性と利便性を追求したビジネス
ホテルから、雄大な自然に囲まれた立
地でレジャーやイベントでのご滞在
に適したリゾートホテルまで、その土
地やお客さまのニーズにあった最適
なホテルを全国に展開する
「ルートイ
ンホテルズ」
。現在
「ホテルルートイン」
「ルートイングランティア」
「アークホテ
ル」
「グランヴィリオホテル」
の4種類の
ホテルブランドを運営しています。
PICK UP

※JXTGエネルギー公式サイトのサービスステーション検索で、
「特別提携カード」
と表示される店
舗がJALカード特約店です。詳細は以下URLをご覧ください。
※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

NO.314

▲ ホテルルートイン甲賀水口

グランヴィリオリゾート石垣島

八重山諸島を望む絶好のロケーション。五感を癒やす琉球リゾート
スパ、南国の日差しと風景が水面にきらめくプールに大浴場など、充
実の施設で心穏やかな時間をお過ごしいただけます。日常を忘れ、
心身ともにリラックスできるリゾートステイをご堪能ください。

JALカード新規特約店「アスコット」
「シタディーン」
マイルプレゼントキャンペーン

期間中、対象施設で合計1,000円（税込）以上JALカードを利用された
方に、もれなくマイルをプレゼント。
利用期間 2018年10月1日
（月）
～12月31日
（月） 自動音声登録コード
：3828501 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 アスコット丸の内東京、
シタディーン新宿東京、
シタディーンセントラル新宿東京、
シタディーン京都烏丸五条
賞

品 もれなく1,000マイル

※プレゼントのマイル積算は、
お一人様につき1回限りとなります。
※マイルは、
2019年3月末
（予定）
にJMBマイル口座に積算いたします。

詳細はこちら

www.jal.co.jp/jalcard/information/ac1810/

※2018年9月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

キャン ペ ー ン 利用期間：2018年10月1日(月)～11月30日(金)
参加登録必要
JALカード特約店
「ルートインホテルズグループ」
自動音声登録コード：3828201
マイルプレゼントキャンペーン
期間中、対象施設で宿泊料金を合計5,000円(税込)以上、JALカード
で支払いされた方のなかから、抽選でマイルをプレゼント。
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
対象施設 全国のルートインホテルズ
賞
品 5,000マイル・
・
・
・
・10名様
1,000マイル・
・
・
・
・50名様
100マイル・
・
・500名様

※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）
。

ルートインホテルズ
▲ アスコット丸の内東京 客室

▲ アスコット丸の内東京 ジム

www.jal.co.jp/jalcard/information/routeinn1810/
※2018年9月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

▲ シタディーンセントラル新宿東京 朝食

特約店契約終了のお知らせ ●2018年10月31日ご利用分まで
「サンケイスポーツ」
「ル
スーリール ダンジュ」
「 obtenir Ｋ」
「 Royal Hotel 宗像」
「 奥湯野浜温泉 龍の湯」
「 酒庵
魚酔」
「銀座 夢酒みずき」
「アンティカ オステリア カルネヤ」
「祇園 にし」
「つ串亭」
※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。

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

11

ご予約が必要です
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SHOPPING

マイルが2倍たまる
おトクな

多彩な特約店が勢ぞろい、
おトクにマイルをためよう

セレクトショップ／東京

東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館

有楽町 JALプラザ www.jal.co.jp/jalcard/information/tabitus1810/
※2018年9月27日午後
（予定）
以降
ご覧いただけます。
TABITUS+ STATION

旅に心地よさをプラスする、トラベルファッションのセレクトショップ。便利で機能的なグッズが充実。

03-5224-3390

昔ながらの下町から
話題の最新スポットま
で、
東京の魅力を発見
できる多 彩なバスツ
アーをご用意。
今年は
「はとバス創立70周年
記念コース」
も。

キャンペーン 2018年10月1日～11月30日
A賞：382781

自動音声登録コード

B賞：382782

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
（A賞）
またはタビタストートバッグ（B賞）
を
プレゼント
※賞品は選択制です。
詳細は上記URLをご覧ください。

インターネットショッピング／全国
フライミー

www.jal.co.jp/jalcard/information/flymee1810/

FLYMEe

※2018年9月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

幅広い価格帯とテイストの家具・雑貨を2万点以上取り揃える日本最大級のインテリア通販サイト。
キャンペーン 2018年10月1日～31日

観光バス／東京・神奈川

www.jal.co.jp/jalcard/information/hatobus1810/

はとバス

※2018年9月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

03-3761-1100（予約センター） 8：00～20：00

キャンペーン 2018年10月1日～12月31日

期間中、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

年中無休
自動音声登録コード

：3828301

参加登録必要

※対象商品などの詳細は上記URLをご覧ください。

キャンペーンID：T18I1001

ショッピングマイルが100円=2マイルの
ところ3マイル＊

＊ショッピングマイル・プレミアムにご入会の場
合。
ご入会でない場合は、200円=2マイルのとこ
ろ3マイル。
※詳細は上記URLをご覧ください。

インターネットショッピング／全国
マイブック

www.mybook.co.jp

MyBook

写真集のように高品質なフォトブックがオリジナルで作成できる。大切な思い出をいつまでも手もとに。

082-850-2100（お問い合わせ）
10：00～17：00 土・日・祝日は休み
会 員 特 典 2019年4月4日まで

マイルをためる・つか
える
「JALショッピン
グ」
。
キャビンアテンダ
ントの企画商品や、
全
国の逸品グルメなど、
JALこだわりの厳選ア
イテムが満載。

①
「MyBook」
商品を30％割引
②送料をサービス（通常：540円）

※上記URLよりご注文の際、
お支払い方法画面の
クーポンコード入力欄に
「2wms6je7」
とご入力く
ださい。
※お1人様1回、
1冊まで。
※
「MYBOOK LIFE」
シリーズは特典の対象となりま
せん。

インターネットショッピング／全国

JALショッピング

www.jal.co.jp/jalcard/information/js1810/

※2018年9月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

0120-25-2414（お問い合わせ） 10：00～18：00

キャンペーン 2018年10月1日～12月31日

年中無休
自動音声登録コード

：3822202

参加登録必要

期間中、合計10,000円
（送料含む）
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。10,000円を
1口としてカウントするので、
ご利用金額が多いほど当選確率がアップします
※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。

宝飾／東京

東京都中央区銀座6-16-3 東京真珠ビル1F

TOKYO PEARL 銀座店

www.tokyopearl.com

国内外から買い付けた真珠やダイヤモンドを、宝飾品の総合商社ならではのリーズナブルな価格で提供。

03-3541-5555

FAX 03-3543-5314
11:00～19:00 火、
12/6～9は休み
会 員 特 典 2018年12月7日～9日

東京真珠謝恩セールにご招待

（30％割引／赤札商品を除く）
※一部対象とならない商品があります。
※11月30日までにお電話またはFAXにて招待状をご
請求ください。
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HOTEL

マイルが2倍たまる
おトクな

キャンペーン・特典のある
おすすめのホテル&宿

大阪府泉佐野市りんくう往来北1-7

大阪／泉佐野

関西エアポートワシントンホテル

関西国際空港の対岸に位置し、無料シャトルバス運行でアクセス抜群。こだわりの朝食も楽しみのひとつ。

072-461-2222

JR仙台駅から徒歩5分
の好立地で観光・ビジ
ネスに至便。宮城の旬
の 食 材 をふん だん に
使った郷土料理朝食バ
イキングで杜の都 仙台
を満喫。

会 員 特 典 2018年10月1日～31日

レイトチェックアウト（11：00）

●1泊朝食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 8,400円～
休前日 10,000円～

鳥取／三朝
宮城県仙台市青葉区中央3-4-10

宮城／仙台

アルモントホテル仙台

http://washingtonhotels.jp/kansai/

三朝薬師の湯

鳥取県東伯郡三朝町山田５

まんすいろう

www.mansuirou.co.jp

万翆楼

世界屈指のラドン含有量を誇る名湯。日本海と中国山地の自然がもたらす美味食材の料理も自慢。

0858-43-0511

会 員 特 典 2018年10月1日～12月31日

www.jal.co.jp/jalcard/information/hokkeclub1810/

ビール1本（2名様につき）またはソフト
ドリンク1本（人数分）をサービス（夕食

※2018年9月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

022-212-6551

キャンペーン 2018年10月1日～11月30日

自動音声登録コード

：3827901

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

※アルモントホテルを含むホテル法華クラブグループ全19施設がキャンペーンおよび特約店
の対象です。対象施設などの詳細は上記URLをご覧ください。

時）

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 19,980円～
休前日 23,220円～

●1泊朝食付き1名様料金（1室2名様） 全日 14,472円～
福岡／朝倉

福岡県朝倉市杷木志波２０

たいせんかく

www.taisenkaku.co.jp

泰泉閣

地元の旬食材を盛り込んだ料理と、2つの泉質をもつ「ダブル美肌の湯」でくつろぎのひとときを。

0946-62-1140

四季の移ろいを楽しめ
る露天風呂が人気の温
泉リゾート。
豊富な料理
が楽しめる和洋中旬彩
バイキングには、
シェフ
が目の前で腕をふるう
ライブキッチンも。
岩手／花巻

花巻温泉

会 員 特 典 2018年10月1日～12月25日

泰凛会席プラン
1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日
休前日

岩手県花巻市湯本１-１２５

ホテル紅葉館

11,664円～（通常：12,960円～）
14,580円～（通常：16,200円～）

ソフトドリンク1本をサービス（人数分／
夕食時）

www.hanamakionsen.co.jp/koyokan/

0198-37-2111

会 員 特 典 2018年10月1日～12月31日

（人数分／大人のみ）
館内利用券500円分をプレゼント

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様） 平日・休日 11,000円～

休前日 14,000円～

●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 8 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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NO.314

RESTAURANT

マイルが2倍たまる
おトクな

食欲の秋にぴったりの
レストラン特集

東京都品川区東大井５-１４-１９ 中川ビル１Ｆ

北海道料理／東京
とうはん

藤半

北海道から直送される魚貝などの新鮮食材は絶品。季節によりさんまやししゃもも刺身で。

03-3471-6888

第１日は休み
●予算：夜4,800円～

1953年の開店以来、正
統派フランス料理にこだ
わり続ける福岡の名店。
市内中心部に位置する
水と緑のオアシス 大濠
公園の美しい景観と上質
なフレンチが楽しめる。

会 員 特 典 2018年10月1日～31日

おすすめの刺身1品をサービス（グループに
つき）

新潟県新潟市中央区天神１-１２-７ＬＥＸＮ１ 1-1

郷土料理／新潟

佳肴

あさひ山

www.asahi-shouzi.co.jp/shop/asahiyama/shop02/

「久保田」
「朝日山」の蔵元 朝日酒造の直営店。銘酒とそれを引き立てる酒肴が堪能できる。

025-278-8230

フランス料理／福岡

NEW 8月～

福岡県福岡市中央区大濠公園1-3 ボートハウス大濠パーク2F

レストラン 花の木

http://hananoki-f.jp

092-751-3340

月は休み
（休日の場合は火が休み） ●予算：昼7,000円～／夜13,000円～

年中無休
●予算：昼1,500円～／夜6,000円～
会 員 特 典 2018年10月1日～31日

朝日山 純米大吟醸またはソフトドリンク
1杯をサービス（人数分）

会 員 特 典 2018年10月2日～11月30日

飲食代を10％割引（1会計につき）※6名様までのグループに限ります。
京料理／京都

石塀小路

京都府京都市東山区下河原町４６３-１２

かみくら

www.kyoto-kamikura.com

京都らしい風情が楽しめる石塀小路の路地裏に佇む割烹。ワインにも合う新感覚の京料理を満喫。

075-748-1841

不定休

※前日までのご予約が必要です。

●予算：夜16,200円～

ボートハウス大濠パー
ク内のカフェ＆レスト
ランで素材を活かした
体にやさしいお料 理
を。
開放感あふれる約
150席の空間は多彩な
シーンに利用できる。
カフェ／福岡

会 員 特 典 2018年10月1日～31日

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 8月～

福岡県福岡市中央区大濠公園1-3 ボートハウス大濠パーク1F

ロイヤルガーデンカフェ 大濠公園
092-406-4271

年中無休

https://royal-gardencafe.
com/ohoripark/

●予算：昼1,500円～／夜2,000円～

会 員 特 典 2018年10月1日～11月30日

ソフトドリンク1杯をサービス（人数分／15：00～）
●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/

串かつ／大阪

串かつ料理

大阪府大阪市北区角田町８-４７ 阪急グランドビル２８Ｆ

活 阪急グランドビル店

https://kushikatsuryorikatsu-grandbill.com

昭和35年創業。こだわりの製法と技が生み出す串かつは“フワッとサクッと”した食感が特徴。

06-6315-8388

不定休
（阪急３２番街に準ず）

※ご予約はできません。

●予算：昼1,300円～／夜5,400円～
会 員 特 典 2018年10月1日～31日

（人数分）
特製味塩をプレゼント
※
「おまかせコース」
をご注文の方のみ特典の対象
です。
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※掲載内容は、2018 年 8 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 10

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ページ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8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。

ご家族やご友人にJALカードをおすすめください！〈P.3-4〉

上手にマイルをためるならプレミアムサービスがおすすめです〈
食欲の秋にぴったりのレストラン特集〈P.17-18〉

※掲載内容は、2018 年 8 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。

