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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）

］

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。

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

51524
51523
51517
51525
51520

51023
51017
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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、
2018年12月29日～2019年1月3日は休み）
※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。
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。

CLUB-Aカード・CLUB-Aゴールドカード・プラチナ切替キャンペーン〈P.3-4〉
「JALカード航空教室／羽田」のお知らせ〈P.5〉
忘年会・新年会におすすめ 特約店のレストラン
〈P.17-18〉

※掲載内容は、2018 年 10 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

奄美大島

手つかずの自然が残る島で、個性的な郷土料理を
渡辺 裕希子=文

薩摩と琉球の双方から影響を受けつつ、独自の文化を形成して
きた奄美大島。人々は三味線を弾きながら島唄を歌い、特産の
サトウキビで黒糖焼酎をつくり、集落ごとの祭りに集うなど、伝統を大切
に守り続けてきた。鬱蒼とした亜熱帯照葉樹林には、特別天然記念物の
アマミノクロウサギや天然記念物のルリカケスなどの固有種が、今もい
きいきと暮らす。約150～200万年前に大陸から分離して以来、周囲の
島々と分離・結合を繰り返してきた島は、希少種や絶滅危惧種の楽園だ。
個性的な郷土料理も多いが、その代表といえるのが「鶏飯」。薩摩藩
の支配下におかれていた頃、島の住民たちが役人をもてなすために
つくっていた料理で、今では学校の給食にもだされる島のソウルフード
だ。ご飯の上にほぐした鶏肉、錦糸卵、パパイヤの漬物、
シイタケなどの

〔倉崎海岸〕
きめ細やかな白い砂浜と紺碧の海が美しい。
シュノーケリングやダイビングスポットとしても人気。

〔鶏飯〕

具材をのせ、丸鶏を煮込んだスープをたっぷりかけていただく。一見す

島内の飲食店やホテルなどで提供される
名物料理。レシピは店によって異なるので、
食べ比べもおすすめ。

るとお茶漬けのようだが、醍醐味は鶏のうま味を凝縮させたスープにあ
る。濃厚なのにしつこさはなく、心身の隅々にまでしみわたる、やさしい
味だ。
眩しいほどの白い砂浜とサンゴが息づくエメラルドグリーンの海、日
本で2番目に大きなマングローブの森など、見どころが豊富な奄美大

写真提供：奄美市

島。近年はリゾート化が進んでいるとはいえ、いまだ手つかずの自然が
残り、のどかな空気が感じられる。穴場の島旅を目指すなら、今がチャン
スかもしれない。

〔マングローブ〕
中部に広がるマングローブの森。雄大な景色の
なかを進むカヌー体験は、人気のアクティビティ
だ。

旅する人が本当に使えるJALカードのサービス
空港でのショッピングがおトクに

空港店舗・免税店で最大10％割引

空港店舗や空港免税店でJALカードをご提示いただくと、
商品や免税品が最大10％割引となります。

※割引サービスの各種条件、
対象店舗の詳細は、
以下URLでご覧ください。
www.jal.co.jp/jalcard/service/airportshop.html

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

写真提供：奄美市

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 グランプリ作品

Jewel Box
投稿者：koheihei さん 撮影場所：タイ バンコク
エピソード

夜風を感じながら暮れゆく夕陽を浴びて、テントが煌めき
始めるのを待つ時間は、これまでのなかでも素晴らしい
時間でした。
2
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※掲載内容は、2018 年 10 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

ご旅行前のお切り替えがおすすめです！

自動音声登録コード

CLUB-Aカード・CLUB-Aゴールドカー

期間中、CLUB-Aカード・CLUB-Aゴールドカード・プラチナに切り替え
さらに、JALカードSuicaなら、マイルに加え、最大2,000JRE POINT＊

＊JR東日本グループの共通ポイントサービスです。

期
間
手続き方法

2018年11月1日
（木）
～2019年2月28日
（木） ※切替申込書
切替申込書、
またはJALカード会員専用オンラインサービス

CLUB-Aカード・CLUB-Aゴールドカード切替：2810601 プラチナ切替：2810602 参加登録必要

ド・プラチナ切替キャンペーン

をされた本会員の方に最大2,000マイルをプレゼントいたします。
をプレゼント！
到着日／Web受付日

「MyJALCARD」
よりお手続きください。

切り替えるとここがおトク！
CLUB-Aカード、CLUB-Aゴールドカードのサービスに加えて

CLUB-Aカードなら

さらに、プラチナなら

ご搭乗の際にたまるボーナスマイルが大幅にアップ

世界各地で空港ラウンジをご用意している
プライオリティ・パスが無料で利用できる

より充実した旅行保険が自動付帯

対象商品のご購入で、
ショッピングマイルに加えて
アドオンマイルが100円＝2マイルたまる

年会費にもマイルがつかえる

など

※サービスは概要となり、適用には各種条件があります。※提携ブランドによってはお取り扱いのな
いカードの種別があります。※提携ブランドを変更してお切り替えをした場合は、キャンペーンの対
象となりません。※マイル積算の時点でお切り替えになったJALカードを退会されている場合は、
キャンペーンの対象となりません。※お切り替え後、2019年4月15日
（月）
までに、MyJALCARDよ
り、キャンペーン参加登録が必要です。※マイルはキャンペーン参加登録月の翌月末頃
（4月に参加
登録した場合のみ4月末頃）
に本会員のJMBマイル口座に、JRE POINTは2019年5月中旬以降に
積算いたします。

CLUB-Aカードのサービスに加えて

さらに、CLUB-Aゴールドカードなら
提携カード会社の空港ラウンジサービスが利用できる
JALカードショッピングマイル・プレミアム年会費
（3,240円／税込）
が無料
（自動入会）

ビジネスからプライベートのご相談まで、
専任スタッフが
24時間365日サポート
など

キャンペーン・各種サービスの詳細はこちら

など

https://jalcard.jal.co.jp/rd/change/

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。
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

7,500マイル

ご入会の場合：1カ月 1,250マイル
1年後

15,000マイル

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

www.jal.co.jp/jalcard/jpp/
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※掲載内容は、2018 年 10 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

INFORMATION

「お子さまと楽しめる航空教室」または「大人のための航空教室」をお選びいただけます

JALカード航空教室／羽田

キャンペーンID：B18N07

毎回ご好評いただいている航空教室を羽田で
開催！パイロットの講話のあとは、間近で飛行機
を見 学できる格 納 庫や 貴 重 な 展 示 物 が ある
SKY MUSEUMへご案内いたします。格納庫見
学はJALカード会員限定の特別プログラムで
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。
日
会
内

程 2019年3月17日
（日）
場 東京国際空港（羽田）整備地区内施設
容 パイロットの講話、格納庫見学、
SKY MUSEUM展示エリア見学 など
※内容は一部変更となる場合があります。

最新情報をいち早くお届け！

おトクな情報満載のJALCARD Mail News

JALカード会員限定のキャンペーンやイベント情報、
マイルが当たるクイ
ズなどのお楽しみコンテンツを毎月1回メールでお届けしています。
宿泊券やレストランのお食事券などが当たる、
うれしいプレゼント情報も
盛りだくさんです。
JALCARD Mail Newsはここがおトク！
！
①マイルが当たるクイズや、宿泊券など
が当たるプレゼント情報を多数ご用意！
②約52,000店舗あるJALカード特約店
のおトクな情報をいち早くお届け！
③国内線・国際線・ツアーなどJALグルー
プのおすすめ情報が満載！

参 加 費 無料

※ご自宅⇔会場
（新整備場駅）
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12月5日
（水）
～26日
（水）

※当選確率はCLUB-Aカード会員の方は2倍、CLUB-Aゴールドカード・JALダイ
ナースカード会員の方は3倍、
プラチナ会員の方は4倍となります。
※厳正なる抽選を行い、抽選結果を2019年1月8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。

以下のどちらかをご選択のうえご応募ください

時間は一部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 10：00～13：00
人
数 100名様
参加資格 JALカード会員1名様と、小学生以上18歳未満のお子さま1名
様の2名様1組

詳細・配信登録方法はこちら

www.jal.co.jp/jalcard/service/mailnews.html
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」
でアカウント設定していただくと、JALカードの利用
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。

※小学生以上18歳未満のお子さまは、
JMB会員であることが条件です。
※18歳の高校生はご応募いただけます。

午後の部 大人のための航空教室

時
間 14：30～17：30
人
数 100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。同伴者が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

www.jal.co.jp/jalcard/event/hnd1903/

※2018年12月5日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
※Webページ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。

▲ アプリトップ画面

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/
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※掲載内容は、2018 年 10 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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CAMPAIGN

対象空港限定
エアポート ウインターキャンペーン

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。
参加登録必要
利用期間 2018年12月1日
（土）
～2019年1月31日
（木）
自動音声登録コード
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
：3823402
対象特約店 新千歳空港、成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、
伊丹空港、福岡空港、那覇空港内のJALカード特約店
賞
品 10,000マイル・
・
・
・
・
・5名様 5,000マイル・
・
・
・
・10名様
3,000マイル・
・
・
・
・20名様 1,000マイル・
・
・
・
・50名様
100マイル・
・
・300名様

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

5,000 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

100 マイル

「LINE」
でもご紹介いただけます！

www.jal.co.jp/jalcard/information/apw1812/

1.MyJALCARDへログインのうえ
トップページ下部の「JALカード
会 員 ご 紹 介 プ ロ グ ラム 」の バ
ナーをタップ。

＜対象特約店の一例＞

▲ 羽田空港ペットホテル

3,000 マイル

CLUB-Aカード

MyJALCARDからのご紹介で、
ご入会者1名様につき

※2018年11月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

▲ ロイヤルコーヒーショップ
羽田空港店

JALダイナースカード

Web紹介ボーナス

※一部キャンペーンの対象とならない店舗があります。
※当選の発表は、
2019年4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

CLUB-Aゴールドカード

2.ご入会いただく方をLINEの「友
だち」
からご選択ください。オン
ライン入会用のURLをLINEメッ
セージでお届けいたします。

▲ ACE 羽田空港店

※スマートフォンのみでご利用いただけます。
※事前にLINEをインストールされていない
場合や、ご利用の機種によってはご利用
いただけないことがあります。

CAMPAIGN
あなたのお得意様番号でマイルが当たる！

マイルプレゼントキャンペーン

期間中、JALカード特約店で合計5，
000円
（税込）
以上JALカードを利用
された方のなかから、お得意様番号の下3桁の数字が当社にて抽選する
当選番号と一致した方に、もれなく1,000マイルをプレゼント。さらに、
一致しなかった方にも抽選でマイルが当たります。
（土）
～31日
（月）
利用期間 2018年12月1日
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
（約52,000店舗）
対象店舗 日本国内のJALカード特約店

参加登録必要
自動音声登録コード

：3825602

＜特約店の一例＞

▲ スマートフォン版MyJALCARD

ご紹介方法についてはこちらから！
JALカード Webサイトから
JALカード紹介

検索

https://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、
2018年12月29日～2019年1月3日は休み）
※お電話でご紹介の場合、
Web紹介ボーナスは対象となりません。

賞

品 当選番号とお得意様番号下3桁が
＜一 致 し た 方＞もれなく1,000マイル
＜一致しなかった方＞抽選で900名様に50マイル

※JALグループ航空券
（国際線・国内線）
、機内販売
（国際線・国内線）
は特約店ですが、キャンペー
ンの対象となりません。
※当選番号は、2019年3月末
（予定）
に以下URLで発表いたします。当選者には、MyJALCARDに
て当選の旨をお知らせいたします。

詳細はこちら

www.jal.co.jp/jalcard/information/tokuyakulottery1812/

※2018年11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）
。
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※掲載内容は、2018 年 10 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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JMB INFORMATION JALマイレージバンクより、キャンペーンなどのお知

NO.316

らせ

JALマイレージモール 冬のキャンペーン2本立て！
JAL Webサイトを経由してインターネットショッ
ピングをすると、
ショッピングマイルに加えてマイ
ルがたまる
「JALマイレージモール」。現在、冬の
キャンペーンを実施中です。

JMB提携ホテルキャンペーン

ホテルニッコー ＆ JALシティ

お歳暮ギフトキャンペーン
お世話になった方へ贈りたい、
おすすめギフトを多数ご用意しております。
■キャンペーン期間
2018年10月15日
（月）
～12月24日
（月）
■対象店舗
三越オンラインストア、大丸松坂屋オンラインショッピング、
東急百貨店ネットショッピング など
■キャンペーン内容
期間中、対象店舗で合計5,000円
（税・送料別）
以上利用された方のなか
から、抽選でマイルをプレゼント。
＜チャンス１＞
10,000マイル・
・
・10名様／100マイル・
・
・1,000名様
＜チャンス２＞
新規で利用された方のなかから
1,000マイル・
・
・50名様

オキナワンブルーの海やエキゾチックな那
覇の街など、冬も魅力いっぱいの沖縄。
「ホテルニッコー ＆ JALシティ」
では、
「ホテ
ル日航アリビラ」
「ホテルJALシティ那覇」
で
おトクにマイルがたまる期間限定宿泊プラ
ンをご用意した
「冬の沖縄キャンペーン」
を
実施中。この冬はぜひ沖縄へおでかけくだ
さい。
※
「J-SMART 1000 冬の沖縄キャンペーン」
または
「J-SMART 2000 冬の沖縄キャンペーン」
プランを
お選びください。

期
間
対象ホテル
ご予約・お問い合わせ

▲ ホテル日航アリビラ

2019年1月31日
（木）
まで ※ご宿泊日
ホテル日航アリビラ、
ホテルJALシティ那覇
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 12/29～1/3は休み
www.okura-nikko.com/ja/okinawa-jal/

※当選の発表は、
2019年7月末
（予定）
にJMBマイル口座への積算をもってかえさせていただきます。

詳細はこちら

JAL CARD INFORMATION

http://partner.jal.co.jp/jmb/partner/ecp10_oseibo2018/

海外旅行保険 冬のボーナスポイントキャンペーン！

冬のボーナスキャンペーン

※旅行開始日
■期間：2018年12月1日
（土）
～ 2019年3月31日
（日）

対象店舗でマイルアップ中！3人に1人の確率でマイルが当たるチャンスも！

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！

■キャンペーン期間
2018年11月1日
（木）
～2019年1月14日
（月）
■対象店舗
デル・オンライン・ストア、
GAP、
サムソナイト公式オンラインショップ など
■キャンペーン内容
期間中、対象店舗で合計5,000円
（税・送料別）
以上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マイル・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・10名様
1,000マイル・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・100名様
100マイル・
・
・3人に1人の確率でプレゼント
※当選の発表は、
2019年7月末
（予定）
にJMBマイル口座への積算をもってかえさせていただきます。

詳細はこちら

http://partner.jal.co.jp/jmb/partner/ecp11_winter2019/

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
（

※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。

お申し込み・
ｅＪＡＬポイント積算等の詳細はこちら

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

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 10 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。

JA L C A R D N EW S
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RECOMMENDED INFORMATION

CLOSE UP

知ってトクする
お知らせ

JALカード特約店 ホテル・旅館キャンペーン
期間中、JALカード特約店の宿泊施設で合計30,000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
対象の方
対象施設
賞
品

2018年10月1日
（月）
～2019年2月28日
（木）
JALカード個人本会員／家族会員
全国のJALカード特約店宿泊施設
（約1,300施設）

参加登録必要
自動音声登録コード

：3829001

10,000マイル・
・
・50名様

※宿泊以外のご利用分は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。
※当選の発表は、
2019年5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.316

マイルが2倍たまる
今月のおすすめ

テーマパーク／長崎

ハウステンボス
ハウステンボスは「花」
「 光」
「 音楽とショー」が1年中
あふれる街です。ご家族やカップル、ご友人など、あ
らゆる層のお客さまが楽しくお過ごしいただける豊
富なエンターテインメントをご用意しています。
ここ
でしか体験できないオンリーワンの世界観をぜひお
楽しみください。
B-5322

www.jal.co.jp/jalcard/information/hotelryokan1810/

B-5322

〈特約店宿泊施設の一例〉

～光の王国 KINGDOM OF LIGHTS～
▲ 柳生の庄
（静岡県）

▲ 杉乃井ホテル
（大分県）

▲ 時音の宿 湯主一條
（宮城県）

JALカード特約店
オンライン店舗 マイルプレゼントキャンペーン

期間中、対象オンライン店舗で合計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。2,000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。
参加登録必要
利用期間 2018年12月1日
（土）
～2019年1月31日
（木）
自動音声登録コード
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
：3829701
対象店舗 博多華味鳥オンラインショップ、明太子のかねふく、
近江牛の千成亭、鈴廣オンラインショップ など
賞
品 1,000マイル・
・
・25名様

※当選の発表は、
2019年4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/ec1812/

※2018年11月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

1,300万個の電球を使い、街中が幻想的なイルミネーションに包まれ
感動の光の世界が広がるイベントを2019年4月21日まで開催中。
日本最大の全長85mの巨大噴水が織りなす、音楽と光の水上エン
ターテインメントショーも登場。広大なハウステンボスの街が美しい
光に照らされます。
キャン ペ ー ン 利用期間：2018年12月1日(土)～2019年1月31日(木)
自動音声登録コード
参加登録必要
JALカード特約店
「ハウステンボス」
：9820201
マイル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
賞
品 1,000マイル・
・
・50名様
※
「変なホテル」
「変なレストランROBOT」
のご利用分など、
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。
詳細は以下URLをご覧ください。
※当選の発表は、
2019年4月末
（予定）
にMyJALCARDにてお知らせいたします
（当選者のみ）
。

〈特約店オンライン店舗取り扱い商品の一例〉

0570-064-110

ハウステンボス

長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
9:00～22：00 年中無休
※特殊日
（ゴールデンウイーク、
お盆、
年末年始など）
は、
イベントなど
の内容により営業時間を変更する場合があります。

www.jal.co.jp/jalcard/information/ht1812/

※2018年11月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
▲ 十勝スロウフード
「牛肉のからすみ」

▲ 京都丹後 海鮮の匠 魚政
「セコ蟹 蟹の宝船」

▲ 宇治茶 伊藤久右衛門
「宇治抹茶スイーツお試しセット」

特約店契約終了のお知らせ ●2018年12月31日ご利用分まで
「マナファクトリー」
「スカ
イスパYOKOHAMA」
「 魚勢」
「ブラッセリー・ヴァトゥ」
「Hakata 伊 no Kura」
「神楽坂 た
んたか」
「BEER ＆ WINE HULA」
「旬や」
「旬菜広間 びさん＠」
「おたる 大和家 本店」
「おた
る 大和家 寿司屋通り店」
「老香港酒家京都」
※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

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 10 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

心が踊る年末年始
楽しいショッピングを

菓子／東京・京都

リンツ ショコラ カフェ ※2018年11月27日午後（予定）以降ご覧いただけます。
www.jal.co.jp/jalcard/information/lindt1812/

世界120カ国で愛されるチョコレートブランドのカフェ。ショコラティエが腕をふるう数々のスイーツを楽しめる。
キャンペーン 2018年12月1日～31日

豊富な品揃えとトレン
ドを取り入れた商品を
ご用意し、
旅の思い出
づくりをお手伝い。
免
税店限定商品やJAL
グループならではのホ
スピタリティも魅力。

自動音声登録コード

：3831201

参加登録必要

ショッピングマイルが100円＝2マイルの
ところ100円＝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。
※キャンペーン参加登録後のご利用分が対象と
なりますので、
ご利用前に必ず参加登録をお済
ませください。
※対象店舗などの詳細は上記URLをご覧ください。

インターネットショッピング／全国

www.jal.co.jp/jalcard/information/garmin1812/

ガーミン オンラインストア ※2018年11月27日午後（予定）以降ご覧いただけます。

GPSウェアラブルデバイスのパイオニア。アクティブライフをサポートする多機能スマートウォッチを取り揃える。

免税店／成田空港

JAL DUTYFREE 成田空港

キャンペーン 2018年12月1日～2019年1月31日

キャンペーンID：T18I0202

（本館店／サテライト店／Fashion ＆ Luxury）

ショッピングマイルが100円＝2マイルの
ところ100円＝3マイル＊

www.jal.co.jp/jalcard/information/dfs1812/

※2018年11月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

0120-34-8596（お問い合わせ） 9：00～17：30

※店舗は年中無休です。

12/31～1/3は休み

キャンペーン 2018年12月1日～2019年1月31日

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、抽選でマイルをプレゼント

自動音声登録コード

：3824502

＊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。

参加登録必要

インターネットショッピング／全国

www.jal.co.jp/jalcard/information/feiler1812/
フェイラー
※2018年11月27日午後（予定）以降ご覧いただけます。
公式オンラインショップ

※キャンペーンのほか割引特典もあります。
詳細は上記URLをご覧ください。

ドイツ伝統工芸シュニール織のブランド。美しい色柄のハンカチやバッグが、時代を越え愛されている。
キャンペーン 2018年12月1日～31日
自動音声登録コード

：3820402

※詳細は上記URLをご覧ください。

通信販売／全国

エレクトーレ

家電／関東・甲信越・東海

ノジマ

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、抽選でマイルを
プレゼント

最適な商品を提案する
ため、
家電のプロフェッ
ショナルである相談員
がコンサルティングを
行うデジタル家電専門
店。
「 無料長期保証」
な
どサポートも充実。

www.jal.co.jp/jalcard/information/nojima1811/

キャンペーン 2018年11月1日～2019年1月15日

期間中、対象店舗で合計1,000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

自動音声登録コード

：3824402

参加登録必要

※一部店舗、
ノジマオンライン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。
●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。

ELECTORE

www.ellebeau.com

マイナス電位の還元力で肌本来の美肌力をひきだす新発想の「たった10秒のエイジングケア」。

0120-8098-48

9：00～19：00
（土は～18：00）
日・祝日、
年末年始は休み

会 員 特 典 2018年12月1日～2019年3月31日
1会計5,000円＊以上JALカードを利用され

た方に、
ハート型ソープ（45g）をプレゼント

＊ミネラルオーレファンデーションの購入は対象
外となります。
※電話注文のみ特典の対象です。
オンラインショッ
プは特約店ですが、特典の対象となりません。
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※掲載内容は、2018 年 10 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

冬休みの旅におすすめの
ホテル特集
北海道／留寿都

兵庫県姫路市南駅前町100

兵庫／姫路

ホテル日航姫路

www.jal.co.jp/jalcard/information/jalhmg1812/

※2018年11月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

姫路城が望める最上階のバーラウンジをはじめ、シーンにあわせて利用できるレストランも充実。

079-222-2231

北海道虻田郡留寿都村字泉川１３

ルスツリゾートホテル＆コンベンション

キャンペーン 2018年12月1日～2019年2月15日

https://rusutsu.co.jp

自動音声登録コード

：9820501

北海道最大級のレジャー型リゾート。白銀の大地でスキーなどのスノーアクティビティを満喫できる。

0136-46-3111

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）

※キャンペーンのほか2019年3月31日まで
特典もあります。詳細は上記URLをご覧く
ださい。

平日・休日 29,200円～
休前日 31,200円～

●1泊朝食付き1名様料金（1室2名様）

※滞在中利用できるゴンドラ・リフト券を含む。

全日 13,500円～

鹿児島／鹿児島
青森／青森

青森県青森市新町１-６-１８

青森国際ホテル

www.kokusai-hotel.co.jp

青森駅徒歩5分。ベイエリアや繁華街、朝市で有名な市場も近く、ビジネスや観光に便利。

017-722-4321

鹿児島サンロイヤルホテル

鹿児島県鹿児島市与次郎１-８-１０

www.sunroyal.co.jp

展望温泉から桜島を一望。鹿児島の食材を使ったバラエティ豊かな和洋バイキングも味わえる。

099-253-2020

会 員 特 典 2018年12月1日～2019年3月31日
※12/29～1/3を除く

バイキングプラン
1泊2食付き1名様料金（1室2名様／

会 員 特 典 2018年12月1日～2019年7月31日
※4/21～5/5を除く

ツインルーム）

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）
全 日

参加登録必要

期間中、合計1,000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

平日・休日
休前日

7,000円（通常：9,450円）

12,000円（通常：15,348円）
13,000円（通常：15,348円）

①アーリーチェックイン（13：00）
②レイトチェックアウト（12：00）
③ミネラルウォーター1本をお部屋に
ご用意（人数分）

沖縄／那覇
愛知／名古屋

名古屋ガーデンパレス

愛知県名古屋市中区錦3-11-13

www.hotelgp-nagoya.com

こだわりの寝具で快適な睡眠と滞在をサポート。多彩な部屋タイプでご家族連れにも対応。

052-957-1022

会 員 特 典 2018年12月1日～2019年5月31日

レイトチェックアウト（12：00）

●1泊室料1名様料金（1室2名様）
全日 8,750円～

ホテルJALシティ那覇

沖縄県那覇市牧志1-3-70

www.jal.co.jp/jalcard/information/jalnaha1812/

※2018年11月27日午後（予定）以降ご覧いただけます。

2018年7月に全客室リニューアルオープン。活気あふれる国際通り沿いのシティリゾート。

098-866-2580

キャンペーン 2018年12月1日～2019年2月15日
自動音声登録コード

：9820601

参加登録必要

期間中、合計738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
※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）
全日 12,000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・
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。
●
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

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
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
合わせください。

15

16

※掲載内容は、2018 年 10 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

忘年会・新年会におすすめ
特約店のレストラン

東京都中央区銀座２-４-１８ アルボーレ銀座９Ｆ

豚肉創作料理／東京

やまと 銀座本店

www.frieden-dining.com/ginza/

薬膳料理をもとに2種類のスープを用意。直営牧場で育てた良質なやまと豚をしゃぶしゃぶでご賞味あれ。

03-5159-9751

12/30～1/3は休み
●予算：昼1,100円～／夜6,000円～

本場アメリカンタイプ
のステーキを、
ボリュー
ムたっぷり&リーズナ
ブルに提供する沖縄の
老舗店。
ステーキだけ
で常時20種類以上を
取り揃える。

会 員 特 典 2018年12月1日～29日

マイルアップ

東京都港区六本木７-５-１０ 華商会館１～３Ｆ

中国料理／東京
そうりゅうとうぎょくどう りゅうどちょう

https://kiwa-group.co.jp/
souryu_ryuudocho/

蒼龍唐玉堂 龍土町

ステーキ／沖縄

NEW 10月～

ステーキハウス88

沖縄県那覇市辻2-8-21

www.jal.co.jp/jalcard/information/s881812/

会 員 特 典 2018年12月1日～31日

年中無休 ●予算：昼1,300円～／夜1,600円～

キャンペーン 2018年12月1日～2019年2月15日

期間中、対象店舗で合計888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

03-5786-4917

年中無休
●予算：昼1,200円～／夜5,000円～

辻本店

※2018年11月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

098-862-3553

食材に真摯に向き合い丁寧に仕上げた正統派の中国料理を、食のカルチャーが交わる六本木で堪能。

自動音声登録コード

：9828801 参加登録必要

※ステーキハウス88 国際通り店・国際通り店ANNEX・国際通り西口店・美ら海店・美ら海店
ANNEX・北谷店、
ステーキダイニング88 松尾店、
焼肉88エイリーエイ、
大衆炉端 八十八もキャ
ンペーンおよび特約店の対象です。

（人数分／夜のみ）
マンゴープリンをサービス
※2名様以上でご来店のうえ、
全員がコース料理を
ご注文の場合のみ特典の対象です。

東京都渋谷区笹塚３-１６-２ キャンティビル１Ｆ

イタリアン／東京

キャンティ 本店

www.chianti.co.jp/chianti/

イタリアンに日本人の食感覚にあう和のテイストを加えた、オリジナリティあふれる料理をワインとともに。

03-3378-0945

12/31～1/2は休み
●予算：昼950円～／夜3,500円～
会 員 特 典 2018年12月1日～30日
※12/22～25を除く。

牛・豚・鶏・羊・鹿の塊肉
をシェアし、
たっぷりの
野菜とともに食べるス
タイル。
自慢の牛肉料
理は肉質や部位、
味わ
いによってさまざまな
調理法で味わえる。

グラススプマンテまたはソフトドリンク
1杯をサービス（グループにつき8名様まで／
夜のみ）

酒蔵料理／愛知
北海道札幌市中央区北１条西３ 札幌中央ビル５Ｆ

肉料理／北海道

ＴＨＥ ＭＥＡＴＳＨＯＰ
011-231-2909

12/30～1/5は休み
●予算：昼1,000円～／夜4,000円～

http://the-meatshop.com

会 員 特 典 2018年12月1日～29日

お好きなドリンク1杯をサービス（グループ

につき5名様まで／夜のみ）

●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/

蔵人厨

ねのひ 伏見本店

愛知県名古屋市中区栄1-7-34 盛田ビル1F

www.nagoya-nenohi.com

蔵出しの味噌・酒粕・しょうゆをつかった滋味豊かな食事を、尾張の蔵元「盛田」の芳醇旨口の日本酒で。

052-231-2333

12/27～1/3は休み
●予算：昼1,400円～／夜6,500円～
会 員 特 典 2018年12月1日～2019年1月31日

日本酒（ミニボトル）をサービス（グループにつ
き1本／夜のみ）
※3名様以上で「ねのひ（7,560円)」または「厨人
(10,800円)」コースをご注文の場合のみ特典の
対象です。
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※掲載内容は、2018 年 10 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）

［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

51524
51523
51517
51525
51520

JAL CARD
NEWS 12
2018
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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

0120ｰ747ｰ907

携帯電話･PHS／海外からは 03ｰ5460ｰ5131＊3
（有料）
JALカードのサービス・ 月～金 9：00～17：30、土 9：00～17：00
諸変更についての
（日・祝日、
2018年12月29日～2019年1月3日は休み）
※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
お問い合わせ
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10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。

CLUB-Aカード・CLUB-Aゴールドカード・プラチナ切替キャンペ
「JALカード航空教室／羽田」のお知らせ〈P.5〉
忘年会・新年会におすすめ 特約店のレストラン
〈P.17-18〉

※掲載内容は、2018 年 10 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。

