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員専用 24 時 間 音 声 情 報サービ ス

ングマイル･ショッピングポイント照会＊1」
が24時間
（年中無休）
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

家族プログラム登録申込書
ツアープレミアム登録申込書
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
（年中無休）
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

海外からの連絡先

81-3-6685-4800

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。

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〉
ビルボードライブでウェルカムドリンクをサービス
〈P.5〉
体の芯から温まろう、
真冬に訪れたいレストラン
〈P.17-18〉

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。

※掲載内容は、2018 年 12 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

若狭（福井）

海産物の宝庫、若狭地方の郷土料理「鯖のなれずし」
渡辺 裕希子=文

“街道”
と呼ばれる道は数あれど、一度耳にしたら忘れられない
のが「鯖街道」。福井県の小浜から熊川宿を経て京都に至る若
狭街道には、かつて若狭の海産物を都へと運ぶ行商人が行き来してい
た。運ばれた物資のなかで特に鯖が有名なことから、近年は
「鯖街道」
と
名付けられ、注目を集めている。
名物はもちろん、鯖料理。生姜醤油でいただく
「浜焼き鯖」
や香ばしい
「焼き鯖ずし」
も人気だが、11月～4月に訪れるなら
「鯖のなれずし」
を逃
すわけにはいかない。若狭湾で揚がった天然の真鯖に塩とぬか、少量の
唐辛子をまぶして桶に詰め、1年以上にわたって発酵・熟成を繰り返す
と、鯖のぬか漬け
「へしこ」が完成する。ここからぬかを落として塩抜き
し、
ご飯とこうじを混ぜたものを鯖のなかに包み入れたのちに、2～3週
たがらす

間寝かせたものが
「鯖のなれずし」
。小浜の漁村・田烏地区に伝わる郷土
料理で、すしのルーツとも言われる一品だ。
「 へしこ」
に比べて塩気が少

〔熊川宿〕
小浜と京都の出町を結ぶ鯖街道の中継地点にあり、
江戸時代には宿場町として栄えた。風情ある
町並みは、
国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。

ない分、
まろやかでうま味が豊か。チーズのような香りが鼻を抜け、ほど

〔鯖のなれずし〕

よい酸味が広がる。

なれずしはそのまま食べても美味しいが、
アルミ
ホイルで包んで軽く火を通す食べ方もおすすめ。

リアス式海岸が続く若狭地方は、海産物の宝庫だ。脂の乗った
「若狭
ふぐ」
の鍋やアオリイカの活き造り、天然のウナギやズワイガニなど、季
節ごとに楽しみが尽きない。ここでは、漁師が営む民宿に身を寄せて、
みかたごこ

とれたての海の幸を心ゆくまで味わう美食の旅がおすすめ。三方五湖
と日本海を見渡す
「レインボーライン山頂公園」
や、名水百選に選ばれ
うりわり

た
「瓜割の滝」
などの景勝地にも立ち寄れば、食欲とともに好奇心も満
たされていくだろう。

〔レインボーライン山頂公園〕
リフトまたはケーブルカーで山頂に登ると、三方
五湖の絶景が広がる。足湯やカウンター席、ハン
モックなどがあり、若い人にも人気。

旅する人が本当に使えるJALカードのサービス
万が一のときも安心

海外旅行保険／国内旅行傷害保険

旅行のたびの面倒な手続きは一切必要ありません。
旅行回数、利用航空会社を問わず、
またカードで航空券を
購入されなくても適用になります。

※カードの種類により、
補償内容が異なります。
※保険金の支払いには、
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2回 JALカードと行った思い出の旅コンテスト 入賞作品
Twelve Apostles

投稿者：hatti さん 撮影場所：オーストラリア グレートオーシャンロード
エピソード

JALカードでためたマイルを利用して家族旅行。長旅に疲れ
たにもかかわらず、
５歳の息子がこの景色を見て「綺麗！
！」と
感激していました。
2
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※掲載内容は、2018 年 12 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

締切間近！

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・
プラチナ会員なら
「マイルで年会費」を
ご利用いただけます。

※
「JALカードポイント」
は、
マイルを年会費に充当する場合のみご利用いただけるポイントで
す。
ポイントコース選択の方のJALカードご利用時に積算される
「JALカードショッピングポイン
ト」
とは異なります。

JALカードポイント

特典交換のお申し込み

年会費へ充当

自動で交換

■対象となる年会費
・JALカード年会費（本会員／家族会員）
・JALカードショッピングマイル・プレミアム年会費
例えば
CLUB-Aカード

本会員年会費

10,800円（税込）

必要マイル

10,800マイル

※ご利用には、
本会員のカード年会費のお申し込みが必須となります。
家族会員のカード年会費お
よびショッピングマイル・プレミアム年会費のみのお申し込みはできません。
※お持ちのカードの種類により、
必要マイル数が異なります。
また、
ご利用には各種条件がありま
す。
詳細は以下URLをご覧ください。

マイルで年会費はこんな方におすすめ！
・ショッピングの利用やビジネスでの搭乗でマイルを多くためている方
・特典航空券以外で特典交換を考えている方
・JALカードのアップグレードを考えている方
詳細はこちら

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！

参加登録必要

到着日／Web受付日

自動音声登録コード

CLUB-Aカード・CLUB-Aゴールドカード切替：2810601
プラチナ切替：2810602

「MyJALCARD」
よりお手続きください。

切り替えると、
ここがおトク！

「マイルで年会費」とは、マイルをつかってJALカードの年会費をお支払
いいただけるJALカード会員だけの特典です。
特典交換したマイルは「JALカードポイント」となり、年会費のお支払い
へ自動的に充当されます。

マイル

ド・プラチナ切替キャンペーン

www.jal.co.jp/jalcard/function/annualfee/

CLUB-Aカードなら
①ご搭乗の際にたまるボーナスマイルが普通カー
ドより大幅にアップします
② 普 通カードより充 実した旅 行 保険が自動付 帯
されます
③JA L 国 際 線ご 搭 乗 の 際 、J A Lビジネスクラス・
チェックインカウンターを利用できます
など
CLUB-Aカードのサービスに加えて

CLUB-Aゴールドカードなら
①提携カード会社の空港ラウンジサービスを利用
できます
②JAL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）
になります
など
CLUB-Aカード・CLUB-Aゴールドカードのサービスに加えて

プラチナなら
①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ます
②JALグループの航空券や機内販売など、対象商品
のご購入で、
ショッピングマイルに加えて100円＝
2マイルたまります
③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日サポートします
など
※上記の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。

キャンペーン・各種サービスの詳細はこちら

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

3
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※掲載内容は、2018 年 12 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

INFORMATION

CAMPAIGN

「JXTGエネルギー」
マイルプレゼントキャンペーン

JALカードの優待で素敵なひとときを

ビルボードライブで
ウェルカムドリンクをサービス

世界トップクラスのアーティストが出演するクラブ＆レストラン
「ビルボード
ライブ」
。JALカード会員の皆さまには、
ウェルカムドリンクを1杯サービス
いたします。同行者1名様も対象です。
■対象店舗
ビルボードライブ東京（東京ミッドタウン ガーデンテラス4F）
ビルボードライブ大阪（ハービスPLAZA ENT B2F）

期間中、対象店舗で合計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。

利用期間 2018年12月15日
（土）
～2019年2月28日
（木）
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
対象店舗

賞

▲ ビルボードライブ東京

▲ ビルボードライブ大阪

■JALカード会員限定ご優待内容
①ウェルカムドリンクサービス
JALカードのご提示で、グラススパークリング
ワインまたはソフトドリンク1杯をサービス。
同行者１名様を含め最大2名様まで対象です。
②JALカード優待公演
毎月特定の公演を優待価格にてご購入いただけます。
優待公演のご予約方法など、詳細は以下URLをご覧ください。
※ご優待には各種条件があります。

詳細はこちら

www.jal.co.jp/jalcard/service/billboard.html

JALカードは、
ビルボードライブのオフィシャルスポンサーです。

参加登録必要
自動音声登録コード

：3820303

品 10,000マイル・
・
・
・
・
・
・20名様
5,000マイル・
・
・
・
・
・
・30名様
3,000マイル・
・
・
・
・
・
・50名様
300マイル・
・
・1,000名様

※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。
※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/jxtg1812/

CAMPAIGN

新生活応援
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 2019年1月16日
（水）
～4月15日
（月）
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
対象特約店

自動音声登録コード

：9820901

参加登録必要

INFORMATION

「サカイ引越センター」特約店契約終了のお知らせ

「サカイ引越センター」
は、2019年2月28日(木)をもって、
マイルが2倍た
まる
「JALカード特約店」
の契約を終了いたします。特約店契約終了後も、
マイルパートナーとしておトクにマイルがたまりますので、ぜひご利用く
ださい。
詳細はこちら

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

賞

・
・
・
・3名様
品 10,000マイル・
6,000マイル・
・
・30名様

※当選の発表は、2019年7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/newlife1901/
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※掲載内容は、2018 年 12 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 2 月号

NO.318

INFORMATION

CAMPAIGN

ボーナスマイルプレゼント健診キャンペーン

期間中、対象施設で合計20,000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。
自動音声登録コード

：3825403

利用期間
対象の方
対象施設
賞
品

参加登録必要

2019年2月1日
（金）
～5月15日
（水） ▲ 総合健診センターヘルチェック
ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
全国のJALカード特約店健診施設
（約60施設）
もれなく500マイル

※休診日などは各施設へお問い合わせください。
※キャンペーンおよび特約店の対象とならない診療内容
（健診・検診など）
があります。
※マイルは、
2019年8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

JALカード会員ご紹介プログラム
JALカードの多彩なラインナップのなかから、
ご家族やご友人の方に最
適なカードをおすすめください。ご紹介者とご入会者のそれぞれにボー
ナスマイルをプレゼントいたします。
ご入会者が以下のカードに本会員として入会されると、
ご紹介者にプレゼント
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

CLUB-Aカード

普通カード
JALカード navi

2,000 マイル

500 マイル

（学生専用）

Web紹介ボーナス

www.jal.co.jp/jalcard/information/doc1902/

MyJALCARDからのご紹介で、
ご入会者1名様につき

※2019年1月28日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

100 マイル

本会員として入会されたご入会者にプレゼント

INFORMATION

LIFE IS A JOURNEY 旅にでよう、わくわくしてきた。
JALカードが各地の魅力をご紹介する
「LIFE IS A
JOURNEY」
。第2弾となる今回は、日本の最南西
に位置し、石垣島や竹富島などの島々から成り立
つ
「八重山諸島」
を特集。亜熱帯の豊かな自然と美
しい昔ながらの沖縄の原風景が残り、日常の喧騒を忘れられる時間が
そこにあります。八重山諸島にあるJALカード特約店も特集ページ内で
ご紹介しています。ぜひご覧ください。
〈八重山諸島を堪能できるおすすめエリア〉

最大

10,550マイル

※ご入会者へのボーナスマイルはJALカードにご入会後、参加登録が必要です。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。
※法人カードはボーナスマイルの対象となりません。
※上記ボーナスマイルは、入会される方が2019年3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。

仕事も遊びも充実したい20代におすすめのカードはこちら！

PICK
UP! ワンランク上のサービスを提供する20代限定「JAL CLUB EST」
・JALグループ便国内線ご搭乗時にサクララウンジが年5回利用可能
・JAL CLUB EST会員期間中にためたマイルの有効期限は60カ月
（通常36カ月）

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！

▲ 川平湾

▲ 竹富島

▲ あざみ屋・みんさー工芸館
自動音声登録コード

冬こそ八重山！マイルプレゼントキャンペーン
：3820702 参加登録必要
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 2019年1月1日
（火）
～3月31日
（日）
※対象特約店、
マイル数などの詳細は以下URLをご覧ください。
※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）
。

https://jalcard.jal.co.jp/rd/journey02/

詳細はこちら

https://jalcard.jal.co.jp/rd/lifejourney02/

※MyJALCARDへのリンクは上記URL内にあります。

スマートフォン専用

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）
※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
※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 12 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 2 月号

JMB INFORMATION JALマイレージバンクより、キャンペーンなどのお知

SKY BATON東北応援チャリティ・マイル
「チャンス・フォー・チルドレン」

NO.318

らせ

JMB提携ホテルキャンペーン

SKY BATONとは、東北、そして日本を築いていく若
者に、バトンを託す意味を込めて立ち上げられた、次
世代育成と被災地支援の両面を行うJALグループの
取り組みです。その活動の一環として、JALマイレー
ジバンク会員の皆さまにマイルによるチャリティへの
ご協力を呼びかけ、寄付いただいたマイル相当額と
同額をJALからも上乗せして公益社団法人「チャンス・フォー・チルドレ
ン」
に寄付します。チャリティ・マイルで子どもたちの成長をサポートしま
せんか？

■お申し込み期間

2019年3月18日
（月）
23:59（日本時間）
まで

■必要マイル数

3,000マイル＝3,000円相当を1口として、3,000マイル単位でお申し
込みいただけます。
＜チャンス・フォー・チルドレンとは＞
東日本大震災によって経済的困難を抱える子どもたちに、塾や習い
事などで利用できる
「教育クーポン」
を給付することで、子どもたちが
未来の展望を描き、夢に向かって学ぶ環境を提供しています。

ホテルJALシティ名古屋 錦

「オークラ ニッコー ホテルズ」
の名古屋地区初出
店となる
「ホテルJALシティ名古屋 錦」
が1月18日
開業いたしました。名古屋駅から車で約5分、名古
屋と栄を結ぶ伏見エリア納屋橋近くに位置し、
ビジ
ネスや観光に便利なロケーション。全216室の客
室には洗い場付きの浴室が備えられ、ゆっくりとお
寛ぎいただけます。
開業記念として、
１泊につき通常200マイルのとこ
ろ
「錦」
にちなみ249マイルたまるおトクな宿泊プ
ランをご用意。レストランでは、JALクーポン、JAL
旅行券をご利用のお客さま限定のご優待メニュー
も提供しています。快適を追求した、シンプルでモダンな空間の「ホテ
ルJALシティ名古屋 錦」
へぜひ足をお運びください。
※JALクーポン、
JAL旅行券ご利用時のご優待メニューの詳細は以下公式Webサイトをご覧ください。
www.nagoya-nishiki.jalcity.co.jp

期
間
ご予約・お問い合わせ

2019年4月17日
（水）
まで
052-204-2580

※ご宿泊日

http://urx.blue/NTtF

JAL CARD INFORMATION

海外お土産宅配便

おみやげでも

「おみやげパック」 マイルをためよう
！
Photo by Natsuki Yasuda／studio AFTERMODE

詳細はこちら

www.jal.co.jp/jalmile/use/charity/

JALシネマ特典がより便利に！
たまったマイルからクーポンやギフトカードに交換可
能な
「パートナー特典」
のなかで、
ご好評いただいてい
る
「JALシネマ特典」
。2月お申し込み分より、
今まで郵
送でお届けしていた映画鑑賞券が、
電子クーポン式
となり、Eメールで届きます。よりスピーディーで便
利になるJALシネマ特典を、
この機会にぜひお楽しみください！

食肉の
持込制限

ワイン・ビン類

食肉・液体物

選ぶ
時間が
ない！
時間が足りない

「おみやげ宅配便」なら

事前に選んで
自宅にお届け

旅もゆっくり楽しめて、荷物も軽々。そのうえマイルもたまっちゃう！

対 象 期 間 2019年1月1日（火）～3月31日（日）お申し込み分まで

JALカードでのお支払いで 最大100円＝7マイル がたまる

■ショッピングマイルが100円=2マイルのところ3マイル＊1 たまります。
■JMBマイルパートナーとして、JMBマイルが100円=1マイルのところ4マイル＊2 たまります。

■特典内容

※全国の
「イオンシネマ」
でご利用いただけます。

＊1: 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。
＊2: 以下URLからご利用いただいた場合のみ対象となります。
※ショッピングマイルとJMBマイルの積算のタイミングは異なります。

さらに！

www.jal.co.jp/jalmile/use/partner/cinema/

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
（

重い！
破損が
心配

マイルアップキャンペーン実施中！

10,000マイル＝イオンシネマの映画鑑賞券
（ポップコーン付き）
8回分
詳細はこちら

こんなおみやげのお悩み解決します

以下URLよりお申し込みいただき、5,000円
（税込）
以上のご利用で、
「梱包送料
（通常972円）
」
が無料

無料カタログの請求・お問い合わせ レッドホースコーポレーション（株）

）

0120-336-316 9：30～18：00
◆インターネットからのご注文はこちら

※オペレーターへJALカード会員である旨をお伝えください。

www.jal.co.jp/jmb/gift-land/
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※掲載内容は、2018 年 12 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

JALカード特約店 タクシーキャンペーン
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。
参加登録必要
（金）
～3月31日
（日） 自動音声登録コード
利用期間 2019年2月1日
：9821601
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
エミタスタクシー、金星グループ、
対象特約店 愛鶴タクシー、石川交通、
相互タクシーグループ、
大丸交通グループ
（大丸交通、富士タクシー）
、大和自動車交通、
東京MKタクシー、東京無線タクシー、
ハートフルタクシー、
三ツ矢タクシー

賞

品 3,000マイル・
・
・
・
・30名様
100マイル・
・
・300名様

※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

www.jal.co.jp/jalcard/information/taxi1902/

※2019年1月28日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

JALカード特約店
インテリア・テーブルウェアキャンペーン

NO.318

CLOSE UP

マイルが2倍たまる
今月のおすすめ

ホテル／全国

西鉄ホテルグループ

九州を中心に、全国にシティホテル・ビジネスホテル・
宿泊主体型アップグレードホテルの展開を続けている
西鉄ホテルグループ。それぞれのホテルがお客さまの
ご利用シーンやスタイルにあわせ、快適にお過ごしい
ただける空間とサービスをご提供しています。
▲ 西鉄ホテル クルーム 名古屋

PICK UP

西鉄ホテル クルーム 名古屋

NEW 2月～

“旅先の家となる
「寛ぎ」
、旅先の地としての
「喜び」
を提供するホテル”
を
コンセプトとし、新規オープン。名古屋駅から地下鉄で5分の好アクセス
な立地で、
ビジネスや旅行などさまざまな用途でご利用いただけます。
日替りで提供される朝食の和洋ビュッフェ、最上階の露天風呂付き大浴
場なども用意した、ぬくもりと寛ぎを感じられるホテルです。この機会に
ぜひご利用ください。

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

：9822501

参加登録必要

（金）
～3月31日
（日）
利用期間 2019年2月1日
▲ FLYMEe
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
対象特約店 FLYMEe、Sghr スガハラショップ、
ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン、
ドレクセルヘリテイジ、
ロイヤル コペンハーゲン、yamagiwa、
リヤドロブティック、
クリストフル、漆器 山田平安堂、
バング＆オルフセン、
ＪＭギャラリー、
ダニエル、
アンティークフランドル、
ロイヤルソファズ、
ユーロマーケット、
レ・パシフィック、
うつわ 一客
・
・
・3名様
賞
品 5,000マイル・
3,000マイル・
・
・
・5名様
1,000マイル・
・
・10名様

※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

キャン ペ ー ン 利用期間：2019年2月1日(金)～3月31日(日)
自動音声登録コード
参加登録必要
「西鉄ホテル クルーム 名古屋」開業記念！
：3826702
マイルプレゼントキャンペーン
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
ソラリア西鉄ホテル京都プレミア 三
対象施設 西鉄グランドホテル、
条鴨川、
西鉄ホテル クルーム 名古屋、
西鉄イン 福岡
を含む国内の西鉄ホテルグループ全19施設
賞
品 5,000マイル・
・
・10名様

※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）
。
※対象施設などの詳細は以下URLをご覧ください。

西鉄ホテルグループ

www.jal.co.jp/jalcard/information/nishitetsu1902/

※2019年2月1日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

www.jal.co.jp/jalcard/information/interior1902/

※2019年1月28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2月28日ご利用分まで「サカイ引越センター」
「ティンバーランド公式通販サイト」
「 虹の宿 ホテル花景色」
「 真庭リバーサイドホテル」
「ペペ・ル・モコ」
※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
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NO.318

SHOPPING

マイルが2倍たまる
おトクな

期間限定のお楽しみも！
特約店でマイルをためよう

東京都中央区銀座6-16-3 東京真珠ビル1F

宝飾／東京

TOKYO PEARL 銀座店

宝飾品の総合商社。多種多様なパールやダイヤモンドを取り揃え、お客さまのニーズに応える。

03-3541-5555

FAX 03-3543-5314
11:00～19:00
火は休み

上質で快適な睡眠を
追求する世界有数の
ベッドメーカー。各国
のエグゼグティブホテ
ルで使用されているシ
モンズベッドの寝心地
をご家庭で。

会 員 特 典 2019年3月20日～25日

東京真珠決算セールにご招待

（30%～70%割引）
※一部対象とならない商品があります。
※3月18日までにお電話またはFAXにて招待状をご請
求ください。

東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館1F

セレクトショップ／東京

インテリア／全国

www.tokyopearl.com

有楽町 JALプラザ www.jal.co.jp/jalcard/information/tabitus1902/
※2019年1月28日午後（予定）以降ご覧いただけます。
TABITUS+ STATION

シモンズギャラリー

旅行や出張、普段使いにも活躍する、
トラベル関連のブランド品や便利で機能的なグッズをご用意。

SIMMONS Gallery

03-5224-3390

10:30～19:30
年中無休

www.jal.co.jp/jalcard/information/simmons1902/

※2019年1月28日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

キャンペーン 2019年2月1日～3月31日

会 員 特 典 2019年2月1日～28日

①ショッピングマイルが100円=2マイルのところ100円＝4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4マイル。

自動音声登録コード

キャンペーンID

：T18I0803

②カタログ掲載商品全品特別割引

※当特典はシモンズ
（株）
に代わり、
丸紅サービス
（株）
が提供いたします。
※札幌店、
東京店、
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。
※各店舗の営業時間、
特典内容などの詳細は上記URLをご覧ください。

：3830602 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。詳細は上記URLをご覧ください。

レジャー／北海道

白い恋人パーク

横浜開港当時から続く、
老舗のブランド店や個性
豊かなショップが連なる
商店街。
２月26日から3月
3日に開催されるチャー
ミングセールには全国か
ら多くの人が集まる。

北海道札幌市西区宮の沢2条2-11-36

www.shiroikoibitopark.jp

約10万球の電球で彩られた、幻想的な光に包まれるイルミネーションを3月31日まで楽しめる。

011-666-1481（お問い合わせ）

9：00～18：00
年中無休

※2019年7月中旬（予定）まで、白い恋人工場見学
を含む一部エリアはリニューアル工事のため利
用できません。各施設の営業状況・時間など詳細
は上記URLをご覧ください。

ショッピングストリート／神奈川

横浜元町ショッピングストリート

www.jal.co.jp/jalcard/information/motomachi1902/

※2019年1月28日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
キャンペーン 2019年2月1日～28日

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

※対象店舗などの詳細は上記URLをご覧ください。

自動音声登録コード

：9822601

参加登録必要

●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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JAL CARD SELECTION

HOTEL

マイルが2倍たまる
おトクな

寒い季節には、
温かい宿に泊まろう
北海道／小樽

小樽旅亭

NO.318

栃木県日光市鬼怒川温泉大原1437-1

栃木／日光

ホテルサンシャイン鬼怒川

鬼怒川を望む露天風呂で渓谷美を堪能。夕食は情緒溢れる和食膳と種類豊富なバイキングから選べる。

0288-77-2727

北海道小樽市朝里川温泉2-685

くらむれ

会 員 特 典 2019年2月1日～5月31日
※4/28～5/6を除く

www.kuramure.com

藏群

www.sunshine-kinugawa.co.jp

館 内 利 用 券 5 0 0 円 分をプレゼント

蔵をイメージしてつくられた宿。意匠を凝らした寛ぎの空間では、時の流れがゆったりと感じられる。

（人数分／大人のみ）

0134-51-5151

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 10,800円～
休前日 14,040円～

会 員 特 典 2019年2月1日～28日

①ウェルカムドリンク
（抹茶）
をサービス
（人数分／15:00～18:00）

②スパークリングワイン1杯をサービス
（人数分／夕食時）

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 38,880円～
休前日 43,200円～

長野／松本

長野県松本市大手４-８-９

松本ホテル花月

http://matsumotohotel-kagetsu.com

松本城の城下町風情が残る街並みに佇み、民芸家具を随所に配した趣のある明治20年創業の老舗。

0263-32-0114

会 員 特 典 2019年2月1日～2020年1月31日

宮城／仙台

江陽グランドホテル

宮城県仙台市青葉区本町2-3-1

www.koyogh.jp/index.php

仙台市街の中心にありながら、街の喧騒を忘れる落ち着きと気品に満ちた杜の都のクラシカルホテル。

022-267-5111

食時）

平日・休日 19,980円～
休前日 22,140円～

杜の都のクラシカルホテル
JALカードステイプラン
1泊朝食付き1名様料金（1室2名様／

ツインルームまたは1室1名様／シングル
ルーム）
休前日

分）

②朝・夕食付きプランでご宿泊の方
に、
ワイン1杯をサービス（人数分／夕
●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）

会 員 特 典 2019年2月1日～3月31日
※2/24・25を除く

平日・休日

①喫茶室「八十六温館」
で利用できる
コーヒーチケットをプレゼント（人数

京都／京都

京都府京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町1

リーガロイヤルホテル www.jal.co.jp/jalcard/information/
rihga1902/
※2019年1月28日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
京都

7,500円～（通常：14,432円～）
9,000円～（通常：14,432円～）

和のテイストと現代デザインが融合した癒やしの空間。京都唯一の回転展望レストランで京景色を満喫。

075-341-1121

キャンペーン 2019年2月1日～3月31日

福島／福島

匠のこころ

吉川屋

福島県福島市飯坂町湯野字新湯6

www.yosikawaya.com

自慢の自家源泉の湯浴みとともに楽しめるのは大自然のパノラマ。バリアフリー対応の貸切風呂も完備。

024-542-2226

会 員 特 典 2019年2月1日～3月31日

館 内 利 用 券 5 0 0 円 分をプレゼント

（1予約につき1枚）
※電話または上記公式Webサイトでご予約
の場合のみ特典の対象です。

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 15,120円～
休前日 18,360円～

自動音声登録コード

：9821701

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
※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 18,338円～
休前日 21,011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。

15
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※掲載内容は、2018 年 12 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.318

RESTAURANT

マイルが2倍たまる
おトクな

体の芯から温まろう、
真冬に訪れたいレストラン

東京都港区六本木３-１４-１４ 六本木３１４ビル５Ｆ

炭火バル／東京

Blue Point 六本木

https://g382513.gorp.jp

名物は備長炭で豪快に焼く炭火グリル。2名様からの個室や貸切パーティーなど、多彩なコースで対応。

03-6447-2011

日・祝日は休み ※貸切予約の場合は営業

「華味鳥」
はコクのある
味が魅力な店自慢の
銘柄鶏。
水炊きは最初
のスープからシメの雑
炊にいたるまで、
濃厚
な鶏のうま味を存分
に堪能できる。

不定休あり

●予算：夜5,000円～
会 員 特 典 2019年2月1日～28日

スパークリングワインまたはソフトドリンク
1杯をサービス（人数分）

インド料理／東京

東京都港区南青山5-7-17 小原流会館B1F

シターラ

www.sitaara.com

SITAARA 青山店

5スターホテル出身シェフ厳選の素材で作る、アーユルベーダを基本とした“体にやさしい”料理。

03-5766-1702

東京都中央区銀座4-9-13 銀座四丁目タワーB1F

水炊き／東京

はなみどり

博多

華味鳥 銀座四丁目店

会 員 特 典 2019年2月1日～28日

www.jal.co.jp/jalcard/information/hanamidori1902/

※2019年1月28日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

03-3547-3211

不定休

毎月最終日曜は休み
●予算：昼1,200円～／夜5,000円～

●予算：昼2,000円～／夜7,500円～
自動音声登録コード

キャンペーン 2019年2月1日～4月30日

：9822301 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、抽選でマイルまたは賞品をプレゼント。5,000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
※華味鳥の特約店の店舗全店
（オンラインショップも含む）
、
福扇華がキャンペーンの対象です。
詳細は上記URLをご覧ください。

グラスワイン
（赤・白）
、
スパークリングワイ
ン、
ラッシー、
ソフトドリンク、
生ビールのい
（人数分／夜のみ）
ずれか1杯をサービス
※5,000円以上のディナーコースをご注文の場合の
み特典の対象です。

東京都渋谷区恵比寿南１-９-３ 石川ビル1～3F

ベトナム料理／東京
ニャー・ヴェトナム

Nha Viet Nam 恵比寿本店

http://nha-vietnam.info

本格ベトナム料理はもちろん、インテリアや衣装など、まるで現地にいるような時間を楽しめる。

03-3716-8088

年中無休
●予算：昼1,000円～／夜3,000円～
会 員 特 典 2019年2月1日～28日

ビール、グラスワイン、ハイボール、
ウーロ
ン茶、オレンジジュースのいずれか1杯を
（グループにつき4名様まで／夜のみ）
サービス

築100年の町家をほぼ
当時のまま使用した空
間は、
家にいるかのよ
うな心地よさ。
旬の京
野菜や根菜などを使
い、
大陸の力強い中国
家庭料理を提供する。

french

o・mo・ya 奈良町

www.secondhouse.co.jp/nara.omoya.htm

数寄屋造りの奥座敷で箸と信楽焼の器でいただく創作フレンチ。地元の新鮮食材をふんだんに使用。
京都府京都市中京区井筒屋町４１７

中国料理／京都

シェイメイホァ サイコンタン

雪梅花 菜根譚
075-254-1472

奈良県奈良市公納堂町11

フランス料理／奈良

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

月は休み
（休日の場合は火が休み）

●予算：昼1,800円～／夜5,000円～

会 員 特 典 2019年2月1日～28日

お好きなドリンク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
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
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/

0742-21-7500

月は休み
●予算：昼1,800円～／夜5,500円～
会 員 特 典 2019年2月1日～28日

ソフトドリンク1杯をサービス（グループにつ
き４名様まで）

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
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。
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※掲載内容は、2018 年 12 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 2 月号

NO.318

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
（年中無休）
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

家族プログラム登録申込書
ツアープレミアム登録申込書
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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2019
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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
（年中無休）
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・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
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

海外からの連絡先

81-3-6685-4800

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。

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
ビルボードライブでウェルカムドリンクをサービス
〈P.5〉
体の芯から温まろう、
真冬に訪れたいレストラン
〈P.17-18〉

※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12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。

※掲載内容は、2018 年 12 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。

