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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

しました。
ショッピングマイルはいつたまりますか？

額がショッピングマイルに換算され、
原則として振替後の毎月12日＊3にJMBマイル
す。

原則として振替後の毎月6日に積算

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Webサイトをご覧ください。
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
（法人カードを除く）
。

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＊4

（有料）
携帯電話・PHS／海外からは 03-5460-5131＊4
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＊4（有料）

海外などから 03-5460-3939＊4
（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。

ご希望のカレンダーを2019年9月1日までにご選択ください〈P.3-4〉
ブラジル連邦共和国大使館訪問イベント
〈P.5〉
家族会員入会キャンペーン
〈P.6〉

※掲載内容は、2019 年 3 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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体 験 する 旅

マウント・クック〈ニュージーランド〉
渡辺 裕希子=文

マウント・クックのトレッキング
ニュージーランドの先住民マオリの言葉で
「アオラキ
（雲を突き抜ける
山）
」
と呼ばれるマウント・クック。万年雪に覆われてそびえ立つその姿に
は、人を寄せ付けない厳しさと美しさがある。周辺には初心者から上級
者向けまでさまざまなトレッキングコースがあり、
どこを歩いてもマウン
ト・クックや氷河を仰ぎ見る最高の眺め。なかでも、人気が高い
「フッカー・
バレー・トラック」
を歩いてみた。
マウント・クック村のビジター・センターから、
フッカー氷河湖で折り返

〔アオラキ／マウント・クック 国立公園〕
標高3,724mのマウント・クックがある
「アオラキ／マウント・クック国立公園」
は、周囲にある3つ
の国立公園とあわせて世界遺産に登録されている。

す往復約10kmの道のり。距離は長いものの、
よく整備された道は平坦

〔吊り橋〕

で歩きやすく、登山に縁のない筆者でも無理がないコースだ。川沿いに

吊り橋からの眺めも壮観。つい写真を撮りたく
なるが、スマートフォンやカメラを落とさない
ように注意しよう。

咲く花や高山植物を探したり、雄大な山々や草原を見渡したりと、変化に
富んでいるのも魅力。途中3カ所にある吊り橋では、風が吹くたびに大き
く揺れ、ちょっとした冒険気分を味わえる。
3つ目の吊り橋を渡り、少し急な坂道を登り切ると、目的地のフッカー
氷河湖が目の前に。背後にはマウント・クックという心に染み入る絶景に、
それまでの2時間分の疲れが吹き飛ぶ。写真を撮るカップルも、テーブ
ルでサンドイッチを頬張る家族連れも、皆一様に晴れやかな表情でゴー

〔フッカー氷河湖〕
季節や天候によって表情を変えるフッカー氷河
湖。湖畔に降りて、氷の塊を間近に見ることもで
きる。

ルの余韻に浸っていた。
時折休憩をとりながら来た道を戻り、約4時間のトレッキングは無事終
了。国立公園内にあるホテルの部屋からマウント・クックの夕景を眺め、
夜は漆黒の闇に広がる星空鑑賞と、絶景のフルコースを堪能した。自然
豊かなニュージーランドの南島だからこそ、かなう旅。心を解放したく
なったら、ぜひ出かけてみよう。

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 入賞作品

藤のカーテン
投稿者：きんくま さん 撮影場所：福岡県北九州市 河内藤園
エピソード

JALの特典航空券を利用して行ったゴールデンウィークの山陰・九
州の旅の1コマです。
ゴールデンウィークが見ごろとなる満開の藤
の花。
カーテンのように一面に咲き乱れる藤は圧巻の景色でした。
2

1

※掲載内容は、2019 年 3 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

CLUB-Aカード・CLUB-Aゴールドカード・JALダイナ

2020年版カレンダーにつきましては、あ
2019年9月1日までにご選択ください

ースカード・プラチナ会員の皆さまへ

らためてご希望のカレンダーを

JALグループをより身近に感じていただくため、
ご希望のお客さまへは
の高まりやお客さまの嗜好の変化などを背景として、
カレンダー不要の
ては、2020年版カレンダーのお届けにあたり、お客さまのご希望
（配送

カレンダーをお送りしておりますが、近年、自然環境保護に関する意識
お声や卓上判カレンダーをご希望される方が増えております。つきまし
要否・種類）
をあらためてご選択いただきたく、お願い申し上げます。

お客さまのご選択に先立ち、2020年版カレンダーの選択内容を一旦
「JAL FLEETカレンダー
（卓上判）
」
以外をご希望の方は、
そのほかのカレン

「JAL FLEETカレンダー(卓上判)」
として仮登録させていただきました。
ダーへご変更いただけますので、
選択受付期間中にお手続きください。

以下のお客さまは、2019年版カレンダーのご選択内容を引き継ぎます。
・JALグローバルクラブ本会員／家族会員の方
・
「カレンダー不要
（500e JALポイント）
」
をご選択の方

■選択受付期間：2019年9月1日（日）
まで
■選択いただけるカレンダー
A WORLD OF BEAUTY
カレンダー（普通判）

ARTカレンダー
（普通判）

JAL FLEETカレンダー
（普通判）

※カレンダーサービス対象カードを複数枚お持ちの場合は、それぞれのカードでご選択が必要と
なります。
※2019年4月16日以降に、提携ブランドをご変更された方は、2020年版カレンダーの選択内容
が
「JAL FLEETカレンダー(卓上判)」
となります。そのほかのカレンダーをご希望の方は、選択受
付期間中にお手続きください。

このカレンダーが
仮登録されています！

美ら島物語カレンダー
（普通判）

カレンダー不要
（500e JALポイント）

500

JAL FLEETカレンダー
（卓上判）

e JAL

ポイント
サイズ：8.5cm×16cm
サイズ：40cm×42cm
（展開時80cm×42cm）

サイズ：30cm×42cm
（展開時60cm×42cm）

サイズ：30cm×42cm
（展開時60cm×42cm）

※卓上のコンパクトサイズ
です。壁掛けタイプでは
ありません。

サイズ：81cm×42cm

※上記掲載のカレンダーは2019年版となり、
画像はイメージです。

■選択方法
1. カレンダー選択受付ダイヤル（24時間自動音声応答）
0120-747-805 携帯電話・PHS／海外からは03-5460-5326

※お手もとにJALカードをご用意ください。JALカード会員番号(クレジットカード番号)およ
※ご希望のカレンダーをご選択の際に必要な番号は、
A WORLD OF BEAUTYカレンダー
上判）
は
「4」
、美ら島物語カレンダーは
「5」
、
カレンダー不要
（500e JALポイント）
は
「9」
と

2. JALカード Webサイト内「MyJALCARD」
https://jalcard.jal.co.jp/rd/mj/

※お得意様番号、
JMBパスワードおよびMyJALCARD認証コードが必要となります。

会員番号
（クレジットカード番号）
び生年月日が必要となります。
は
「1」
、ARTカレンダーは
「2」
、JAL FLEETカレンダー
（普通判）
は
「3」
、JAL FLEETカレンダー
（卓
なります。

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

「お得意様番号」
と
「JMBパスワード」
を
入力しログインしてください。

「登録情報の確認・変更」
を
ご選択ください。

MyJALCARD認証コードを
ご入力ください。

現在のカレンダーの種類の確認と
選択ができます。

詳しくはこちら

www.jal.co.jp/jalcard/announce/calendar20/

MyJALCARD認証コードをお忘れの方、初めて利用される方は、
「新規登録・お忘れの方・再登録」
より設定ができます。

3
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※掲載内容は、2019 年 3 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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EVENT

ブラジル連邦共和国
大使館訪問イベント

CAMPAIGN

キャンペーンID：B19N02

南アメリカの中央部にあり、世界第5位の面積
を誇るブラジルは、
「 移民の国」
とも呼ばれ、多
様な人種とポルトガルの伝統文化が混合し、独
自のブラジル文化を形成しています。コーヒー
生産国としても名高く、日本移民の最大の移住

先でもあるブラジル。今回はブラジル大使館を訪問し、日本との関わり
やブラジルの魅力の数々を大使館関係者よりお話を伺います。

日
内
会

時 ２０１９年６月１３日
（木） １４
：
００～１６
：
１５
（予定）
容 ブラジルの歴史・文化・観光などに関する講話、
ティーパーティーなど
場 在日ブラジル連邦共和国大使館
（東京都港区北青山）

募集人数 ４５名様
参加資格 18歳以上のCLUB-Aカード、CLUB-Aゴールドカード、
JALダイナースカード、
プラチナ会員の方

※1名様または2名様でご参加いただけます。
※2名様でご参加の場合、
同伴者は代表者と同様、
上記参加資格の方とさせていた
だきますが、
学生の場合に限り、
JALカード navi会員の方であればご参加いただけ
ます。
※家族会員の方も代表者としてご参加いただけます。
※当選確率はCLUB-Aゴールドカード・JALダイナースカード会員の方は2倍、
プラチ
ナ会員の方は3倍となります。

参 加 費 無料
（金）
～5月12日
（日）
応募期間 2019年4月12日

※厳正なる抽選を行い、
抽選結果を5月15日午後より順次MyJALCARDメッセージ
ボックスにてお知らせいたします。
また、
当選者には、
メールでもお知らせするととも
に、
（株）
ヒューマニケーションよりご登録住所へご案内状を発送いたします。

※本企画は、
（株）
ヒューマニケーションが企画・主催・運営しています。
※案内状の発送にあたり、
当選者のお名前・ご登録住所・お電話番号を
（株）
ヒューマニケーションに
提出いたします。

家族会員入会キャンペーン
期間中、
JALカード会員のご家族の方が、
家族会員として初めてJALカード
に入会すると、
ボーナスマイルを本会員の方にプレゼント！
自動音声登録コード

：1910301

参加登録必要

2019年4月1日
（月）
～6月30日
（日） ※入会申込書到着日／Web受付日

期
間
申込資格 本会員と生計を同一にする配偶者・ご両親・18歳以上
（JALダイナースカード以外は高校生を除く）
のお子さま
またはJALカード Webサイト内
手続き方法 家族会員入会申込書、
＊よりお申し込みください
「MyJALCARD」

＊MyJALCARDからのお手続きはJAL・Mastercard、JAL・Visaカード、JALカー
ド TOKYU POINT ClubQ、JALダイナースカード、JAL アメリカン・エキスプレ
ス®
・カード、JALカードSuicaに限ります。

ボーナスマイル 300マイル

家族会員のメリットは？
年会費が本会員の年会費の半額以下で、フライトでのボーナスマイ
ルや付帯保険など本会員と同等のサービスが受けられる
家族のマイルを合算してつかえる
「JALカード家族プログラム」に
登録できるので、特典交換がグッと近づく
ショッピングマイルも本会員と同様にたまる
※提携ブランドを問わず、
退会後1年以内に再入会された方および既にJALカード会員
（家族会員を含
む）
の方はキャンペーンの対象となりません。
※2019年8月31日までにご入会のうえ、
9月30日までに本会員による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
（予定）
に本会員のJMBマイル口座に積算いたします。

詳しくはこちら

www.jal.co.jp/jalcard/kazoku/

JALカード会員限定のおトクなサービス

国際線手荷物宅配優待サービス
詳細・ご応募はこちら

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

次の行為はイベント運営に支障をきたすため、固くお断りいたします
・ご応募、
ご当選の事実がなく、当日直接来場されること
・あらかじめ当選された参加人数を超えて来場されること(お子さまの同伴も
含みます)
・ご参加予定の方が、
ご連絡なく当日欠席されること

空港から自宅までの手荷物をご優待料金でお届け
するサービスです。海外旅行やビジネスがさらに
快適になります。
※カードのブランドごとに利用条件があります。

詳しくはこちら

https://jalcard.jal.co.jp/cpn/tenimotsu/

5
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※掲載内容は、2019 年 3 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

10,500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
ナスマイル数や本プログラムの対象条件など詳しくは以下Webサイトをご覧ください。
※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。

CAMPAIGN

「タイムズ カー レンタル」
マイルプレゼントキャンペーン

期間中、
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

：3921401

利用期間
対象の方
対象店舗
賞
品

参加登録必要

2019年5月15日
（水）
～6月30日
（日）
ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
日本国内のタイムズ カー レンタル
300マイル・
・
・300名様

※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）
。

詳しくはこちら

www.jal.co.jp/jalcard/information/timescar1905/

※2019年5月13日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

対象のタイムズ カー レンタル空港各店では、
「JALカード」
をかざすだけで出発手続き
が完了する便利なサービス
「JALピッとGo」
をご利用いただけます。
対象店舗など詳しくはこちら www.jal.co.jp/jmb/earn/timescar/

CAMPAIGN
仕事も遊びも充実したい20代の方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
・会員期間中にためたマイルの有効期限が60カ月(通常36カ月)
・JAL Webサイトでつかえるe JALポイント5,000円分を毎年プレゼント

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！

※MyJALCARDへのリンクは上記Webサイト内にあります。

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。

「ホテル法華クラブグループ」
マイルプレゼントキャンペーン

期間中、合計7,000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5月1日
（水）
～6月30日
（日）
：3922701
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
ホテル法華イン、
アルモントホテル、
対象施設 全国のホテル法華クラブ、
アルモントイン
・
・
・
・10名様
賞
品 3,000マイル・
350マイル・
・
・100名様
自動音声登録コード

※対象施設など詳しくは以下Webサイトをご覧ください。
※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）
。

詳しくはこちら

www.jal.co.jp/jalcard/information/hokkeclub1905/

※2019年4月26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。詳しく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）
。

▲ ホテル法華クラブ那覇新都心

▲ ホテル法華クラブ大分

7

▲ アルモントホテル仙台
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※掲載内容は、2019 年 3 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 5 月号

INFORMATION

CLOSE UP

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
：3920201
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
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・
＜対象特約店の一例＞
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）

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

▲ BLUE SKY

※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）
。

詳しくはこちら

www.jal.co.jp/jalcard/information/ap1904/

CAMPAIGN

「オークウッド
（Oakwood）」2施設
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
方に、
もれなくマイルをプレゼント。
利用期間
対象の方
対象施設
賞
品

マイルが2倍たまる
今月のおすすめ

旅館／石川

CAMPAIGN

賞

NO.321

2019年5月1日
（水）
～7月31日
（水） 自動音声登録コード
参加登録必要
：3923101
JALカード個人本会員／家族会員
オークウッドプレミア東京、オークウッドホテル＆アパートメンツ新大阪
オークウッドプレミア東京・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・もれなく1,000マイル
・
・もれなく500マイル
オークウッドホテル＆アパートメンツ新大阪・

加賀屋グループ
石川県の和倉温泉を中心に5つの旅館を展開する
「加賀屋グループ」
。
「お
泊りになる方すべてに心より寛いでいただきたい」
と願い、お出迎えから
お帰りまで、小さな気くばり、心くばりを重ねていきます。お客さまに愛さ
れ続けている加賀屋グループの心のこもったおもてなしを上質な空間で
堪能してみませんか。
キャン ペ ー ン 利用期間：2019年4月1日(月)～5月31日(金)

JALカード特約店「加賀屋グループ」
プレゼントキャンペーン

参加登録必要

期間中、
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、抽選でマイルまたは宿泊券をプレゼント。
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
松乃碧、
虹と海、
あえの風、
金沢茶屋
対象施設 加賀屋、
賞
品 A賞
10,000マイル・
・
・
・
・1名様 5,000マイル・
・
・10名様
3,000マイル・
・
・20名様 1,000マイル・
・
・30名様
〈自動音声登録コード：392331〉

B賞
加賀屋ペア宿泊券・
・
・1組2名様
（1泊2食付き）

〈自動音声登録コード：392332〉

C賞
松乃碧ペア宿泊券・
・
・1組2名様
（1泊2食付き）

〈自動音声登録コード：392333〉

※賞品は選択制です。ご選択いただいた賞品の変更はできません。また、A賞のマイル数はお
選びいただけません。
※
「キャンペーン参加登録ダイヤル」
でご選択の場合、
賞品によって自動音声登録コードが異な
ります。
※当選の発表は、2019年8月末(予定)にマイルはMyJALCARDにてお知らせ(当選者のみ)、
宿泊券は発送をもってかえさせていただきます。
※詳しくは以下Webサイトをご覧ください。

※プレゼントのマイル積算は、
お一人様につき1施設1回限りとなります。
※マイルは、
2019年10月末(予定)にJMBマイル口座に積算いたします。

詳しくはこちら

www.jal.co.jp/jalcard/information/oak1905/

※2019年4月26日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
▲ 加賀屋

加賀屋グループ
▲ オークウッドプレミア東京

▲ 松乃碧

▲ 虹と海

www.jal.co.jp/jalcard/information/kagayagrp1904/

▲ オークウッドホテル&アパートメンツ新大阪

特約店契約終了のお知らせ ●2019年5月31日ご利用分まで「ホテルJALシティ長野」
「ホテル大野屋」
「ホテル鞠水亭」
「とみや」
「ティエリー・マルクス」
「ビストロ・マルクス」
「浅
草 壽司清」
「しゃぶしゃぶ シャ豚ブリアン」
「代々木 Tanne」
「ステーキモンスター」
※一部抜粋。詳しくはJALカード Webサイトをご覧ください。 www.jal.co.jp/jalcard/

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 3 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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JAL CARD SELECTION

NO.321

SHOPPING

マイルが2倍たまる
おトクな

冷水・温水がすぐに出る
ウォーターサーバーの
レンタルとお水の宅配
サービスを提供。
4種類
のミネラルをバランスよ
く配合した軟水は飲用
のほか料理にも最適。

インターネットショッピング・通信販売／全国

日テレポシュレ

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

日本テレビが運営する通販情報サイト。毎日の生活を素敵に彩るアイテムやオリジナル商品を多数ご用意。
※特約店対象となるご利用など詳しくは上記Webサ
イトをご覧ください。

インターネットショッピング／全国

NEW 4月～

THE BAGMANIA

宅配水／全国

NEW 4月～

www.jal.co.jp/jalcard/information/bagmania1905/

※2019年4月26日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

バッグや財布、革小物などおしゃれで上質なブランドの商品を多数取り扱うオンラインショップ。全品全国送料無料。

アクアクララ

キャンペーン 2019年5月1日～6月30日
キャンペーンID：T19I0201

www.jal.co.jp/jalcard/information/aquaclara1904/

0120-331-626（お問い合わせ）

キャンペーン 2019年4月15日～5月13日

9：00～17：30 土・日・祝日は休み
キャンペーンID：T19H30

期間中①上記Webサイトを経由して新規で申し込みのうえ、JALカードで支払
いされた方に、もれなくマイルと賞品をプレゼント②現在アクアクララをご利
用中で、JALカードで支払いされた方のなかから、抽選でマイルをプレゼント

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。
※詳しくは上記Webサイトをご覧ください。

※詳しくは上記Webサイトをご覧ください。

インターネットショッピング／全国

NEW 4月～

オンラインストア
Pan&（パンド）

https://onlinestylebread.com

自家製天然酵母の冷凍パンを製造販売するオンラインベーカリー。ホテルやレストランのシェフも認める品質。

0120-940-335（お問い合わせ）

9：00～18：00
年中無休

背負いやすさや耐久
性、
安全性を追求した
ランドセルをデ ザイ
ン・カラー150種類以
上取り揃える。
ショー
ルームではほぼすべて
の商品をお試し可能。
モバイル／全国

ランドセル／全国

Skyberry

フィットちゃんランドセル

※2019年4月26日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

03-6450-1012（お問い合わせ）

※2019年4月26日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

期間中、対象店舗で合計40,000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.jal.co.jp/jalcard/information/skyberry1905/

普段づかいも海外もそのままつかえるモバイルWi-Fi。海外からローミング料金なしで高速通信が可能。

www.jal.co.jp/jalcard/information/fitchan1905/
キャンペーン 2019年5月1日～7月31日

NEW 4月～

自動音声登録コード

：3922201

参加登録必要

※フィットちゃんランドセル公式サイトもキャンペーンおよび特約店の対象です。
詳しくは上記Web
サイトをご覧ください。
●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。

10：00～18：00
土・日・祝日は休み

キャンペーン 2019年5月1日～7月31日
キャンペーンID：T19H3601

期間中、上記Webサイトを経由して新規
で申し込みのうえ、JALカードで支払いさ
れた方に、もれなく1,000マイルをプレ
ゼント
※詳しくは上記Webサイトをご覧ください。
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※掲載内容は、2019 年 3 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 CARD SELECTION

NO.321

HOTEL

北海道／釧路

ニュー阿寒ホテル

マイルが2倍たまる
おトクな
北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉２-８-８

www.newakanhotel.co.jp

露天風呂から阿寒湖を一望。圧倒的な大自然に包まれ、湖のほとりで過ごす非日常のリゾート。

0154-67-2121

愛知県名古屋市中区錦3-18-21

愛知／名古屋

東京第一ホテル錦

名古屋随一の繁華街・栄駅より徒歩約2分。宴会や披露宴、会議、展示会など幅広く利用できる。

052-955-1001

●1泊室料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 7,550円～
休前日 9,550円～

東京／日本橋

東京都中央区日本橋室町3-4-4

三井ガーデンホテル
※2019年4月26日午後（予定）以降ご覧いただけます。
日本橋プレミア
www.jal.co.jp/jalcard/information/
mitsuinbs1905/

江戸文化の「粋」を体感できるデザインを随所に取り入れる。駅直結でレジャーやビジネスの拠点に最適。

03-3270-1131

休前日

京都／京都

NEW 4月～

いおり

京都府京都市下京区富小路通仏光寺下ル筋屋町144-6
（庵事務所）

庵町家ステイ

https://kyoto-machiya.com

「暮らすように旅する」がコンセプト。歴史を重ねた古き良き京町家を改修・修繕して宿泊施設として提供。

075-352-0211

朝食セット（通常：2,500円）をサービス
（人数分）
※1滞在につき1回のみ。

JALカード会員特別プラン
1泊室料（1室2名様／モデレートツイン／
平日・休日

全日 9,500円～

会 員 特 典 2019年5月1日～2020年9月30日

会 員 特 典 2019年5月10日～7月20日

禁煙）

www.tdh-nishiki.co.jp

●1泊室料1名様料金（1室2名様）

22,000円～（通常：54,000円～）

全日 27,000円～

32,000円～（通常：54,000円～）

※特典のほか2019年5月1日から6月30日ま
での期間中、キャンペーンも実施します。
詳しくは上記Webサイトをご覧ください。

静岡／伊東

静岡県伊東市広野2-2-5

りょくゆう

http://ito-ryokuyu.com

伊東 緑涌

源泉かけ流しの庭園露天風呂を備えた全7室のみの湯宿。夕朝食ともに部屋食で、おこもり滞在が可能。

0465-20-0027

会 員 特 典 2019年5月1日～12月31日

JALカード会員特別プラン
1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日
休前日

31,320円～（通常：37,800円～）
42,120円～（通常：48,600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。

鹿児島／霧島

かようてい

鹿児島県霧島市牧園町宿窪田4124-5

www.kayoutei.jp

ホテル華耀亭

絶景の渓谷美に静けさ漂う隠れ宿。ゆったりした湯浴みの楽しみと、旬の食材を盛り込んだ懐石料理を。

0995-77-2316

会 員 特 典 2019年5月7日～6月30日

貸切露天風呂の利用（通常：2,000円／
50分）
を無料サービス（15:00～23:00）
※1滞在につき1回のみ。

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 17,000円～
休前日 19,000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 3 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 CARD SELECTION

NO.321

RESTAURANT

マイルが2倍たまる
おトクな

高瀬川が流れる上木
屋町にて、
京の食材を
ふんだんに使用した
会席を提供。
風情溢れ
る料理旅館を改装し
た店舗で和と洋のモ
ダン会席を楽しめる。

北海道札幌市中央区北4条西1 北農ビルB1F

海鮮料理／北海道

とれたて北海道

札幌駅近くの立地で、
その時季ならではの海鮮が味わえる。
日本酒や焼酎も品揃え豊富。

011-200-3335

4/28～5/6・12・19・26は休み
●予算：昼700円～／夜3,500円～
会 員 特 典 2019年5月7日～31日

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／夜のみ）
※料理をご注文の場合のみ特典の対象です。

イタリアン／東京
創作和食／京都

温石

左近太郎 本店

京都府京都市中京区木屋町通御池上ル上樵木町494-1

www.sakontaro.co.jp

RotisserieBar Dapaulo

自慢は伊達鶏を専用マシンで丸ごと焼きあげたロティサリーチキン。
ワインとの相性も抜群。

03-6225-9770

不定休
（コレド日本橋に準ず）
●予算：昼1,200円～／夜4,000円～

075-257-2020

火は休み

東京都中央区日本橋１-４-１ コレド日本橋４Ｆ

ロティサリーバール ダパウロ

●予算：昼3,000円～／夜5,000円～

会 員 特 典 2019年5月1日～31日

グラスビール、日本酒、烏龍茶のいずれか1杯をサービス（人数分）

※昼13：30、
夜20：30
（日・祝日は19：30）
までにご入店の場合のみ特典の対象です。

会 員 特 典 2019年5月1日～31日
※金曜の夜は除く

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（グループにつき4名様まで）
※料理をご注文の場合のみ特典の対象です。

地鶏料理／鹿児島

鹿児島県鹿児島市千日町１３-２５ エクセレント千日ビル１Ｆ

みやま本舗 天文館店

http://miyamahonpo.com

名物は桜島溶岩焼きや地鶏炙りタタキ。厳選した上質で新鮮な鶏肉は、刺身や焼き物でも楽しめる。

099-222-2541

年中無休
●予算：夜3,500円～

和歌山近海の朝獲れ
鮮魚のみをつかった
料理を堪能できる。
お
造りや
「名物鯛めし」
に
舌鼓をうちながら、
川
のせせらぎに耳を澄ま
す寛ぎのひとときを。

会 員 特 典 2019年5月7日～31日

炙り皮ポン酢1皿をサービス（グループにつ

き）

和歌山県和歌山市十一番丁22

魚料理／和歌山

魚匠

銀平 本店

www.ginpei.com

073-432-3087

年中無休

●予算：昼1,600円～／夜6,000円～

会 員 特 典 2019年5月1日～31日

生ビールまたはウーロン茶1杯をサービス(人数分／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/

沖縄料理／沖縄

炙る チェリチェリ

沖縄県那覇市久茂地３-８-１９

https://chericheri.owst.jp

沖縄県産牛・豚・鶏の炙りが人気の店。築70年の琉球古民家を改装した店内は風情がある。

098-861-1020

不定休
●予算：夜3,000円～

会 員 特 典 2019年5月1日～31日

あぐー豚 大玉月見つくね1皿をサービス

（グループにつき）
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※掲載内容は、2019 年 3 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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らせ

モノレールでタッチ！JALのマイルがたまる！

JMB提携ホテルキャンペーン

東京モノレールの対象区間に交通系ICカード
でご乗車いただくと、マイルがたまります。
ご乗車のたびにマイルがたまるチャンスを、
ぜひお見逃しなく！

ホテルニッコー ＆ JALシティ

■積算マイル数
1回の乗車に対して20マイル
■対象の方
JALカードSuica、Suica
（モバイルSuica含む）
、PASMOなどの交通系IC
カードで対象の乗車区間をご利用になり、降車後、専用端末にタッチされ
た方
※初回ご利用時は専用端末にて参加登録が必要です。詳しくは以下Webサイトをご覧ください。
※定期券、
紙の切符、
小児運賃、
および各種割引運賃でのご利用は対象となりません。

■対象の乗車区間
「モノレール浜松町駅」
⇔
「羽田空港国際線ビル駅」
「羽田空港第1ビル駅」
「羽田空港第2ビル駅」
詳しくはこちら

微笑みの国タイのホスピタリティと日本ならで
はのおもてなしを融合した
「ホテル・ニッコー・バ
ンコク」の開業を記念して、ホテルニッコー ＆
JALシティの対象ホテルにてダブルマイルキャ
ンペーンを実施中です。
「 J-SMART 400 ボー
ナスマイル200込」
プランのご利用で、通常1泊
につき200マイルのところ2倍の400マイルが
たまります。
この機会にぜひご利用ください。
期
間
対象ホテル
ご予約・お問い合わせ

www.jal.co.jp/jmb/tokyomonorail/

マイルをつかってハワイのアクティビティを楽しもう！
ハワイ
（ハワイ島、
オアフ島）
の厳選したアクティビティを10,000マイル
からお申し込みいただけるハワイアクティビティ特典。4つのコースのな
かから、さまざまなアクティビティをお選びいただけます。マイルをつ
かってハワイの滞在をお楽しみください！

＜ハワイアクティビティ特典の一例＞
■Hau’
oli（ハウオリ）
コース：10,000マイル
天国の海半日ツアー、
イオラニ宮殿とオアフ名所めぐりツアー

▲ ホテル・ニッコー・バンコク

2019年6月30日
（日）
まで
国内・海外のホテルニッコー ＆ JALシティの
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 年末年始は休み
www.okura-nikko.com/ja/airline-partners/
japan-airlines-bonus/nikko-jalcity
※ご宿泊日

JAL CARD INFORMATION

海外お土産宅配便

「おみやげパック」

おみやげでも
マイルをためよう！

こんなおみやげのお悩み、解決します！

など

重い！
破損が
心配

■
‘Olu’
olu（オルオル）
コース：15,000マイル
ワイキキ遊覧飛行、
パラセイリング など
■Nanea（ナネア）
コース：20,000マイル
乗馬体験、サンセットディナーショー など

ワイン・ビン類

食肉の
持込
制限
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！

■Welina（ウェリナ）
コース：25,000マイル
ゴルフツアー、
ロミロミマッサージ など

マイルアップキャンペーン実施中！

対 象 期 間 2019年4月1日（月）～6月30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。

※ハワイのクラフトビールやチョコレートなどの商品と交換できる特典もご用意しています。

＊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Webサイト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！ 以下Webサイト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無料！
（通常972円）

写真提供：H2Oスポーツ

詳しくはこちら

【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）

写真提供：タチバナエンタープライズ

0120-336-316 9：30～18：00（1/1・2は休み）※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/jalmile/use/hawaii/

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
（

◆インターネットでの
ご注文はこちら
）

www.jal.co.jp/jmb/gift-land/

◆無料カタログ請求
はこちら
お家でじっくり選びたい方に
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※掲載内容は、2019 年 3 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 5
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カードで買い物をしました。
ショッピングマイルはいつたまりますか？
A．
JALカードのご利用金額がショッピングマイルに換算され、
原則として振替後の毎月12日＊3にJMBマイル
口座へ自動積算されます。
＊3
「JALカードSuica」は原則として振替後の毎月6日に積算

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Webサイトをご覧ください。
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
（法人カードを除く）
。

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＊4

（有料）
携帯電話・PHS／海外からは 03-5460-5131＊4
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＊4
（有料）
海外などから 03-5460-3939＊4
（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
＊4：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3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。

ご希望のカレンダーを2019年9月1日までにご選択ください〈P.
ブラジル連邦共和国大使館訪問イベント
〈P.5〉
家族会員入会キャンペーン
〈P.6〉

※掲載内容は、2019 年 3 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。

