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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）

音声ガイダンスまたはWebサイトでもご確認いただけます。

rd/rd/voice.html

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
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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。

問

限が迫っています。
新しいカードの発送日はいつですか？

ードは、
提携カード会社における更新審査の終了をもって、
有効期限月の初旬までに

/jalcard.jal.co.jp/rd/update/

更するにはどうしたら良いですか？

Webサイト内
「MyJALCARD」
に会員ログインのうえ、
「登録情報の確認・変更」
より

伴う場合は、
「 諸変更届」のご提出が必要となります。
「 MyJALCARD」へ会員ログインのうえ、
ください。

問は以下URLをご覧ください。
elp.com/app/home

・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 Webサイト内「MyJALCARD」で各種手続きができます（法人カード
除く）。https://jalcard.jal.co.jp/rd/mj/

ご利用明細書や利用可能枠に関しては、各提携カード会社へご連絡ください。

JALカード お客さまサービスセンター

0120-747-907＊3

（有料）
携帯電話・PHS／海外からは 03-5460-5131＊3
月～金 9:00～17:30、
土 9:00～17:00
（日・祝日・年末年始は休み）
※2019年4月28日～5月6日は休みとなります。
※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。
各提携カード会社へご連絡ください。

www.jal.co.jp/jalcard/lost/

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）
海外などから 03-5460-3939＊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。
プレス®
・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
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

少ないマイルでも合算すればおトクに旅に行ける！JALカード家族プログラム
〈P.3-4〉
スターバックス 特約店提携記念！マイルプレゼントキャンペーン
〈P.8〉
憧れの名門ゴルフコースキャンペーン
〈P.10〉

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 2 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 4 月号

T RAVE L

COLU MN

NO.320

体 験 する 旅

十分〈台湾〉

渡辺 裕希子=文

コラムをリニューアルしました！
今月号より、ショッピングやグルメだけでなく
「体験」
の要素を加えたトラベル
コラムをお届けいたします。

天燈（スカイランタン）飛ばし
願いを込めた大きな天燈
（スカイランタン）
に点火する。気球のように
膨らんだかと思うと、ふわり上空へ。一気にスピードを上げ、あっという間

〔スカイランタン飛ばし〕

に夜空へと吸い込まれていった。

「十分」
でのスカイランタン飛ばしは、基本的に毎日行われている。商店街は夕方5時から6時の
間にクローズするので、買い物や食事は早めに済ませておきたい。

台北からローカル線を乗り継いで約1時間半、山あいの小さな街

〔願い事を書く〕

じゅうふん

「十分」
に到着する。線路の両脇に昔ながらの商店や屋台が並ぶ街並み

スカイランタンの幅は約1.5メートルとかなり
大きい。日本語の説明書きを見ながら、願い事
の種類にあわせて好きな色を選択できる。

は、
ノスタルジックな雰囲気。スカイランタンに願い事を書いて空に飛ば
すと、
ご利益がある。そんな言い伝えが広まり、世界中の旅人が訪れる観
光地だ。線路上に色とりどりのスカイランタンが舞う光景は、
この街の日
常となっている。
商店のひとつで声をかけ、スカイランタンを購入する。好きな色の組
み合わせを4色まで選ぶことができ、赤は健康、青は仕事、黄色は金運な
ど、意味はさまざま。日本語でも中国語でも構わないが、それぞれ色の
意味にあわせた願い事を書くのがルールだ。何を書こうか迷っているう

〔商店街のなかを走る列車〕
電車が来るのは１時間に1本だけ。
線路に立ってい
た観光客が一斉に商店街へと逃げ込み、
写真を撮
り始めるのもこの街ならではの風景。

ちに、
どんどん日が暮れていく。
無事に上空に消えゆく瞬間を見届けると、周囲はもう真っ暗。屋台の

〔B級屋台グルメ〕

行列に並び、鶏の手羽先にチャーハンを詰め込んだ名物料理にかぶりつ

手羽元にチャーハンを詰め込んだ一品は、
「十
分」の屋台で食べられる名物グルメ。少しスパ
イシーで後を引く味わい。

きながら、
しばし散策を楽しむ。台北からの日帰り客は昼間に
「十分」
、
夕
きゅうふん

方に台湾随一の観光地である
「九份」
の順で周ることが多いため、陽が落
ちると人影はまばら。スカイランタンが舞う幻想的な風景を眺めながら、
静かに余韻に浸った。
げんしょうせつ

毎年元宵節
（旧暦の1月15日）
と中秋節
（旧暦の8月15日）
に行われる

へいけいてんとうせつ

「平渓天燈節」
では、1回あたり100から200個ものスカイランタンが一
斉に飛ばされるという。人々の祈りを乗せて夜空を埋め尽くす光景は、
ど
んなに美しいだろう。次回は、それを見てみたい。新たな願いを抱いて、
「十分」
をあとにした。

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

何！？この色！
投稿者：FJR1300A さん 撮影場所：カナダ バンフ国立公園
エピソード

カナダのバンフ国立公園にある、ペイトー湖で撮影しました。
氷河で削られた灰色の岩の粉が湖に流れ込むと、
こういう色
になるそうです。
2

1

※掲載内容は、2019 年 2 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

少ないマイルでも合算すればおトクに旅に行ける！

JALカード家族プログラム

家族プログラムは、
家族それぞれがためたマイルを特典交換の際に合算
ひとりのマイルでは特典交換できなくても、
家族皆さまのマイルをあわせ
ない方はぜひお申し込みください。
※マイルは個々のマイル口座に積算され、
特典交換時にマイルを合算して申し込むことができます

家族プログラムに登録すれば・・・
父
（JALカード個人本会員）

母
（JALカード家族会員）

子(JALカード navi会員）

子(18歳未満JMB会員)

し、
家族でつかえるJALカード会員限定のサービスです。
れば特典交換にグッと近づきます！ご登録がお済みで

登録手数料無料

（家族のマイルを合算してつかう方法と、
個々のマイルのみをつかう方法をお選びいただけます）
。

家族プログラムに登録された18歳未満および
18歳の高校生の方限定

●JALグループ便への毎年最初のご搭乗時に1,000マイルを
プレゼント！

5,000マイル

2,500マイル

1,500マイル

1,000マイル

それぞれがためたマイルを合算して
10,000マイルに

●スカイメイト運賃でご搭乗の場合、
区間マイルの100%を積算
（通常は75%）

「おともdeマイル割引」
を利用すれば・・・
例えば、
東京ー札幌
（新千歳）
家族4名様でご利用の場合
（往復／普通席）
父 10,000マイル

母、
子
（2名様） 1名様あたり26,000円

1名様あたり19,500円で家族4名様が北海道へ往復できる！

おともdeマイル割引とは？ 申込者は10,000マイル、ご同行者（3
サービスです。適用には各種条件があ

名様まで）
は割引運賃でJALグループ国内線に搭乗できるおトクな
ります。
詳細はこちら www.jal.co.jp/dom/fare/mile.html
詳細・お申し込みはこちら

www.jal.co.jp/jalcard/jfp/

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年間で東京ー沖縄
（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、2019 年 2 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

対象空港限定
エアポート ゴールデンウィークキャンペーン

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 2019年4月1日
（月）
～5月31日
（金）
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
：3920201
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、
および
BLUE SKY各店舗
（中部国際空港・関西国際空港を除く）
賞
品 10,000マイル・
・
・
・
・
・5名様

5,000マイル・
・
・
・
・10名様
500マイル・
・
・100名様

※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8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/ap1904/

※2019年3月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

JALカード会員限定のおトクな情報をご紹介！
JALカード割引 国内線特典航空券
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。
※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

11,500マイル

500マイル
おトク！

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

15,000マイル

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

e JALポイント特典

＜対象特約店の一例＞

通常5,000マイルから交換できるe JALポイントが、JALカード会員なら
期間中、3,000マイル＝3,000ポイント
（3,000円相当）
から、3,000マイ
ル単位で交換できます。e JALポイントは、JAL Webサイトでの航空券・
ツアーのお支払いに利用できます。
▲ BLUE SKY

▲ 羽田空港ペットホテル

▲ イセタン羽田ストア

■期間

2019年4月1日
（月）
～2020年3月31日
（火）

詳細はこちら

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

JALカード会員限定のおトクなサービス
▲ 黄金色の豚 ▲ CAFE & DINING N's COURT

▲ JAL空港宅配サービス

INFORMATION

「メガネスーパー」特約店契約終了のお知らせ

「メガネスーパー」
は、2019年4月30日(火)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

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

JALビジネスクラス・チェックインカウンターのご利用
ビジネスクラス運賃のほか、対象のエコノミーク
ラス運賃＊および特典航空券でJAL国際線にご搭
乗の場合にも、JALビジネスクラス・チェックイン
カウンターをご利用いただけます。
対象会員

CLUB-Aカード、
CLUB-Aゴールドカード、
JALダイナースカード、
プラチナ、
JAL CLUB EST会員の方

＊パッケージツアーなどに適用される個人・団体包括旅行運賃を除く、
エコノミークラス運賃。
※チェックイン以外のサービスは、購入された航空券の運賃にもとづきます。
※JAL CLUB EST会員の方は、普通カードも対象です。
※対象のJALカードをお持ちでない同伴者はご利用いただけません。
※対象運賃、そのほか利用の条件については、
ご搭乗前にJALカード Webサイトをご確認く
ださい。

詳細はこちら

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

5
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※掲載内容は、2019 年 2 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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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

2,500 マイル

CLUB-Aカード

普通カード
JALカード navi

1,500 マイル

300 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

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
最大

スターバックス 特約店提携記念！
マイルプレゼントキャンペーン

期間中、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
利用期間 2019年3月18日
（月）
～6月30日
（日）
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
：9825001
対象利用 スターバックス カード
（モバイルアプリを含む）
への
オンライン入金・オートチャージ
賞
品 5,000マイル・
・
・10名様
3,000マイル・
・
・20名様
1,000マイル・
・
・30名様

※店舗レジでのクレジットカード入金はキャンペーンおよび特約店の対象となりません。
※オンライン入金・オートチャージには、My Starbucks会員への登録が必要です。
※当選の発表は、2019年9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

10,500マイル

www.jal.co.jp/jalcard/information/starbucks1903/

CAMPAIGN

※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
ナスマイル数や本プログラムの対象条件などの詳細は以下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4月1日から6月30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。

大学生や専門学校生の方におすすめのカードはこちら

PICK
UP! 学生ならではの特典が充実している
「JALカード navi」
・在学期間中、年会費が無料。マイルの有効期限も無期限！
・6,000マイルから特典航空券に交換できる！
・充 実したカード付帯保険で旅行も安心！

フラワーギフトキャンペーン

期間中、対象特約店で合計3,000円
（税込）
以上JALカードを利用された
方のなかから、抽選でマイルをプレゼント。
利用期間 2019年4月1日
（月）
～5月31日
（金）
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
対象特約店

JALカード Webサイトから

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

賞

「LINE」
でもご紹介いただけます！
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

：3920401

参加登録必要

小田急フローリスト

ご紹介方法についてはこちらから

※MyJALCARDへのリンクは上記URL内にあります。

自動音声登録コード

海外からは03-5460-5474
（有料）

品 2,000マイル・
・
・20名様
500マイル・
・
・70名様

※通信販売、
インターネットショッピングがキャンペーンおよび特約店の対象となります。
※当選の発表は、2019年8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/flower1904/

※2019年3月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

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 2 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 4 月号

INFORMATION

CLOSE UP

憧れの名門ゴルフコース

ドラッグストア
マイルプレゼントキャンペーン

数々の名勝負を生んだあの場所へ

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
（月）
～5月31日
（金） 自動音声登録コード
利用期間 2019年4月1日
：3921201
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
対象特約店 ウエルシア＊、
ハックドラッグ、ダックス、B.B.ON 日本橋店、
どらっぐぱぱす、
シミズ薬品、
マツモトキヨシ＊、
薬 マツモトキヨシ 銀座中央通り店
（BeautyU）
、ダルマ、
シメノドラッグ、
くすりのラブ、
ミドリ薬品、裕生堂薬局

＊オンライン店舗もキャンペーンおよび特約店の対象です。

・
・
・
・
・
・50名様
品 2,000マイル・
200マイル・
・
・2,000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8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/dstore1904/

※2019年3月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

CAMPAIGN

「JXTGエネルギー」
マイルプレゼントキャンペーン

利用期間 2019年4月1日
（月）
～5月31日
（金）
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
対象店舗

品 10,000マイル・
・
・
・
・10名様
3,000マイル・
・
・
・
・30名様
55マイル・
・
・500名様

自動音声登録コード

：3920101

詳細はこちら

https://jalcard.jal.co.jp/rd/golf_news1904/

～ピックアップコース～
六甲国際ゴルフ倶楽部
雄大な六甲の山並みに見守られた美しい36ホール
ズ。ジャック・ニクラウスの監修によるタフなコース設
計で、国際基準の戦略性を誇ります。開場以来、あく
なき進化を遂げてきたからこそお届けできる最高峰
の舞台をご体感ください。
フェニックスカントリークラブ
世界のトップ100、
日本のトップ3に名をつらねる、
日
本屈指のゴルフコース。1974年以来
「ダンロップ
フェニックストーナメント」
の舞台となっており、
ゴル
ファーのチャレンジ精神をかき立てる魅惑のコース
でのプレーをお楽しみいただけます。

憧れの名門ゴルフコースキャンペーン

自動音声登録コード

：3920301

参加登録必要

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。
参加登録必要

5,000マイル・
・
・
・
・20名様
500マイル・
・
・500名様

※JXTG公式Web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8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

北は北海道から南は沖縄まで、数々のドラマを生
み、多くのゴルファーを魅了する8つのコースを特
集ページでご紹介しています。ゴルフグッズを購入
できるJALカード特約店もご覧いただけます。

キャン ペ ー ン 利用期間：2019年4月1日(月)～6月30日(日)

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。
1,000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。

賞

マイルが2倍たまる
今月のおすすめ

ゴルフ

CAMPAIGN

賞

NO.320

www.jal.co.jp/jalcard/information/jxtg1904/

※2019年4月1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 ● 2 0 1 9 年 4月3 0日ご 利 用 分まで「メガネスーパ ー 」
「ニューウェルサンピア沼津」
「SAKURA SKY HOTEL」
「すて～き茶寮 ひみ呼」
「にし川」
「Grand Grand」
「月洸樹」
「南青山 いと家」
「Bar 和ごころ 赤坂」
※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。

対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
川奈ホテルゴルフ場、
対象施設 ザ・ノースカントリーゴルフクラブ、
東建多度カントリークラブ・名古屋、
六甲国際ゴルフ倶楽部、
ジャパンメモリアルゴルフクラブ、
フェニックスカントリークラブ、宮崎カントリークラブ、
かねひで喜瀬カントリークラブ
・
・
・3名様
賞
品 JALオリジナルロゴ入りトラベルバッグ・
2,000マイル・
・
・10名様
※詳細は以下URLをご覧ください。
※当選の発表は、2019年9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。

憧れの名門ゴルフコース

www.jal.co.jp/jalcard/information/meimongolf1904/

※2019年3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

9

ご予約が必要です
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※掲載内容は、2019 年 2 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 4 月号

JAL CARD SELECTION

NO.320

SHOPPING

マイルが2倍たまる
おトクな

1927年創業の大型書
店。ベストセラーから話
題の本、
コミック、専門書
まで深く広く取り扱う。
ウェブストアでは1,000
万件以上の商品データ
ベースから検索可能。

エステ／全国

エルセーヌ

www.jal.co.jp/jalcard/information/elleseine1904/

※2019年3月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

独自の技術で結果を追求するエステサロン。食生活や生活習慣の見直しなど、総合的な体質改善に取り組める。

0120-31-3339（ご予約・お問い合わせ）

10:00～19:00

年中無休

※店舗により営業時間、
定休日が異なります。
キャンペーン 2019年4月1日～5月31日
自動音声登録コード

：3921001

参加登録必要

期間中、対象店舗で合計10,000円以上
J A L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
※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。詳細は上記URLをご覧くだ
さい。

書店／全国

紀伊國屋書店

www.jal.co.jp/jalcard/information/kinokuniya1904/

※2019年3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4月1日～5月31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

：3920601

参加登録必要

ファッション／東京

※紀伊國屋書店ウェブストアもキャンペーンおよび特約店の対象です。
※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。
詳細は上記URLをご覧くだ
さい。

NEW 2月～

東京都大田区羽田空港3-3-2 第一旅客ターミナル5F

カシヤマ ザ・スマートテーラー 羽田空港店

https://
kashiyama1927.jp

熟練のスタイルガイドが上質なメンズオーダースーツをご提案。採寸から納品まで最短で1週間。

080-3572-0549

10:00～20:00
不定休

ゴルフのある人 生を
もっと多くの人に楽し
んでもらうため、
豊富な
品揃えで全国に展開す
るゴルフ用品専門店。
知識豊富なスタッフが
商品選びをサポート。

神奈川県川崎市川崎区小川町4-1

シネマ／神奈川
チネチッタ

http://cinecitta.co.jp

CINECITTA’

ゴルフ用品／全国

二木ゴルフ

12スクリーンを有する映画館。ホテルのようなロビーやファーストクラス気分のシートでラグジュアリーな時間を。

044-223-3190

www.jal.co.jp/jalcard/information/niki1904/

※2019年3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4月1日～5月31日

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、抽選でマイルをプレゼント

自動音声登録コード

：3921301

参加登録必要

9:00～24:00
年中無休

※営業時間は上映作品によって異なります。
詳細は
施設へお問い合わせください。

※二木ゴルフオンラインもキャンペーンおよび特約店の対象です。
※ゴルフ場サテライト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。
11
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※掲載内容は、2019 年 2 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 4 月号

JAL CARD SELECTION

NO.320

HOTEL

マイルが2倍たまる
おトクな

北海道／新得

サホロリゾートホテル

北海道上川郡新得町狩勝高原

www.jal.co.jp/jalcard/information/sahoro1904/

※2019年3月27日午後（予定）以降ご覧いただけます。

サホロ岳の裾野に広がる大自然を活用した総合リゾート。多彩なアクティビティが楽しめる。

0156-64-7111

広島県廿日市市宮島口西1-1-17

広島／廿日市

安芸グランドホテル

世界遺産「厳島神社」を望む絶好のロケーション。瀬戸内海の厳選された素材をつかった食事も魅力。

0829-56-0111

会 員 特 典 2019年4月1日～7月31日
※4/27～5/5を除く

会 員 特 典 2019年4月1日～5月31日

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）
平日・休日
休前日

www.akigh.co.jp

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／

7,000円～（通常：8,000円～）

海側ツイン）

8,000円～（通常：9,000円～）

平日・休日

※特典のほか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。

休前日

16,038円（通常：17,820円）
19,278円（通常：21,060円）

①レイトチェックアウト（11：00）
②ナイトクルーズ乗船券をプレゼント
（人数分）

青森／青森

NEW 3月～

ホテルJALシティ青森

青森県青森市安方2-4-12

www.jal.co.jp/jalcard/information/jalaoj1904/

※2019年3月27日午後（予定）以降ご覧いただけます。

愛媛／松山

道後の宿

愛媛県松山市道後湯月町4-16

花ゆづき

www.hotel-hanayuzuki.jp

ビジネス・観光の拠点として便利な青森市街地で、JALならではの洗練されたサービスでお客さまをお迎え。

道後温泉本館前に位置する湯宿。展望露天風呂から松山市街の幻想的な夜景や山々を一望できる。

キャンペーン 2019年4月1日～6月30日

会 員 特 典 2019年4月1日～10月31日
※4/27～5/5を除く

017-732-2580

キャンペーンID：T19H2501

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

089-943-3333

「道後温泉別館 飛鳥乃湯泉」
1階浴室
入浴券をプレゼント(人数分)

※詳細は上記URLをご覧ください。

※「媛三昧会席」付きのプランをご予約の
場合のみ特典の対象です。

●1泊朝食付き1名様料金（1室2名様）

●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 22,140円～

平日・休日 7,400円～
休前日 10,400円～

青森／南津軽

青森県南津軽郡大鰐町大字島田字滝ノ沢100-9

青森ワイナリーホテル

www.a-wineryhotel.com

青森の大自然に佇む天空のホテル。美味しい料理とのマリアージュを堪能できるのもワイナリー併設だからこそ。

0172-48-2881

会 員 特 典 2019年4月1日～9月30日

ワイン・テイスティングカードをプレゼ
（人数分／大人のみ／7：00～21：00）
ント
※ロビーにて10種の試飲ができます。

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 12,960円～
休前日 15,120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
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
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。

沖縄／北谷

NEW 4月～

ザ・ビーチタワー沖縄

沖縄県中頭郡北谷町美浜8-6

www.hotespa.net/hotels/okinawa/

目の前には美しいビーチ。アミューズメントやショッピング、天然温泉施設まで揃うリゾートで沖縄を満喫。

098-921-7711

会 員 特 典 2019年4月1日～9月30日

カフェラウンジ＆バー「Breezy」にて
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／13：00～
23：00）

●1泊朝食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 10,260円～
休前日 11,340円～

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
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
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、2019 年 2 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 4 月号

JAL CARD SELECTION

NO.320

RESTAURANT

マイルが2倍たまる
おトクな

1978年から沖縄で愛さ
れ続ける老舗ステーキ
店が、
那覇空港内にオー
プン。
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。

東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル TOKIA B1F

串揚げ料理／東京
シュンズ

旬ｓ丸の内店

www.unzen.com/tenpo/tokyo_syuns/sy_index.html

30種類のバラエティ豊かな食材を揚げるおまかせコースを主体に、本場大阪仕立ての串揚げが楽しめる。

03-5293-7588

不定休
（東京ビル TOKIAに準ず）
●予算：昼1,000円～／夜4,500円～
会 員 特 典 2019年4月1日～30日

グラスワインまたはウーロン茶1杯をサー
ビス（人数分／夜のみ）

ステーキ／沖縄

NEW 3月18日～

ステーキハウス88 那覇空港店

年中無休

沖縄県那覇市字鏡水150 3F

www.jal.co.jp/jalcard/
information/s881903/

●予算：昼1,300円～／夜1,600円～

キャンペーン 2019年3月18日～5月15日

自動音声登録コード

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

：9828802 参加登録必要

※キャンペーンのほか特典もあります。
※ステーキハウス88 辻本店・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、
焼肉88エイリーエイ
松山店、
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。
店舗情報などの詳細は上
記URLをご覧ください。

東京都港区新橋3-25-19

郷土料理／東京

サカナヤ

オアジ 新橋店

www.oazy.jp/shop/shop3.html

富山湾から毎日届く海の幸は新鮮そのもの。彩りよく豪快に桶に盛って提供される“お造り”は必食。

03-6450-1135

日は休み
（祝日の場合は月が休み）
●予算：昼880円～／夜3,000円～
会 員 特 典 2019年4月1日～30日

お好きなドリンク1杯をサービス(人数分／夜
のみ)

東京都杉並区西荻北2-26-3

イタリア料理／東京

pizzeria e trattoria

ジーナ

GINA

薪窯で焼き上げる本格ナポリピッツァが名物。旬の食材を生かしたイタリア郷土料理をワインとともに。

03-3394-0012

江戸末期の旧茶屋をリ
ノベーションした建物
は趣のある雰囲気。
昼
は季節の御膳や甘味、
夜は懐石料理を、
掘り
ごたつ式のカウンター
や個室で堪能できる。

年中無休
●予算：昼1,000円～／夜3,500円～
会 員 特 典 2019年4月1日～30日

グラスワインまたはソフトドリンク1杯を
サービス（人数分／夜のみ）

石川県金沢市東山1-26-16 ひがし茶屋街

日本料理／石川
じゅうがつや

十月亭

割烹料理／愛知

076-253-3321

水は休み

※夜のみ

※祝日の場合は営業し、
振替休業日あり。
詳細は店舗へお問い合わせください。

●予算：昼2,830円～／夜7,200円～
会 員 特 典 2019年4月1日～26日

店おすすめの地酒(300ml)1本をサービス（グループにつき／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/

尾張

三ぶん

愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア4F

www.sanbun-ginza.jp/nagoya/

銀座の人気割烹酒亭の姉妹店。魚はすべて天然ものをつかい、技巧を凝らした料理の数々を粋な器でご用意。

052-527-8822

年中無休
●予算：2,000円～／夜5,000円～
会 員 特 典 2019年4月1日～30日

「おまかせのコース 菫(5,940円)」1名様
料金が無料（夜のみ）

※2名様以上で全員が「おまかせのコース 菫」
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、2019 年 2 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国際線 東京（成田）－シアトル線の開設を記念し
ダブルマイルキャンペーンを実施中！
2019年3月31日の東京
（成田）
－シアトル
線開設を記念しキャンペーンを実施中。
キャンペ ーンの 参 加には、ご 搭 乗 前 の
キャンペーン参加登録が必要となります
のでお忘れなく！

東京
（成田）
－シアトル線開設記念 ダブルマイルキャンペーン
ご搭乗前にキャンペーン登録をお済ませのうえ、期間中に対象運賃でご
搭乗いただくと、通常のフライトマイルに加え、同数のマイルをボーナス
マイルとして積算いたします。
■対象期間
2019年3月31日
（日）
～5月31日
（金） ※ご搭乗日
■対象路線
JAL国際線 東京
（成田）
－シアトル線

NO.320

らせ

JMB提携ホテルキャンペーン

デュシットホテルズ＆リゾーツ

65年以上の歴史のなかで、タイの芸術文
化とおもてなしの心がつまったワールドク
ラスのホスピタリティを追求する
「デュシッ
トホテルズ＆リゾーツ」
。
タイ、モルディブ、アメリカなど各国にある
対象ホテル
（24施設）
のBed & Breakfast
プランでマイルが2倍たまるダブルマイル
キャンペーンを実施しております。
心に響くサービスをぜひご体感ください。

※ご予約時にプロモーションコード
「JALBB」
をお伝えください。
※2泊以上のご予約、
ご宿泊が必要です。
※対象ホテル、
ご予約方法など詳細は以下URLをご覧ください。

期

JL068／JL067

※コードシェア便は対象となりません。

間

2019年5月31日まで

JAL CARD INFORMATION

※特典航空券ご利用時は対象となりません。

ダスキンのシロアリ駆除サービス

例えば、JALカード
（CLUB-Aカード）
会員が
東京
（成田）
ーシアトル線往復
（JL068／JL067）
を
「エコノミークラス運賃
（予約クラスH）
」
でご搭乗いただいた場合
フライトマイル

6,686マイル

キャンペーン
ボーナスマイル

6,686マイル

■ベイト工法

年2回または6回以上の点検で被害を未然に防ぎ、
薬剤使用量を少量にとどめるおすすめプランです。

ご搭乗ごとのボーナスマイル

（CLUB-Aカードの場合、
フライトマイルの25%）

1,672マイル
（税込）

合計 15,044マイル

（税込）

（税込）

※ベイト工法は、
セントリコンTM
（シロアリ駆除システム）
を採用
TMが付記された表示は、
デュポン、
ダウ・アグロサイエンスもしくはパイオニアならびにこれらの関
連会社または各所有者の商標です。
※ステーション本体は契約期間中のみ使用できるレンタル器材です。
※現場の状況により、
使用す
るステーションおよびベイト剤が異なる場合があります。
※建物内部にシロアリの生息が確認され
た場合、
別途追加料金が必要となる場合があります。
※外周のコンクリートにステーションを設置
する場合は、
穴あけ費用１ヵ所あたり2,160円
（税込）
がかかります。
※サービスカーの駐車スペース
のご用意をお願いします。
駐車できない場合は有料駐車場を利用するため、
駐車料金をご負担いた
だきます。

15,000マイルあれば・
・
・
東京ー札幌
（新千歳）
の特典航空券
（往復／普通席）
に
交換できる！
詳細はこちら

※ご滞在日

www.jal.co.jp/cms/jalmile/ja/jmb_01300.html

■対象予約クラス
ビジネスクラス、
エコノミークラスの以下予約クラス
J／C／D／X／Y／B／H／K／M／L／V／S

（区間マイルの70%）

▲ デュシタニ モルディブ

www.jal.co.jp/121campaign/sea_wmile18/

■バリア工法

安全性に配慮したニオイの少ない薬剤を床下へ直接散布して駆除・予防。
薬剤効果は約5年間持続します。お見積りの際にご相談ください。

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
（

）
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※掲載内容は、2019 年 2 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 4 月号

NO.320

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は音声ガイダンスまたはWebサイトでもご確認いただけます。

www.jal.co.jp/jalcard/rd/voice.html

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

JAL CARD
NEWS 4
2019

［資料コードナンバー］

51524
51523
51517
51525
51520

No.3

キャンペーン 参 加 登 録 ダイヤル
JALカードが実施するキャンペーンへの参加登録が24時間
（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。

よくあるご 質 問
Q．
JALカードの有効期限が迫っています。
新しいカードの発送日はいつですか？
A．
有効期限の新しいカードは、
提携カード会社における更新審査の終了をもって、
有効期限月の初旬までに
お送りいたします。
詳細はこちら https://jalcard.jal.co.jp/rd/update/
Q．
住所や電話番号を変更するにはどうしたら良いですか？
A．
本会員がJALカード Webサイト内
「MyJALCARD」
に会員ログインのうえ、
「登録情報の確認・変更」
より
お手続きください。

※口座や氏名の変更を伴う場合は、
「 諸変更届」のご提出が必要となります。
「 MyJALCARD」へ会員ログインのうえ、
「資料請求」
よりご請求ください。

そのほかのよくあるご質問は以下URLをご覧ください。
http://jalcard.custhelp.com/app/home

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 Webサイト内「MyJALCARD」で各種手続きができます（法人カード
除く）。https://jalcard.jal.co.jp/rd/mj/

JALカードのサービス・
諸変更についての
お問い合わせ

JALカードの紛失・
盗難時の連絡先

（24時間／年中無休）

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

ご利用明細書や利用可能枠に関しては、各提携カード会社へご連絡ください。

JALカード お客さまサービスセンター 0120-747-907＊3
（有料）
携帯電話・PHS／海外からは 03-5460-5131＊3

月～金 9:00～17:30、
土 9:00～17:00
（日・祝日・年末年始は休み）
※2019年4月28日～5月6日は休みとなります。
※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。
各提携カード会社へご連絡ください。

www.jal.co.jp/jalcard/lost/

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）
海外などから 03-5460-3939＊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 アメリカン・エキスプレス®
・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）
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2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。

少ないマイルでも合算すればおトクに旅に行ける！JALカード家族

スターバックス 特約店提携記念！マイルプレゼントキャンペーン
憧れの名門ゴルフコースキャンペーン
〈P.10〉

※掲載内容は、2019 年 2 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。

