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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。

「第5回 JALカードと行った思い出の旅コンテスト」受賞作品が決定しました！
〈P.3-4〉
「JALカードカップ」
ゴルフ大会を川奈ホテルゴルフコースで開催いたします！
〈P.5〉
特典のあるホテル&宿で充実の旅を
〈P.15-16〉

※掲載内容は、2018 年 11 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

パリ
（フランス）

宝石のような愛らしさのマカロンを、花の都パリで
渡辺 裕希子=文

今も昔も世界中の旅人を魅了してやまない花の都、パリ。名だ
たる芸術作品や歴史的建造物を鑑賞したり、洗練されたファッ
ションに見とれながらシャンゼリゼ大通りを歩いたり。
「あれもやりたい、
これも見たい」
とつい欲張ってしまい、気がつけば疲れてぐったり。そん
な時には、街角のパティスリーに立ち寄ってみてはいかがだろう。パリ
は、味はもちろん、見た目も麗しいスイーツの宝庫。職人こだわりのチョ
コレート、焼きたてのマドレーヌなどあれもこれもと欲張ってしまいそう
だが、なかでも目をひくのがマカロン。もともとは素朴な伝統菓子だっ
たが、20世紀半ばに老舗洋菓子店が、2枚の生地でガナッシュを挟む現
在のスタイルを考案したとされている。淡いパステルカラーとコロンと
したフォルムは、宝石のような愛らしさ。パリにはマカロンの名店が集中
しているので、食べ比べてみるのも楽しいだろう。
元気を取り戻したら、セーヌ川のクルージングに出かけよう。川沿い
には複数のクルーズ会社があり、ほとんどは予約なしでふらりと乗船可
能。パリの街を縦断するように流れるセーヌ川沿いには、ルーヴル美術
館やオルセー美術館、
ノートルダム大聖堂、エッフェル塔など、数え切れ

© Paris Tourist Office - Photographer : Marc Bertrand

〔エッフェル塔〕

1889年のパリ万国博覧会のために建てられたパリのシンボル。いつも混雑しているので、イン
ターネットで展望台への時間指定チケットを事前購入しておこう。

ないほどの名所が建ち並ぶ。青空の下で建築物や橋をじっくりと眺めら

〔マカロン〕

れる日中のクルーズか、きらめくイルミネーションを堪能できる夜のク

色とりどりのマカロン。イチゴ、
チョコレートなど
多彩なフレーバーが楽しめる。

ルーズか、
どちらを選ぶかは難しい選択。一番のおすすめはその両方を
味わえる夕暮れの時間帯で、空の色の移り変わりとともに表情を変え、
色気をまとっていくパリの街に吸い込まれそうになる。船を降りる頃に
は、すっかり陽が落ちて夜の顔に。艶やかに光る石畳の道を歩いて、行
き着く先は美食のレストランか、はたまた夜間も開館している美術館
か。パリの1日は、
まだ終わらない。

© Paris Tourist Office - Photographer : Amélie Dupont

〔セーヌ川〕
セーヌ川の風に吹かれるロマンチックなクルーズ。
コース料理やワインが楽しめるクルーズ船も。

© Paris Tourist Office - Photographer : © Sarah Sergent

旅する人が本当に使えるJALカードのサービス
ゆったり座ってくつろげる

提携カード会社・ラウンジサービス

提携カード会社の会員専用ラウンジで、
ご出発前に
寛ぎのひとときをお過ごしいただけます。

※航空会社のラウンジ
（サクララウンジなど）
とは異なります。
※対象カードや対象空港など、
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/

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

アルプスに聳え立つモンブラン
投稿者：みゅう さん 撮影場所：フランス シャモ二・モンブラン
エピソード

フランスのローヌ・アルプ地方に位置するシャモニ。展望台エギーユ・
デュ・ミディから眺めるモンブランは絶景で、その美しさを言葉で表現
することは不可能だろう。
2
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※掲載内容は、2018 年 11 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

「第５回 JALカードと行った思い出の旅

JALカード会員の皆さまが旅先で目にした風景や出会い、
笑顔、
新たな発
JALカードと行った思い出の旅コンテスト」
は、
26,000点を超えるたくさん
4作品を発表します。そのほかの受賞作品もJALカード Webサイトにて

コンテスト」受賞作品が決定しました！

見など、
旅の思い出の写真をエピソードとともにご応募いただく
「第5回
のご応募をいただきました。厳正なる審査の結果、
グランプリに選ばれた
公開中です。
ぜひ素敵な旅の作品をご覧ください。

グランプリ作品
風景部門

自由部門
作品タイトル：
空の祈り

作品タイトル：目覚めの摩天楼

■投稿者：violet さん

■撮影場所：アメリカ ニューヨーク

ニューヨークが好きすぎて、
だいたい年に1回程度渡航しています。
もちろんJALカー
エピソード ドで。
お隣のニュージャージーから見るマンハッタンの街並みは本当に圧巻。
晴れた冬
の日の出は太陽の光を強烈に浴びるビル群に命が吹き込まれたかのような、
街の息
遣いを感じずにはいられません。
喧騒に包まれる1日がまた始まります。

■投稿者：gan...щ(´Д｀щ) さん

人物部門

飛行機部門
作品タイトル：光明
（こうみょう）

作品タイトル：
２歳・大空へ

■投稿者：トレセ さん

■撮影場所：中国四川省 アチェンガルゴンパ

東京から飛行機とバスを乗り継いで片道4日。
たどり着いた先は標高4,000m祈りの
エピソード 町アチェンガルゴンパ。
年に数回の法会が行われ、
町に住むほとんど(ほぼ女性)が集
まり祈りを捧げていました。

■撮影場所：北海道 上川郡美瑛町

羽田から旭川へ！おじいちゃんおばあちゃんと一緒に北海道旅行。
旭岳、
旭山動物園、
エピソード そして富良野・美瑛ドライブ。美瑛での1枚。
２歳ながら開放感からとても気持ち良さ
そうに飛んでいます。
みんなにとって忘れられない旅になったでしょう。

■投稿者：TERRA さん

■撮影場所：東北上空

7月１６日の午後、
羽田空港のＢ滑走路で穴が開いているのを発見したため遅延。
搭乗
エピソード した三沢行きも遅延しモヤモヤ気味でしたが、
景色を眺めていたら記憶に残る夕焼け
でした。
連休を過ごした時を思い浮かべながら……。

受賞作品の発表はこちら

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

3
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※掲載内容は、2018 年 11 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

「JALカードカップ」ゴルフ大会を
川奈ホテルゴルフコースで開催いたします！
今回の「JALカードカップ」
は、富士山を背に
相模湾を望む、川奈ホテルゴルフコースで開
催いたします。川奈の恵まれた地形を最大限
に生かしてつくられた魅力溢れるコースでの
プレーをお楽しみください。
日

時 2019年3月28日(木)～29日(金)
プレーは3月29日(金) 8:00よりスタートいたします(予定)
開 催 地 川奈ホテルゴルフコース(富士コース)
静岡県伊東市川奈1459
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
料金
内容
プレー代(キャディーフィー込)+
Aプラン ¥43,750
海側ツイン1泊
（3月28日）
Bプラン

¥38,750

プレー代(キャディーフィー込)+
山側ツイン1泊
（3月28日）

CAMPAIGN
JALCARD Presents

ミステリーサウンドツアー

音を聴いて、旅の行き先を探し当てるミステ
リーサウンドツアー。Webサイトにある動画
の音とヒントをもとに旅の行き先である都市
を当てた方のなかから、1組2名様をその素
敵な都市へご招待します。JALカードをお持
ちでない方もご応募いただけます。さあ、
みん
なでミステリーサウンドツアーにチャレンジ！
応募期間 2019年1月31日
（木）
まで

〈応募方法〉

STEP1
“音”に注目して
動画を再生

※(株)JALカードはゴルフ大会事務局の運営事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。

STEP3
問題をクリアした
ことをシェア

STEP4
応募フォームに
入力

※厳正なる選考を行い、当選者には2019年2月下旬頃にキャンペーン事務局よりお電話にてご
連絡いたします。

詳細はこちら

※宿泊先は
「川奈ホテル」
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／入湯税
別）
となります。ただし、
シングル利用の場合、Aプランは10,500円、Bプランは
10,000円増しとなります。
※乗用カートは使用できません。

（10,000円分）
、
JALカードオリジナル優勝記念品
優勝賞品 百貨店商品券
お申し込み・ 2019年1月8日(火) 10:00よりお電話にて承ります(先着順)
ゴルフ大会事務局
お問い合わせ 「JALカードカップ」
TEL：03-5358-1695
10:00～17:00(土・日・祝日は休み)

STEP2
ヒントをもとに
行き先を当てる

https://jalcard.jal.co.jp/mysterysound/

CAMPAIGN

特約店「イオングループ」
提携5周年記念キャンペーン

期間中、対象店舗で合計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
でマイルまたはギフトカードをプレゼント。

利用期間 2019年1月1日
（火）
～3月31日
（日）
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
対象店舗

自動音声登録コード

：3820904

参加登録必要

オプショナルプランをご用意いたしました

※ご希望の方は上記電話番号よりお申し込みください
（先着順・要予約）
。

オプショナルプレー
2019年3月28日
（木）
富士コース 25,000円
（税込）
／大島コース 11,800円
（税込）
2019年3月30日
（土）
富士コース 33,500円
（税込）
／大島コース 15,800円
（税込）
※富士コースは4名様1組、
大島コースは2～4名様1組での料金です。富士コースをご利用の場
合、
3名様の場合は1,620円、
2名様の場合は4,860円増しとなります。
お一人様でのお申し込
みの場合、
ご希望にそえない場合があります。
※3月30日(土)に富士コースオプショナルプレーをご希望の場合は、
川奈ホテルでのご宿泊が必
要となります。

JALカード特別ご夕食コース
1名様料金 11,300円
（税・サービス料込）

※川奈ホテル内レストランでのご提供となります。
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/cup1903/

※2018年12月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

賞

品 10,000マイル・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・50名様
1,000マイル・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・500名様
イオンギフトカード
（5,000円分）
・
・
・50名様

※キャンペーンおよび特約店対象店舗はエリアにより異なります。
※当選の発表は、2019年6月末(予定)にマイルはMyJACARDにてお知らせ(当選者のみ)、ギフト
カードは発送をもってかえさせていただきます。

詳細はこちら

www.jal.co.jp/jalcard/information/aeon1901/

※2018年12月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
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※掲載内容は、2018 年 11 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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総額50万マイルプレゼント！
JALカード特約店 ウィンターキャンペーン2019

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。
利用期間
対象の方
対象店舗
賞
品

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

参加登録必要
2019年1月1日
（火）
～3月31日
（日）
自動音声登録コード
ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
：3823102
JALカード特約店
（約52,000店舗）
10,000マイル・
・
・
・
・10名様 5,000マイル・
・
・
・
・20名様
2,500マイル・
・
・
・
・40名様 1,000マイル・
・
・100名様
500マイル・
・
・200名様

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

普通カード
JALカード navi

www.jal.co.jp/jalcard/information/tokuyaku1901/

5,000 マイル

3,000 マイル

2,000 マイル

500 マイル

※当選の発表は、
2019年6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

（学生専用）

※2018年12月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

＜特約店の一例＞

Web紹介ボーナス
MyJALCARDからのご紹介で、
ご入会者1名様につき

100 マイル

※ご入会者にもボーナスマイルをプレゼントいたします。ご入会者のボーナスマイル数など、詳細
は以下URLをご覧ください。
▲ BLUE SKY

▲ イオン

▲ ファミリーマート

JALグループ便に年1回は搭乗される方におすすめ！

PICK
UP! ご搭乗のボーナスマイルや旅行保険が充実した
「CLUB-Aカード」
・入会後、初めてのご搭乗時に5,000マイルプレゼント
・毎年初回搭乗ボーナス2,000マイルプレゼント
・海外旅行／国内旅行傷害保険 最高5,000万円

▲ グランドニッコー東京 台場 ▲ シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート ▲ ロイヤルホスト

ほかにも特約店があります！ぜひWebサイトをチェックしてください。

詳細はこちら http://partner.jal.co.jp/site/tokuyakuten/

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

https://jalcard.jal.co.jp/friendship/
「LINE」
でもご紹介いただけます！

INFORMATION

JALカード割引 国内線特典航空券

JALカード会員なら、ディスカウントマイルより、
さらに500マイル少ないマイルで国内線特典航
空券に交換できます。ご旅行の日程がお決まり
の場合は、
どうぞお早めにお申し込みください！

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。

本誌掲載のキャンペーンについて
※対象期間や対象路線、
必要マイル数など、
ご利用にあたっての詳細は以下URLをご覧ください。

詳細はこちら

www.jal.co.jp/jalcard_discount/dom/

※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 11 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

さらに便利に取りやすく！
JAL国際線特典航空券PLUSがスタート！

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拡大！
これまでは、キャンセル待ちとなっていた日程でも、追加マイルのご利
用により予約できる日が増えます。
PLUS開始後
特典航空券
基本マイル

25,000

追加マイル

25,000

マイル

36,000
マイル

今まで通り

オークラ ホテルズ ＆ リゾーツでは、
ホテル
オークラ東京をはじめとする対象ホテルに
てダブルマイルキャンペーンを実施中。
「J-SMART 1200 ボーナスマイル600込」
プランでのご宿泊で、通常1泊につき600
マイルのところ2倍の1,200マイルがたま
ります。
ぜひこの機会に、ラグジュアリーなひとと
きをお過ごしください。

ご予約・お問い合わせ

マイル

キャンセル待ち

オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ

期
間
対象ホテル

JAL国際線特典航空券PLUS
基本マイル

らせ

JMB提携ホテルキャンペーン

2018年12月よりJAL国際線特典航空券PLUS
（ 以下、PLUS）
を導入し
ます。PLUSとは、
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です。

今まで

NO.317

41,000
マイル

▲ ホテルオークラ東京

2019年1月15日
（火）
～3月20日
（水） ※ご宿泊日
国内・海外のオークラ ホテルズ ＆ リゾーツの
キャンペーン対象ホテル
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/airline-partners/
japan-airlines-bonus/

予測残席に応じて変動

※上記の必要マイル数
（片道）
は一例です。

その② すぐに予約できるので、旅のプランが立てやすく！
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

海外旅行保険 冬のボーナスポイントキャンペーン！
※旅行開始日
■期間：2018年12月1日
（土）
～ 2019年3月31日
（日）

その③ これまでよりも少ないマイル数で特典航空券が利用できる路線も！
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、一部の路線では、
これまでより少なくなります。
〈一例〉

※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。

日本→シンガポール
今まで

17,500マイル（片道）

5,500
マイルおトク

PLUS開始後

12,000マイル（片道）

お申し込み・
ｅＪＡＬポイント積算等の詳細はこちら

エコノミークラスの場合
※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、
これ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
（

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！

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 11 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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RECOMMENDED INFORMATION

知ってトクする
お知らせ

九州・沖縄限定！
JALカード特約店 ゴルフ場キャンペーン

期間中、対象施設で合計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
賞品またはマイルをプレゼント。
自動音声登録コード

：9821001

参加登録必要

利用期間 2019年1月1日
（火）
～3月31日
（日）
▲ フェニックスカントリークラブ
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
対象施設 九州・沖縄エリアにあるJALカード特約店のゴルフ場および
ゴルフ場に併設する宿泊施設
【ゴルフ場】
フェニックスカントリークラブ、
宮崎カントリークラブ、

賞

かねひで喜瀬カントリークラブ など
【宿泊施設】
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
品 オリジナルロゴ入りボストンバッグ・
・
・
・
・5名様
オリジナルロゴ入りゴルフキャップ・
・
・10名様
１,000マイル・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・20名様

NO.317

CLOSE UP
専門店／東京・福岡
通信販売・インターネットショッピング／全国
コパショップ

Copa Shop
2019年のテーマは
「新時代がやってくる。
もっと幸せになる準備を」

亥年は変化の年であり、幸せになる、幸せをつくる気
持ちが本物か試される１年です。また、
「変化を楽しん
で幸せになる年」
「やる気と根気、元気を試される年」
「健康な肉体と精神をもっているかを試される年」
「こ
こ一番で一気に力を発揮できるかを確かめられる年」
「コツコツと努力できるかを問われる年」
「本物の財産
をつくれるかを問われる年」
でもあります。
「幸せにな
▲ Dr.コパ氏
る」
ことに対する確固たる信念があることが大切です。
コパ風水の基本は幸せになることへの力添えをすることです。
会 員 特 典 2019年1月3日
（木）～3月31日(日)

銀座本店、博多店でのお会計の際、
「JALCARD NEWSを見た」
とお申
し出いただいた方に、
亥の置物または亥のストラップを1点プレゼント。
※数に限りがあります。

◀ 亥の置物

※宿泊施設での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6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。

詳細はこちら

ラッキーカラーのゴールドの亥が、赤・白の丸
（丸は金運
などを示す）
と夢、寶、財の開運文字が記された立方体
（四角は財運などを示す）
に乗っています。幸運がやって
くる北と南に、
顔を家の中心に向けて置きましょう。

www.jal.co.jp/jalcard/information/golf2019/

※2018年12月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

JALカード特約店「マツモトキヨシ」
マイルプレゼントキャンペーン

期間中、対象店舗で合計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。
自動音声登録コード

：9821201

利用期間
対象の方
対象店舗
賞
品

参加登録必要

2019年1月1日
（火）
～2月28日
（木）
JALカード個人本会員／家族会員
全国のマツモトキヨシ、
マツモトキヨシオンラインストア

5,000マイル・
・
・10名様
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

www.jal.co.jp/jalcard/information/matsukiyo1901/

※2018年12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 ●2019年1月31日ご利用分まで「今よし」
「十勝Chinese
掛村」
「HEINZ BECK」
「TRATTORIA CREATTA」
※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。

マイルが2倍たまる
今月のおすすめ

亥のストラップ ▶

四角
（陽・財運）
と球
（陰・金運）
とゴールドの亥でデ
ザインされたヘッドが、
ゴールドのストラップについ
たデザインです。携帯電話やカバンなどにつけて金
運などさまざまな幸運を引き寄せましょう。

Dr.コパファンクラブ
「ドクターコパ友の会」
と
「JALカード」
がひとつになったCopa Club／JALカード限定特典
①Copa Club
（店舗・通信販売）
でのお買い物が5％割引
（一部対象外あり）
②初回ご入会特典として店舗・通信販売でのご優待
（5,000円分／有効期限６カ月）
③Dr.コパが指南する風水情報を毎月お届け
銀座本店

Copa Shop

03-3571-1115

博多店
092-409-8658
10:00～18：30 水、2019年1月1日は休み
通信販売
0120-027-758
10:00～18：30 不定休 2018年12月30日～2019年1月3日は休み
インターネットショッピング http://copa.jp

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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※掲載内容は、2018 年 11 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
2019 年 1 月号

JAL CARD SELECTION

NO.317

SHOPPING

マイルが2倍たまる
おトクな

こだわりの特約店で
おトクにショッピング

音楽配信サービス／全国

MUSIC BIRD

www.jal.co.jp/jalcard/information/musicbird1901/

※2018年12月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

24ビットの高音質衛星デジタル音楽放送。さまざまなジャンルの音楽チャンネルを自宅で楽しめる。

03-3221-9000（お問い合わせ）
10:00～12:00、
13:00～18:00
土・日・祝日、
12/28～1/6は休み

痩身・美顔・脱毛など多
彩なサービスを提供す
るメンズエステティック
サロン。
国内外の専門教
育を受けた有資格者の
技術が実感できるおト
クな体験コースが充実。

会 員 特 典 2019年1月1日～3月31日

期間中、上記URLを経由して専用チュー
ナーを新規でご購入の場合
①専用アンテナ・楽曲ディスプレイ・標準設
置工事のセットを特別価格でご提供
②1,000マイルプレゼント

※レンタルプラン「おまかせバリューパック50」を
新規でご契約の場合の特典もあります。
※①の価格、各種条件などの詳細は上記URLをご
覧ください。

化粧品／京都

男のエステ ダンディハウス

075-256-7676

0120-552-011（ご予約・お問い合わせ） 10：00～22：00

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

www.kyonoyuki.com

10:00～18:00
水、
12/29～1/4は休み

年中無休

※店舗により年始の営業開始日が異なります。
キャンペーン 2019年1月1日～2月28日

京都府京都市中京区二条通油小路東入ル西大黒町331-1

京都生まれの自然派化粧品のコンセプトショップ。商品のベースは和漢から抽出した「和漢植物エキス」。

www.jal.co.jp/jalcard/information/dandy-house1901/

※2018年12月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

NEW 12月～

京乃雪 京都二条本店

エステ／全国

自動音声登録コード

：3821702

会 員 特 典 2019年1月5日～6月30日
参加登録必要

※エステティック ミス・パリ、
WASPAもキャンペーンおよび特約店の対象です。
対象店舗などの詳
細は上記URLをご覧ください。

桜巾着おためしセット
（通常：1,944円）
を
1,080円でご提供
※お一人様1個のみ。京乃雪の商品を初めてご購
入の方に限ります。
※京都二条本店のみ特典および特約店の対象で
す。

インターネットショッピング／全国

特選松阪牛専門店

やまと

www.matsuzaka-steak.com

A5等級に限定し、そのなかでも「飛び級」と言われる厳選された松阪牛のみを扱う通販専門店。

直輸入でリーズナブルに
取り揃える海外ラグジュ
アリーブランドを中心に、
スーツやカジュアルウェ
アを取り扱う。大きいサ
イズのメンズ・レディス
のラインナップも豊富。

0120-066-629（お問い合わせ）
10：30～13：00、
14：00～17：00
1/1は休み

※お電話でのご注文は特約店の対象となりません。

ファッション／関東・宮城

サカゼン

www.jal.co.jp/jalcard/information/sakazen1901/

※2018年12月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

キャンペーン 2019年1月1日～2月28日

自動音声登録コード

：9821301

参加登録必要

期間中、対象店舗で合計15,000円以上JALカードを
利用された方のなかから、抽選で1,000円分の割引クーポンをプレゼント

※一部店舗、
オンラインショップはキャンペーンおよび特約店の対象となりません。
※割引クーポンのご利用には各種条件があります。
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。
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※掲載内容は、2018 年 11 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

特典のあるホテル&宿で
充実の旅を
北海道／札幌

札幌 エクセルホテル東急

奈良／奈良

NEW 12月～

奈良県奈良市下三条町47-1

ホテルフジタ奈良

www.fujita-nara.com

世界遺産・東大寺、興福寺徒歩圏。郷土料理の飛鳥鍋や古代米などが登場する朝食バイキングが魅力。

0742-23-8111

北海道札幌市中央区南8条西5-420

会 員 特 典 2019年1月1日～31日

www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/

レイトチェックアウト（12：00）
●1泊朝食付き1名様料金（1室2名様）

2種の蟹を堪能できるこだわりの料理と、
「札幌夜景」を望む高層階ステイで北海道を満喫。

平日・休日 8,500円～
休前日 16,500円～

011-533-0109

会 員 特 典 2019年1月1日～4月30日

蟹食べ比べ膳付きプラン

1泊2食付き1名様料金（1室2名様／
プレミアスタイリッシュツイン）
※ご予約は5日前までとなります。
全 日

26,750円（通常：33,436円）

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／夕食時）

大分／別府

もと湯の宿

大分県別府市鉄輪御幸３組

黒田や

www.kurodaya.info

自社牧場で育てた豊後牛や別府名物「地獄蒸し」など、料理が自慢の源泉かけ流しの湯宿。

0977-66-9656

会 員 特 典 2019年1月1日～6月30日

岩手／花巻

岩手県花巻市湯本1-125

千秋閣

www.hanamakionsen.co.jp/senshu/

花巻温泉 ホテル

岩手の旬の食材を地酒とともに味わえる温泉リゾート。湯量豊富な大浴場で寛ぎの休日を。

0198-37-2111

①アーリーチェックイン（14：00）
②レイトチェックアウト（11：00）

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 16,350円～
休前日 18,510円～

会 員 特 典 2019年1月3日～3月31日

館内利用券500円分をプレゼント（人

数分／大人のみ）

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）

沖縄／名護

平日・休日 12,000円～
休前日 16,000円～

カヌチャベイホテル＆ヴィラズ

沖縄県名護市字安部156-2

www.kanucha.jp

ゴルフ場やビーチを併設する総合リゾート。多彩なアクティビティやリラクゼーション施設を兼ね備える。

0980-55-8484

会 員 特 典 2019年5月26日まで

京都／寺町

NEW 12月～

京都府京都市中京区六角通寺町東入桜之町420

ホテル グレイスリー 京都三条

https://gracery.com/kyoto/

老舗の店舗が立ち並ぶ寺町京極商店街に立地。コンシェルジュによる観光情報の提供も好評。

075-222-1111

会 員 特 典 2019年1月1日～31日

レイトチェックアウト（12：00）

JALカード会員限定プラン
1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
月～木・休日
金・休前日

15,660円～（通常：27,540円～）
18,900円～（通常：27,540円～）

① レン タ ル カ ート1 日 利 用 料 金 を
2,700円でご提供（通常：5,400円）
※12/29～1/3、4/29～5/5を除く

②2連泊以上でインドアプール「レイ
ンフォレスト」の利用が滞在中無料

●1泊朝食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 12,460円～
休前日 19,480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 11 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

素材にこだわったお店で
旬の味覚を楽しむ

魚介料理／静岡

静岡県浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館1F

遠州の恵みと、魚介料理 やまと

https://wanochisouyamato.owst.jp

RYOURIYA 倭

地産地消にこだわった浜松の味覚。近海の漁港から仕入れる魚介は卸問屋直営店だからこその品質。

053-454-1313

郷土料理の水たきや玄界
灘の真鯛しゃぶしゃぶな
ど、
福岡県産の食材をふん
だんに取り入れた料理を
ご用意。
伝統工芸品を誂
えた空間で、
福岡を堪能で
きるアンテナレストラン。

1/1は休み
●予算：昼2,000円～／夜6,000円～
会 員 特 典 2019年1月7日～2月28日

マグロ赤身握り2貫をサービス（グループに
つき5名様まで／夜のみ）

愛知県名古屋市中区栄５-１６-２

囲炉裏料理／愛知
はる

http://kou1995.com

遥

囲炉裏で肉や魚の炙り焼きを味わえる。原木備長炭がもつ強い火力と香りが食材本来の味を引き出す。
福岡料理／東京

NEW 11月21日～ 東京都千代田区麹町1-12-1 住友不動産ふくおか半蔵門ビル1F

福岡料理と旬の味

03-3288-2170

ふくおか

www.fukuoka-bimi.net

福扇華

会 員 特 典 2019年3月31日まで

不定休

（人数分／夜のみ）
お土産をプレゼント

※土は夜のみ営業、
日・祝日は完全予約制となります。

052-264-7797

不定休 12/31～1/8は休み
●予算：夜5,000円～
会 員 特 典 2019年1月9日～31日

（グループにつき）
生ハムマリネ1皿をサービス

※コース料理をご注文の場合のみ特典の対象です。

●予算：昼1,500円～／夜10,000円～

台湾鍋／大阪

鍋屋

大阪府大阪市中央区東心斎橋1-18-6 ギャラリービル5F

okamoto 心斎橋店

www.nabe-okamoto.com

肉を焼きつつ鍋を食べる焼鍋と、特製だしとたれがクセになる石鍋。2種類から選べる台湾鍋を提供。

ハンドドリップで抽出し
たハワイ産の希少なコナ
コーヒー、
カウコーヒー
が楽しめる。ハワイ本店
のレシピを忠実に再現
したアサイーボウルは
一番人気の名物メニュー。

06-6282-1400

不定休 12/31～1/3は休み
●予算：夜5,500円～
会 員 特 典 2019年1月4日～2月28日

生ビール、焼酎、ウィスキー、チューハイ、
カクテル、グラスワイン、
ソフトドリンクの
いずれか1杯をサービス（人数分）

東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル1F

カフェ／東京

アイランドヴィンテージコーヒー 青山店

www.jal.co.jp/jalcard/information/ivc1901/

ふぐ料理／福岡

※2018年12月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

03-6418-2416

年中無休

●予算：昼1,300円～／夜1,300円～

キャンペーン 2019年1月1日～2月28日

自動音声登録コード

：9822001

参加登録必要

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、抽選でオリジナルトートバッグをプレゼント

※表参道店も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。

●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/

博多

ぼて

福岡県福岡市中央区西中洲1-5 みつるビル1F

http://hakata-bote.co.jp

本場下関より直送される天然とらふぐを、1年中納得の価格で気軽に食べられる専門店。

092-713-0225

不定休
（4～9月は日・祝日が休み）
1/1～3は休み
●予算：夜8,６00円～
会 員 特 典 2019年1月4日～31日

ひれ酒またはソフトドリンク1杯をサービス

（人数分）
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※掲載内容は、2018 年 11 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
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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11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。

「第5回 JALカードと行った思い出の旅コンテスト」受賞作品が決

「JALカードカップ」
ゴルフ大会を川奈ホテルゴルフコースで開催
特典のあるホテル&宿で充実の旅を
〈P.15-16〉

※掲載内容は、2018 年 11 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。

