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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

JALマイレージバンク日本地区会員事務局
0570ｰ025ｰ039＊3（有料） 03ｰ5460ｰ3939＊3（有料）

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（有料） www.jal.co.jp

ために録音させていただきます。

JALカード航空教室～特別編～航空機撮影会in成田〈P.3-4〉
「JALカードカップ」
ゴルフ大会を六甲国際ゴルフ倶楽部で開催いたします！
〈P.3-4〉
JALカード会員限定のキャンペーンでおトクに空の旅をご利用ください！
〈P.5〉

ス®・カードは、
（株）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（株）
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。
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。

※掲載内容は、2019 年 1 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

バリ島（インドネシア）

自然と伝統文化が融合したバリ島で「コピ」を堪能
渡辺 裕希子=文

神々の住む島、バリ島。断崖絶壁に建つ絶景のヒンドゥー教寺
院や、そこで行われる神秘のケチャダンス、昔ながらの暮らしが
今も守られる伝統村
「パンリプラン」
など、
ここにしかない景色や文化に
心を揺さぶられる。洒落た雑貨のショッピングやバリニーズマッサージ
など楽しみはつきないが、合間にはぜひコーヒーを味わう時間を設けて
欲しい。
インドネシア語で
「Kopi
（コピ）
」
と呼ばれるコーヒーは、人々の毎日に
深く根付いている。まずは目覚めに1杯、友人とおしゃべりしながら1杯、
夕食後にまた1杯。粉末状のコーヒーとたっぷりの砂糖をカップに入れ、
お湯を注いでよくかき混ぜ、沈むのを待ってから上澄みだけを飲むの
がバリ島流だ。
コーヒー栽培も盛んだ。冷涼な気候と火山性の土に恵まれた北部の
キンタマーニ高原は、バリ島を代表する産地。いくつかの農園は無料で
見学でき、
コーヒーづくりの工程を学んだ後には試飲も楽しめる。ぜひ
味わいたいのは、世界最高級のコーヒーとして知られる
「コピ・ルアッ

写真提供：インドネシア共和国観光省

〔ケチャダンス〕

ウルワツ寺院でのケチャダンス鑑賞は、バリ島観光のハイライト。インド洋の夕焼けを背景に、
男たちのかけ声が響き渡る。連日かなり混雑するので、席の確保は早めがおすすめ。

ク」。インドネシアに生息する
「ジャコウネコ」
にコーヒー豆を与え、フン

〔コーヒー〕

の中から未消化のまま出てきた豆を集めたもので、生産量が極めて少

バリ島山間部にある有名観光地「ウブド」のラ
イステラス
（棚田）を眺めながら飲む1杯は格
別。観光客が多いカフェやレストランでは、
ド
リップやフレンチプレスなど日本で一般的な
コーヒーも楽しめる。

ない“幻のコーヒー”。これを1杯400～500円程度で試飲できるのだ
から、コーヒー好きにはたまらない。焙煎したての豆も日本の数分の1
の価格で手に入るので、お土産に持ち帰るのもいいだろう。
2018年秋から日本航空とガルーダ・インドネシア航空とのコードシェ
アが開始し、
ますます行きやすくなったバリ島。成熟したリゾート地であ
りながら素朴さも残り、
どこかなつかしい空気が漂う。手つかずの自然と
伝統文化が融合したバリ島の魅力を、1杯の
「コピ 」
とともに堪能したい。

旅する人が本当に使えるJALカードのサービス
機内でのお買い物がおトクに

機内販売の割引

JAL／JTA機内販売商品をJALカードでお支払いいただくと、
お支払い金額を10％割引いたします。
※
「JAL SHOP 機内販売オンラインストア」
の商品を、
JALカードで
お支払いいただいた場合も割引の対象です。

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

〔パンリプラン村〕
“バリで一番美しい村”
と呼ばれる
「パンリプラン」
は、
伝統建築や文化を守り続けている村。
まっすぐ
な大通りの両脇に整然と家屋が並び、
内部は一般
に公開されている
（有料）
「ウブド」
。
から車で約1時
間の距離で、
ツアーやタクシーでの訪問が可能。
表紙の 写 真 について
第5回 JALカードと行った思い出の旅コンテスト 入賞作品

サンライズとともにアナトリア高原を見下ろす
投稿者：れんたろー さん 撮影場所：トルコ カッパドキア
エピソード

カッパドキアでバルーンに乗った時に撮影。前日まで3日連続でバルーンが
飛ばなくて滞在最終日にやっと乗ることができました。朝日に照らされたバ
ルーンと広大な大地がとても綺麗で感動しました。
2

1

※掲載内容は、2019 年 1 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カード会員限定のイベント

JALカード航空教室～特別編～ 航空機

毎年ご好評いただいております
「航空機撮影会」
を今年も開催いたします。
してみませんか？Nikonの協力のもと、
一眼レフカメラや望遠レンズも貸し
のプログラムが盛りだくさん！奮ってご応募ください。
日
程
会
場
募集人数
参加資格

2019年5月18日
（土）
～19日
（日）
の1泊2日
成田国際空港整備地区 ほか
40名様
JALカード会員の方

※1名様、
または2名様でご参加いただけます。
※参加者全員がJALカード会員であることが条件です。2名様でご参加の場合、
ご
同伴者が18歳以上でJALカード会員ではない方は、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。
※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。

（税込）
／1名様：11,000円
（税込）
参 加 費 2名様1組：20,000円

※2名様1組のご参加で、
シングルのお部屋を2室ご希望の場合は、別途差額を申
し受けます。
※参加費には、成田での宿泊費、移動の貸切バス代、食事代が含まれます。格納庫
見学は、
JALの社会貢献で実施されているため無料です。
※ご自宅⇔会場(成田国際空港)の交通費は自己負担となります。

（水）
～3月13日
（水）
応募期間 2019年2月20日

※厳正なる抽選を行い、抽選結果を2019年3月19日より順次、MyJALCARDメッ
セージボックスにてお知らせいたします。また、当選された方のみお申し込み時
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。

撮影会in成田

大好評につき
今年で5年目！
キャンペーンID：B19N01

機材提供協力

航空写真家 伊藤 久巳氏のもと、
迫力ある航空機を撮影
出しいたします。
ほかにも、
JALカード航空教室ならでは

スケジュール
午前

成田国際空港にて集合
（10：30頃を予定）
。整備士と航空写真
家による講話。昼食
（JALカード航空教室オリジナルお弁当を
ご用意）
。

午後

格納庫にて航空機撮影会＊。そのほかパイロットの講話など
各種プログラムをご案内。宿泊ホテルにて夕食。撮影した写
真を鑑賞しながらの懇親会
（参加は希望制）
。

午前

宿泊ホテルにて朝食後、
航空機撮影スポットで屋外撮影会。
成田国際空港にて解散
（13：00頃を予定）
。

1日目

2日目

＊ベーシックコース
（カメラの基本を学ぶ）
とアドバンスコース
（主に撮影技術を学ぶ）
に分かれ
て実施いたします。
※スケジュールは一部変更となる場合があります。
■旅行企画・実施：日新航空サービス
（株） 観光庁長官登録旅行業第463号
■イベント企画実施：
（株）
JALカード

※この企画は、
日新航空サービス
（株）
による募集型企画旅行となります。
※このご案内は、
告知を行うものであり、
旅行の申し込みを承るものではありません。

詳細・ご応募はこちら

www.jal.co.jp/jalcard/event/nrt2019/

※2019年2月20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。
昨年の航空機撮影会の様子

「JALカードカップ」
ゴルフ大会を六甲国際

今回の
「JALカードカップ」
は、
雄大なスケールと山並みに恵まれた、
六甲
め、
「宮里 藍 サントリーレディスオープン」
などナショナルオープンの舞台に
時 2019年5月24日(金)
プレーは7：46よりスタートいたします(予定)
開 催 地 六甲国際ゴルフ倶楽部(東コース)
兵庫県神戸市北区山田町西下字押部道15
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 19,900円(キャディーフィー・税込)

ゴルフ倶楽部で開催いたします！

国際ゴルフ倶楽部
（東コース）
で開催いたします。
「日本オープン」
をはじ
選ばれている魅力溢れるコースでのプレーをお楽しみください。

日

※乗用カート付きのプレーとなります。
※昼食代は別となります。

申込方法 2019年3月1日(金) 10:00よりお電話にて承ります(先着順)
「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)

オプショナルプレーをご用意しました

※ご希望の方は左記電話番号よりお申し込みください
（先着順・要予約）
。

日にち・料金：2019年5月23日(木) 西コース13,000円(税込)
2019年5月25日(土) 西コース18,700円(税込)
※セルフプレー、
3B・4B、
乗用カート付きとなります。
※昼食代は別となります。
※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。

詳細はこちら

www.jal.co.jp/jalcard/event/cup1905/

※2019年2月27日午後(予定)以降ご覧いただけます。

※(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。
※オプショナルプレー料金は、
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。
3

東コース
4

※掲載内容は、2019 年 1 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

JALカード会員限定のキャンペーンで
おトクに空の旅をご利用ください！

締切間近！3月31日まで

ディスカウントマイル期間中、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特典航空券に交換できます。

利用期間
対象の方
対象店舗
賞
品

レストランキャンペーン

JALカード割引 国内線特典航空券

※対象路線や対象期間などの詳細は、
JAL Webサイトをご覧ください。

例えば、東京－沖縄(往復／普通席)の場合

JALカード割引

500マイル
おトク！

11,500マイル

ディスカウントマイル 12,000マイル
通常マイル
詳細はこちら

期間中、JALカード特約店のレストランで合計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。
2018年11月1日
（木）
～2019年3月31日
（日）
JALカード個人本会員／家族会員
JALカード特約店レストラン
（約2,600店舗）

参加登録必要
自動音声登録コード

：3827301

10,000マイル・
・
・
・
・
・5名様
5,000マイル・
・
・
・
・20名様
3,000マイル・
・
・
・
・50名様
1,000マイル・
・
・150名様

※ホテル内のレストランご利用時に部屋付けで精算された場合は、
キャンペーンおよび特約店の対
象となりません。
※一部の特約店レストランは、
JAL・ホットペッパーグルメ レストランガイドよりネット予約ができます。
※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）
。

15,000マイル

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

JALカード会員限定
初回搭乗 FLY ON ポイントボーナスキャンペーン

詳細はこちら

www.jal.co.jp/jalcard/information/res1811/

〈特約店レストランの一例〉

JALカード会員の方が期間中、JMBマイル積算対象運賃でJALグループ
便にご搭乗いただくと、初回搭乗に対して5,000FLY ON ポイントを
積算いたします。
■キャンペーン期間
2019年1月1日
（火）
～12月31日
（火）※ご搭乗日

▲ キュイジーヌ［s］ミッシェル・トロワグロ

FLY ON ポイントとは？
JALグループ便およびワンワールド アライアンス加盟航空会社便にJMB
マイル積算対象運賃でご搭乗の場合、積算されるフライトマイルをもと
に換算されるポイントです。
【FLY ON ポイントの計算方法】
FLY ON
ポイント

＝

フライト
マイル

×

FLY ON
ポイント
換算率

+

搭乗ボーナス
FLY ON
ポイント

※FLY ON ポイント換算率や、
搭乗ボーナス FLY ON ポイントについての詳細は、
JAL Webサイ
トをご覧ください。

詳細はこちら

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

▲ 三笠会館 秦淮春

CAMPAIGN
締切間近！3月31日まで

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
石川交通、
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、
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、

賞

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

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/
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※掲載内容は、2019 年 1 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

CAMPAIGN

JALカード会員ご紹介プログラム

締切間近！3月31日まで

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

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。

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

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54,000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

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

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
MyJALCARDからのご紹介で、
ご入会者1名様につき

※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

CLUB-Aゴールドカード
JALダイナースカード

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

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

〈特約店の一例〉

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。
※本プログラムの対象とならないご入会手続きがあります。詳細は以下URLをご覧ください。
※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。
▲ イオン

▲ ファミリーマート

▲ 大丸梅田店

充実したサービスや安心を求める方におすすめのカードはこちら！

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ゴールドカード」
・初めてのご搭乗時に5,000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～1億円
・提携カード会社の空港ラウンジのご利用が可能！

▲ 京急 EXイン 羽田

▲ ホテル日航成田

▲ いきなり！ステーキ

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/

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！

※MyJALCARDへのリンクは上記URL内にあります。

INFORMATION

「スポーツオーソリティ」特約店契約終了のお知らせ
「スポーツオーソリティ」
は、2019年3月31日(日)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。
詳細はこちら

ご紹介方法についてはこちらから！

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

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、2019 年 1 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

JALホームページ限定
2019年度 アップグレード ディスカウントキャンペーン
期間中、対象路線で通常の必要マ
イル 数よりも少 な いマイル 数で
アップグレードが可能な、
「 JAL国
際線 アップグレード ディスカウン
トキャンペ ーン」を実 施 いたしま
す。この機会に、おトクで快適な空
の旅を、ぜひお楽しみください！

NO.319

らせ

JMB提携ホテルキャンペーン

グランドニッコー東京 台場

高層階からの夜景が魅力の客室階「Bay
View Floor」
が3月16日に誕生。
「KID BLUE」
のパジャマ付きプランなど特
別な宿泊プランをご用意しており、記念日
にもおすすめです。今回のフロア誕生を記
念して、期間中に合計1,000円以上JAL
カードを利用された方のなかから、抽選で
お食事券をプレゼントするキャンペーンを

■ディスカウントマイル期間

2019年4月1日
（月）
～2020年3月31日
（火） ※ご搭乗日

※JAL Webサイトからのお申し込みに限ります。
お電話でのお申し込みは、
本キャンペーンの対象と
なりません。

■対象運賃

・エコノミークラス→プレミアムエコノミークラス
予約クラスB＊、H＊、K＊、Yでご予約いただいたエコノミークラス運賃
・エコノミークラス・プレミアムエコノミークラス→ビジネスクラス
予約クラスW＊、E＊、Y、B＊、H＊、K＊でご予約いただいたエコノミークラ
ス運賃

実施いたします。
この機会に
「グランドニッコー東京 台場」
へ
お出かけください。
※キャンペーンの詳細は以下URLをご覧ください。

利用期間
ご 予 約

＊ダイナミックパッケージ・海外ツアー商品をご利用の場合は対象外です。

https://jalcard.jal.co.jp/rd/daiba1903/

■アップグレード必要マイル数の一例
（片道）
日本－バンクーバー

JAL CARD INFORMATION

通常必要マイル数 必要マイル数

エコノミークラス
▶ プレミアムエコノミークラス

20,000 → 16,000

エコノミークラス・プレミアムエコノミークラス
▶ ビジネスクラス

30,000 → 25,000

JALカードのゴルファー保険
保険料は便利なカード払い！ショッピングマイルもたまります！
プラチナ、JALダイナースカード、および
CLUB-Aゴールドカードの方におすすめのオプションプラン

カード自動付帯のゴルファー保険とあわせ、フルカバーのゴルファー保険が
おトクな保険料でご加入いただけます。JALカードの保険で備えは万全、安心
してゴルフをお楽しみください。

日本－シンガポール
通常必要マイル数 必要マイル数

エコノミークラス
▶ プレミアムエコノミークラス

15,000 → 12,000

エコノミークラス・プレミアムエコノミークラス
▶ ビジネスクラス

20,000 → 18,000

※CLUB-Aカードおよび普通カードの方におすすめのプランは以下のホームページをご覧ください。

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

■カード自動付帯
補償内容
賠償責任（1事故限度額）
傷害死亡・後遺障害

※ビジネスクラス→ファーストクラスの設定はありません。
※ほかにも対象路線があり、
必要マイル数は路線によって異なります。

詳細はこちら

2019年3月16日
（土）
～4月30日
（火）
グランドニッコー東京 台場
03-5500-4500

■オプションプラン（保険期間1年）ご契約タイプと保険料例
保険金額
300万円

入院日数（180日限度）

4,500円

通院日数（90日限度）

3,000円

A型

加入タイプ

1億円
プラス

B型

C型

賠償責任（1事故限度額）

50万円 50万円

1億円

ゴルフ用品の損害

20万円 30万円

60万円

ホールインワン・アルバトロス費用

30万円 50万円 100万円

年払保険料

5,370円 8,480円 17,440円

〈引受保険会社〉
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
（SJNK17-17211 2018.01.11）

www.jal.co.jp/121campaign/ugdiscount19/

※上記はゴルファー保険の概要を説明したものです。
詳細は専用パンフレットをご参照ください。

〈保険契約者〉
（株）JALカード
〈保険取扱代理店〉
（株）JALUX保険サービス 東京都品川区東品川２-５-５ ハーバーワンビル6F
お問い合わせ・資料請求先：
（株）
JALUX保険サービス

0120-141-500（通話無料）9：00～20：00（土は～17：00）／日・祝日は休み

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
（

）

www.jal.co.jp/jalcard/service/golfer_club_a_gold.html
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※掲載内容は、2019 年 1 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「コナカグループ」
マイルアップキャンペーン

自動音声登録コード

：3831101

SAKODAホームファニシングス
参加登録必要

＊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。
※一部店舗、
コナカ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。

詳細はこちら

www.jal.co.jp/jalcard/information/konaka1902/

JALカード特約店「WHGホテルズ」
関西エリア限定 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。
利用期間 2019年3月1日
（金）
～4月30日
（火） 自動音声登録コード
：9823301
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
対象施設 ホテルグレイスリー京都三条、
関西エアポートワシントンホテル、
ホテルフジタ奈良
賞

参加登録必要

品 3,000マイル・
・
・10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/whg1903/

※2019年2月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

▲ ホテルグレイスリー京都三条 ▲ 関西エアポートワシントンホテル

マイルが2倍たまる
今月のおすすめ

インテリア／九州
インターネットショッピング／全国

期間中、対象店舗でJALカードを利用されると、
ショッピングマイルが、通常100円＝2マイルの
ところ、100円＝3マイル＊たまります。
利用期間 2019年4月7日
（日）
まで
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
対象店舗 コナカ、
KONAKA THE FLAG、
フタタ、
FUTATA THE FLAG

NO.319

▲ ホテルフジタ奈良

特約店契約終了のお知らせ ●2019年3月31日ご利用分まで「スポーツオーソリティ」
「鈴廣かまぼこ サカナのちから」
「ART MON ZEN KYOTO」
「ホテル ラ シェネガ」
「ホ
テルアラマンダ小浜島」
「ホテルニラカナイ西表島」
「鬼怒川温泉ホテル」
「富士レークホテ
ル」
「白石家」
「ホテル紫苑」
「鹿児島東急REIホテル」
「庄助の宿 瀧の湯」
「スパホテル アル
ピナ飛騨高山」
「斑尾高原ホテル」
「ホテルブライオン那覇」
「御船山観光ホテル」
「天 銀座
6丁目店」
「しゃぶしゃぶ 紺」
「鎌倉 ひろみ」
「PRESQUILE」
「夜空のジンギスカン すすきの
交差点前」
「夜空のジンギスカン」
「たかなし」
「ピアット キタミ」
「とりひろ」
「茂松」
※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。

SAKODAホームファニシングスは1944年に
鹿児島で創業し、福岡、熊本、大分にも店舗を
展開する九州の大型インテリアショップです。
売場には日本をはじめ、世界各地からセレクト
した家具・インテリア、生活雑貨など、幅広い商
▲ 熊本店
品を取り揃えています。また、SAKODAオン
ラインストアでは、SAKODAが厳選した商品のお買い物をお楽しみいた
だけます。
PICK UP

～SAKODAホームファニシングスのこだわり～

単なる家具屋ではない、ホームセンターでもない。SAKODAホーム
ファニシングスは
「HOME STYLING PARTNER」
をコンセプトにしてい
ます。ご来店の目的やご要望をしっかりとお伺いしたうえで、無数の選
択肢のなかから、
お客さまの暮らしにジャストフィットする商品の組み合
わせ、お部屋のスタイリングをご提案できる
ことが強みです。家族のそばで寛ぐひととき
や、気のおけない仲間と分かつ愉快な時間を
過ごせる家にもっといたくなる。SAKODA
ホームファニシングスは
「家の中のしあわせ」
にこだわっています。
キャン ペ ー ン 利用期間：2019年3月1日(金)～4月30日(火)
参加登録必要
JALカード特約店「SAKODAホームファニシングス」自動音声登録コード
：9823201
マイルプレゼントキャンペーン
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
対象店舗 SAKODAホームファニシングス、SAKODAホームファニ
シングス アウトレット、
ファニチャーアウトレットエックス、
SAKODAオンラインストア
・
・
・5名様
賞
品 5,000マイル・
2,000マイル・
・
・10名様
1,000マイル・
・
・15名様
※詳細は以下URLをご覧ください。
※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)。

SAKODAホームファニシングス

www.jal.co.jp/jalcard/information/sakoda1903/

※2019年2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、2019 年 1 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

個性豊かな特約店で
おトクにマイルをためよう！

ファッションレンタル／全国
リープ

leeap

www.jal.co.jp/jalcard/information/leeap1903/

※2019年2月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

男性向けの月額制ファッションレンタルサービス。スタイリストが提案するコーディネートを自宅にお届け。
会 員 特 典 2019年10月31日まで

期間中、公式Webサイト(https://leeap.jp)
からキャンペーンコード
「JAL31500」
をご
入力のうえ新規会員として登録し、JAL
カードで月額料金を支払いされた方に、
初月利用料金を割引
カジュアルプラン 4,212円／月

急な車のトラブルやさ
まざまな状況に、
ドラ
イバーからの電話１本
で駆けつける安心・充
実のロードサービス。
24時間年中無休で全
国どこでも対応可能。

（通常：8,424円）

ジャケパンプラン 10,692円／月

（通常：14,904円）
※お一人様1回のみ。初月のみの特別料金です。
※特典のほか3月1日～4月30日までの期間中、
キャンペーンも実施します。詳細は上記URLを
ご覧ください。

レンタカー／北海道・関東・関西

カーライフ／全国

CAMP IN CAR

JAF (一般社団法人 日本自動車連盟)

レンタルできる車種は５種類。目的に応じた憧れのキャンピングカーで、思い出に残る素敵な旅を。

www.jal.co.jp/jalcard/information/jaf1903/

関東エリア

※2019年3月1日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
キャンペーン 2019年3月1日～4月30日

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

キャンペーンID：T18H2102

期間中、上記URLを経由してJAF個人会員に新規入会いただき、
ＪＡＬカードで
入会金・年会費を支払いされた方のなかから、抽選でマイルをプレゼント
※入会金・年会費が特約店の対象です。
ロードサービス、
JAFマイページ、
JAF支部窓口でのお支
払いは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。

050-3717-8820

（お問い合わせ）
9:00～21:00
年中無休

会 員 特 典 2019年12月31日まで
※指定のハイシーズン日程を除く

総額より５％割引

※各種割引サービスとの併用も可能です。
※特典の除外日は各店舗へお問い合わせくださ
い。
※関東・関西エリアの店舗、
北海道 新千歳フォレス
ト基地が特典および特約店の対象です。
各エリ
アのお問い合わせ先、
対象店舗など詳細は上記
URLをご覧ください。

インテリア／東京・大阪

「銀座マロニエ通り」
の入
り口に位置し、
女性のラ
イフスタイルに合わせた
旬 の アイテム を 扱 う
ファッションビル。
居心
地の良い店内でゆっくり
とお買い物を楽しめる。

NEW 3月～

ユーロ・カーサ ショールーム

www.euro-casa.co.jp

東京日本橋／大阪心斎橋

ヨーロッパ輸入家具の専門店。インテリアの相談、素材やサイズなどのカスタム・オーダーにも対応。
東京日本橋

ファッション／東京

東京都中央区銀座3-2-1

マロニエゲート銀座2&3

03-6661-7311

大阪心斎橋
06-6243-2355
11：00～19：00
水は休み

www.jal.co.jp/jalcard/information/m‐gate1903/

※2019年3月1日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

11:00～21:00

キャンペーン 2019年3月1日～4月30日

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

自動音声登録コード

：3826602

参加登録必要

※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。

●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8%の消費税を含めた総額です。
●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、2019 年 1 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

特典のある宿で
春の訪れを楽しもう
群馬／伊香保

如心の里

NO.319

兵庫県神戸市北区有馬町1455-1

兵庫／有馬

有馬温泉 元湯

古泉閣

日本三古泉に数えられる有馬の金泉を引く元湯旅館。源泉かけ流しの岩風呂を堪能できる。

078-904-0731

群馬県渋川市伊香保町伊香保403-125

ひびき野

www.kosenkaku.com/kosenkaku/

会 員 特 典 2019年3月1日～6月30日

www.j-hibikino.com

館内利用券1,000円分をプレゼント

（人数分）

伊香保温泉が誇る黄金の湯・白銀の湯の両方を楽しめる宿。素材にこだわった会席料理も人気。

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）

0279-72-7022

平日・休日 18,100円～
休前日 25,300円～

会 員 特 典 2019年3月1日～29日
※休前日を除く

ウェルカムドリンク(コーヒーまたはソ
フトドリンク）
をサービス（人数分）
●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 17,280円～
休前日 20,520円～

高知／四万十

四万十の宿

高知県四万十市下田3370
（いやしの里内）

www.shimantonoyado.co.jp

「自然に帰る。自分に還る。」をコンセプトに、木・石・漆喰など自然建材で設計されたエコロジーホテル。
新潟／新潟

ホテル日航新潟

新潟県新潟市中央区万代島5-1

www.jal.co.jp/jalcard/information/nikkongt1903/

※2019年2月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

新潟コンベンションセンターに併設し、
「夜景100選」選定の展望室を有する日本海側随一の高層ホテル。

025-240-1888

：9823501

①アーリーチェックイン（13：00）
②
「Cafe Bar 菩提樹」
にてソフトドリン
ク1杯をサービス（人数分／17:00～
22:00、
7:00～10:00）

キャンペーン 2019年3月1日～5月31日
自動音声登録コード

0880-33-1600

会 員 特 典 2019年3月1日～2020年2月29日

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）

参加登録必要

平日・休日 16,200円～
休前日 18,360円～

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
※詳細は上記URLをご覧ください。

●1泊室料1名様料金（1室2名様）

沖縄／那覇

全日 17,820円～

ロワジール スパタワー 那覇

静岡／伊東

静岡県伊東市十足614-187

オーベルジュ ル・タン

www.le-temps.jp

自家農園の野菜や伊東で水揚げされた新鮮な魚介など、伊豆ならではの地産地消のフレンチを。

0557-45-5181

会 員 特 典 2019年3月1日～5月31日
※4/27～5/5を除く

30ｔｈ Anniversary
春の伊豆を満喫 特別ライトプラン
1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日
休前日

沖縄県那覇市西3-2-1

www.spatower.com

ベイサイドに浮かぶ至福のヒーリングリゾート。那覇唯一の天然温泉とスパトリートメントで癒やしを体感。

098-868-2222

会 員 特 典 2019年3月1日～6月30日
※4/26～5/4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／

スーペリアツイン）
平日・休日
休前日

11,880円（通常：15,120円）
17,820円（通常：19,980円）

19,000円～（通常：21,000円～）
23,000円～（通常：25,000円～）

①アーリーチェックイン（14：00）
②ウェルカムティー（人数分）
③メインディッシュをアップグレード
④ル・タン特製ドレッシングをプレゼ
（グループにつき１本）
ント

●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8%の消費税・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

16

※掲載内容は、2019 年 1 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.319

RESTAURANT

マイルが2倍たまる
おトクな

旬の食材が楽しめる
おすすめのレストラン

神奈川県横浜市中区山下町１９０

上海料理／神奈川
しごろくさいかん

中國上海料理

www.456saikan.jp

四五六菜館 本館

横浜中華街で3店舗を構える老舗。痺れる“麻”、ヒリヒリの“辣”の辛みが絶妙な麻婆豆腐をご賞味あれ。

045-681-3456

年中無休
●予算：昼1,000円～／夜3,000円～

南イタリアの古き良き
伝統と新しくモダンな
感覚を融合。
湘南の魚
介や野菜をふんだん
に取り入れたランチや
コース料理はイタリア
のワインとよく合う。

会 員 特 典 2019年3月1日～31日

マイルアップ

※新館、
別館も特典および特約店の対象です。

イタリア料理／神奈川

リストランテ アマルフィイ

神奈川県鎌倉市七里ガ浜１-４-８

www.be-value.co.jp

七里ヶ浜に面し、逗子や富士山の雄大な眺めが堪能できる。地元の厳選素材がおいしさの秘密。
東京都千代田区丸の内１-６-４ 丸の内オアゾ５Ｆ

イタリア料理／東京

アマルフィイ モデルナ

www.be-value.co.jp

03-5223-8331

0467-39-1151

年中無休
●予算：昼3,500円～／夜5,000円～
会 員 特 典 2019年3月1日～31日

不定休
（丸の内オアゾに準ず） ●予算：昼3,000円～／夜5,000円～
会 員 特 典 2019年3月1日～31日

ビール、グラスワイン
（赤・白）
、スパークリングワイン、
ソフトドリンクのいずれか
1杯をサービス（グループにつき4名様まで／夜のみ）

ビール、
グラスワイン
（赤・白）
、
スパークリン
グワイン、
ソフトドリンクのいずれか1杯を
（グループにつき4名様まで／17:00～）
サービス

香川県高松市兵庫町7-8

海鮮料理／香川
てんかつ

天勝 本店

慶応2年の創業より愛され続けて150余年。いけすを囲んだカウンター席から大小個室まで幅広くご用意。

087-821-5380

年中無休
●予算：昼864円～／夜3,240円～

金沢駅から徒歩２分
の便 利なロケーショ
ン。厳 選した 名 物 の
のどぐろなど季節の旬
魚と、黒龍や黒帯、立
山など多数の北陸の
銘酒が楽しめる。
和食／石川

会 員 特 典 2019年3月1日～31日

ビール1杯をサービス（人数分／大人のみ／
16:00～）

石川県金沢市昭和町15-17 ファーストレーベン昭和町1・2F

のどぐろ料理と北陸の地酒

076-224-1000

年中無休

せん 金沢駅前店

www.1000.ne.jp/ekimae/

●予算：昼1,000円～／夜4,000円～

会 員 特 典 2019年3月1日～31日

ビール、日本酒、グラスワイン(赤・白)、ウーロン茶、ジンジャーエール、コーラ、
緑茶、
カルピス、アセロラジュース、有機宇治茶、胡麻麦茶、黒烏龍茶、
ジャスミン
茶のいずれか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8%の消費税・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/

沖縄県石垣市八島町２-４

沖縄料理／沖縄

海鮮館

どてっぺん

www.ishigakijimateppen.co.jp

沖縄でしか味わえない珍しい魚や島野菜、石垣牛など石垣ならではの食材を使ったメニューが豊富。

0980-84-2121

月は休み
●予算：夜2,900円～

会 員 特 典 2019年3月1日～31日

沖縄さんぴん茶１杯をサービス（人数分）
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※掲載内容は、2019 年 1 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
（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
NEWS 3
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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

JALマイレージバンク日本地区会員事務局
0570ｰ025ｰ039＊3（有料） 03ｰ5460ｰ3939＊3（有料）

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（有料） 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カード航空教室～特別編～航空機撮影会in成田〈P.3-4〉

「JALカードカップ」
ゴルフ大会を六甲国際ゴルフ倶楽部で開催い

JALカード会員限定のキャンペーンでおトクに空の旅をご利用くだ

（株）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（株）
※JAL アメリカン・エキスプレス®・カードは、
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、2019年1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、2019 年 1 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。

