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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

になりますか？

求
（お支払い）
時期は、
カードに記載の有効期限月の2カ月後となります。
//jalcard.jal.co.jp/rd/faq135/

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。
.co.jp/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＊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）
※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

03-5460-3939＊3（有料）

0570ｰ025ｰ039＊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

お問い合わせ内容確認の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。

JALカード特約店のご利用で特典交換にグッと近づく！
〈P.3-4〉
今年も開催！第6回JALカードと行った思い出の旅コンテスト
〈P.5〉
アプリにログインすると参加登録完了！JALカードアプリ・JALカード特約店ご利用キャンペーン
〈P.8〉

※掲載内容は、2019 年 5 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

西表島〈沖縄〉

渡辺 裕希子=文

マングローブカヌー＆トレッキング
ビーチリゾートの印象が色濃い沖縄の離島で、異彩を放つのが西表島
だ。9割が亜熱帯の原生林に覆われた、
ジャングルの島。大小40の川が
流れ、河口付近にはマングローブが生い茂る。手付かずの自然を全身で
味わうべく、
カヌーとトレッキングで
「ピナイサーラの滝」
を目指す半日ツ
アーに参加した。
ツアーガイドに教わったとおりにパドルを動かし、ゆっくりと川を進む。
流れは緩やかで、初心者でもほとんど不安を感じない。慣れてきたところ

〔カヌー体験〕
マングローブの川をカヌーで進むツアー。経験豊かなツアーガイドが教えてくれるので、初心者
や子どもでも安心して参加できる。

〔ピナイサーラの滝〕

でいったん手を止め、大きく深呼吸。生命力豊かなマングローブに抱か

落差約55mと、沖縄最大級の滝。沖縄の言葉で
「ピ
ナイ」はひげ、
「 サーラ」は下がったものという意味
で、滝が流れる様子が老人のあごひげに見えること
から名付けられた。

れながら空を見上げると、自分も自然の一部になった気分だ。中流付近
でカヌーを降り、そこから先は山道のトレッキング。早朝からの雨でぬか
るんだ地面は滑りやすく、想像以上に傾斜がきつい。所々這いつくばり
ながら登ること30分、沖縄最大級の落差を誇る
「ピナイサーラの滝」
に
到着する。滝壺に飛び込んで水遊びをするのがここの醍醐味だが、訪れ
た時期はまだ肌寒く断念。ツアーガイドが用意してくれた紅茶とお菓子
で、滝を眺めながらのティータイムを楽しんだ。なお、半日ツアーで行け
るのは滝壺までだが、1日ツアーなら滝上まで登ることが可能。滝上から
見渡すマングローブの森とサンゴ礁の青い海は、
さぞかし美しいだろう。
体力とスケジュールに余裕があるならぜひ、1日ツアーへの参加をおす

〔トレッキング〕

すめしたい。

ピナイサーラの滝壺まで向かうトレッキングは、
森林浴をしながら珍しい植物に出合える。

西表島は東京から約2,100km、沖縄本島から約450kmと遠く離れて
いる。また、島に空港はなく、石垣島からフェリーでの船旅となる。気軽に
行ける場所ではないからこそ、国内旅行とは思えないスケールの大きな
旅が楽しめるはず。きっと一生心に残る、唯一無二の体験が待っている。

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
太古から変わらない原風景
投稿者：とねけん さん 撮影場所：アメリカ モニュメントバレー
エピソード

グランドサークルを巡る旅の最終目的地モニュメントバレー。
そこに空から降り注ぐような天の川の景色は、まさに太古
から変わらない、人類手付かずの原風景。
2
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※掲載内容は、2019 年 5 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カード特約店のご利用で特典交換

日常のショッピングでマイルが２倍たまる
「JALカード特約店」
は全国に
スーパー、
コンビニ、
レストラン、
ゴルフ場、
レンタカー、
ホテルなど、さま
は同じでも、日々のお支払いで特約店を選ぶと、マイルのたまり方にど
用ください。

にグッと近づく！

約54,000店舗！(2019年1月現在)
ざまなシーンでご利用いただけるお店が多数あります。お支払い金額
んどん差がつきます！特典交換にグッと近づくので、特約店をぜひご利

〈特約店の一例〉

JALカード特約店は、
このマークが目印です！

※一部、特約店の対象とならない店舗や利用があります。
詳しくはJALカード Webサイトをご確認ください。

JALカード特約店を動画でもご紹介！▶

特約店を選んでご利用いただくと…

特約店はまだまだあります！
お近くの特約店はWebサイトから検索！

※JALカードショッピングマイル・プレミアムに入会の場合。

JALカードのご利用で

100円＝1マイル

なら

100円＝2マイル

❶

例えば、月々65,000円のご利用で

スーパー・コンビニ

ドラッグストア

30,000円

10,000円

通常の
650マイル
積算マイル
特約店を
ご利用なら

ガソリンスタンド

5,000円

2倍

1,300マイル

レストラン

10,000円

❷

❸

❶検索したい
都道府県を選択

百貨店

10,000円

❷市区町村や店舗名など、
キーワードがあれば入力

1年間で
15,600マイルに！

❸このマークをクリック

ためたマイルはさまざまな特典に交換できます！

15,000
マイル

JALグループ国内線特典航空券
東京ー沖縄
（往復／普通席）
など

総額50万マイルプレゼント！JALカー
期間中、
JALカード特約店で合計2,000円
（税込）
以上JALカー

（月）
～9月30日
（月）
利用期間 2019年7月1日
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
（約54,000店舗）
対象特約店 JALカード特約店

自動音声登録コード

：3925701 参加登録必要

詳しくはこちら

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

ド特約店ご利用キャンペーン～2019夏～
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。
賞

品 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

※当選の発表は、
2019年12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/tokuyaku1907/

※2019年6月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
3
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※掲載内容は、2019 年 5 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

EVENT

今年も開催！
第6回 JALカードと行った思い出の旅コンテスト
JALカード会員の皆さまが旅先で得た家族や友人とのかけがえのない
一瞬や笑顔、素敵な出会い、目にした風景や新たな発見など、旅の思い
出の写真をエピソードとともにご応募ください。お一人様につき、最大5
作品までご応募いただけます。ご応募いただいた方には、1作品につき
もれなく10マイルをプレゼント！さらに、入賞作品およびWebサイトを
ご覧いただいた方の投票で、上位2作品に選ばれた方には、JAL旅行券
など素敵な賞品をご用意しています。グランプリ作品などは、JALグルー
プ機内誌
「SKYWARD」
やJALカード Webサイトで発表予定です。
皆さまのご応募をお待ちしております！
■応募期間
2019年7月1日
（月）
～9月30日
（月）
■賞品
JAL旅行券10万円分、リーガロイヤルホテル京都ペア宿泊券など
■選定基準
エピソードと写真を通して、旅の良さが感じられる作品を選定いたします
■受賞作品発表
2019年12月10日
（火）
（予定）

詳細・ご応募はこちら

SERVICE

JALカード家族プログラムに登録すると
旅にもっと近づきます！
JALカード家族プログラムは、家族それぞれがためたマイルを特典交換
の際に合算し、家族でつかえるJALカード会員限定のサービスです。
特典交換が身近になり、
ご家族皆さまの楽しみが広がります！
それぞれマイルがたまっているけど、家族で旅行するには足りない・
・
・
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)

10,000マイル

5,000マイル

5,000マイル

4,000マイル

家族プログラムに登録すれば・
・
・

マイルを合算すると合計24,000マイル
例えば、どこかにマイル
（お一人様6,000マイル）
で4人で旅行に行ける！
通常の半分以下のマイルで往復航空券に交換できます。お申し込み時、
４つの行き
先候補をJALからご提案し、
お申し込みから3日以内に行き先をお知らせいたします。

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

〈対象路線〉
JALグループ国内線 東京
（羽田）
または大阪
（伊丹／関西）
発着の直行便
（往復／普通席）

※2019年7月1日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

※予約変更および払い戻しができないなど、通常のJALグループ国内線特典航空券とは一部
利用条件が異なります。

★第5回コンテスト グランプリ作品★

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！
●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%）

詳しくはこちら

▲風景部門

▲人物部門

JALカード会員限定のおトクなサービス
空港でのショッピングがおトクに

INFORMATION

「サカゼン」特約店契約終了のお知らせ

「サカゼン」
は、2019年6月30日(日)をもって、マイルが2倍たまる
「JAL
カード特約店」
の契約が終了となります。
詳しくはこちら

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

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

空港店舗・免税店で最大10％割引

空港店舗や空港免税店でJALカードをご提示いた
だくと、商品や免税品が最大10％割引となります。
※割引サービスの各種条件、対象店舗について詳しくは以下Web
サイトをご覧ください。

詳しくはこちら

www.jal.co.jp/jalcard/service/airportshop.html
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※掲載内容は、2019 年 5 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、
ご紹介者のあなたにプレゼント
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9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。

JALグループ便に年間1回以上ご搭乗され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

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/

※MyJALCARDへのリンクは上記Webサイト内にあります。

「LINE」
でもご紹介いただけます！
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。

本誌掲載のキャンペーンについて

CAMPAIGN

アプリにログインすると参加登録完了！
JALカードアプリ・JALカード特約店
ご利用キャンペーン

期間中、JALカードアプリに会員ログインのうえ、
JALカード特約店で合計1,000円（税込）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。
キャンペーンID：T19H5601

利用期間
対象の方
対象特約店
賞
品

2019年7月1日
（月）
～8月31日
（土）
ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
日本国内のJALカード特約店
（約54,000店舗）
500マイル・
・
・
・
・
・
・20名様
100マイル・
・
・
・
・200名様
30マイル・
・
・1,000名様

▲ ログイン後トップ画面
※お名前と現在のマイル数が
表示されます。

※当選の発表は、
2019年11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/appli1907/

※2019年6月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

CAMPAIGN

対象空港限定
エアポート サマーキャンペーン

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。
利用期間 2019年7月1日
（月）
～8月31日
（土） 自動音声登録コード
：3920202 参加登録必要
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
成田国際空港、
羽田空港、
中部国際空港、
対象特約店 新千歳空港、
伊丹空港、
福岡空港、
那覇空港内のJALカード特約店
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。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11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/aps1907/

※2019年6月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

＜対象特約店の一例＞

※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）
。

▲ BLUE SKY

▲ カシヤマ ザ・スマートテーラー
羽田空港店

▲ ステーキハウス88 那覇空港店

7
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※掲載内容は、2019 年 5 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 7 月号

INFORMATION

マイルが2倍たまる
おトクな

CLOSE UP
温泉施設／東京

CAMPAIGN

夏のお手入れは特約店で！
JALカード特約店 ビューティキャンペーン

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。

自動音声登録コード

：3925901 参加登録必要

利用期間 2019年7月1日
（月）
～8月31日
（土）
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
対象特約店 たかの友梨ビューティクリニック、
たかの友梨 ＢＥＡＵＴＹＳＨＯＰＰ
ＩＮＧ、
エステティック ミス・パリ、
男のエステ ダンディハウス、
エルセーヌ、
てもみん、
ＢＵＬＫ ＨＯＭＭＥ、
エレクトーレ、松本平太郎美容室、
ヤマノ ビューティウェルネスサロン など
賞
品 5,000マイル・
・
・
・
・5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。対象店舗などの詳細は
以下Ｗｅｂサイトをご覧ください。
※当選の発表は、
2019年11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/beauty1907/
※2019年6月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

CAMPAIGN

JALカード特約店提携1周年記念！
いきなり！キャンペーン

「いきなり！ステーキ」
との特約店提携1周年を記念して、
キャンペーンを実施！
キャンペーン① 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。
キャンペーン② 期間中、肉の日（29日）に3,000円以上肉マネー＊1へのクレジット
チャージ＊2を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7月1日
（月）
～8月31日
（土） 自動音声登録コード
：3922901
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
対象店舗 いきなり！ステーキ、
公式オンラインショップ、
肉マネーへのクレジットチャージ
賞
品 キャンペーン① 2,900マイル・
・
・
・
・29名様
290マイル・
・
・290名様
キャンペーン②
29マイル・
・
・290名様

参加登録必要

＊1 いきなり！ステーキでのお支払いにご利用いただける電子マネーです。
＊2 いきなり！ステーキへの会員登録ならびに公式アプリのご利用が必要となります。
※商業施設内の店舗など、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。
※参加登録いただくと、キャンペーン①および②のどちらも登録完了になります。
※当選の発表は、
2019年11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

NO.323

www.jal.co.jp/jalcard/information/ikinari1907/

※2019年6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7月31日ご利用分まで「ホテルグランフェニック
ス奥志賀」
「 割烹旅館 さつき」
「オステリア タッキーニ」
「 Wine Restaurant Akihisa
Handa」
「宮川町 さか」
「Noir」
「BISTRO KHAMSA 自由が丘」
「ciccio tamaya」
※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/

東京お台場

大江戸温泉物語

江戸の町にタイムスリップしたかのようなひとと
きを過ごせる温泉テーマパーク。足湯が広がる
風景を楽しみながらお湯の中を歩くと、底の丸石
が足裏を刺激して、たまった疲れもほぐれます。
子どもから大人まで一緒に会話しながら足湯の
散歩をお楽しみください。700坪の日本庭園に伸びる全長50mの湯の道
は、
浴衣のまま出られることができ幻想的な雰囲気の夜景がおすすめです。

JALカード特約店
「東京お台場 大江戸温泉物語」
プレゼントキャンペーン

参加登録必要
自動音声登録コード

：3926501

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、抽選でマイルまたは入場券をプレゼント。
利用期間
対象の方
対象店舗
賞
品

2019年7月1日
（月）
～8月31日
（土）
ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
東京お台場 大江戸温泉物語
1,000マイル・
・
・
・
・
・
・
・
・25名様
入場券・
・
・30組60名様

※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11月末(予定)にMyJALCARDにてお知らせ(当選者のみ)、
入場券は発
送をもってかえさせていただきます。

会 員 特 典 2020年3月31日（火）まで

入場時にJALカードをご提示いただくと、以下の優待料金にて
ご利用いただけます。
大人：全日1,986円
ナイター大人
（18時以降ご入館）
：全日1,554円
小人
（4歳～小学生）
：全日540円

※入場料金は、
入浴料、
館内着・タオル利用料、
消費税、
入湯税を含みます。
※午前2時以降滞在の場合、深夜割増料金2,160円
（税込）
が別途かかります。

東京お台場
大江戸温泉物語

03-5500-1126

東京都江東区青海２-６-３
午前１１
：
００～翌午前９
：
００ （最終受付午前７
：
００）

www.jal.co.jp/jalcard/information/ooedoonsen1907/
※2019年6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 5 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 7 月号

JAL CARD SELECTION

NO.323

SHOPPING

マイルが2倍たまる
おトクな

全国に約600店舗を展
開する総合スーパー。
衣食住にわたる幅広
い商品を取り扱い、
お
客さまに安心・安全、
そ
して豊かなライフスタ
イルを提案。

レンタカー／北海道

ホンダレンタリース北海道

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

北海道旅行を最新のHonda車でサポート。軽自動車からワゴン車まで車種指定でご予約可能。

011-241-4500

9:00～18:00

年中無休

会 員 特 典 2020年3月31日まで

通常料金より30％割引（ハイシーズンは20％
割引）
※電話予約のみが特典の対象です。
※ハイシーズン：2019年7月1日～8月31日
※上記のほかにも特典があります。
詳しくは上記
Webサイトをご覧ください。

ランドセル／全国

スーパー／全国

イオン

www.jal.co.jp/jalcard/information/aeon1907/

※2019年6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7月1日～9月30日

自動音声登録コード

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

：3926601

参加登録必要

※アコレ、R.O.U、イオンリカー、イオンバイク、ビブレ、
フォーラス、ピーコックストア（首都圏店
舗）、
ウエルシア、ハックドラッグ、
ダックス、B.B.ON 日本橋店もキャンペーンおよび特約店の
対象です。
※キャンペーンおよび特約店対象店舗などの詳細は上記Webサイトをご覧ください。

NEW 5月～

羽倉の手づくりランドセル（HAKURA）

www.hakura-randsel.jp

本革の美しさを追求したシンプルなデザインで、
「豊岡鞄」ブランドに認定された初のランドセル。

0120-38-7706

10:00～17:00
（お問い合わせ）
土・日・祝は休み
※オンラインショップでの商品ご購入分が特約店の
対象です。

ワイン／全国

オールドビンテージ・ドットコム

免税店限定商品などの
豊富な品揃えとトレン
ドを取り入れた商品を
ご用意。
JALグループな
らではのホスピタリティ
で、
出発前にもスムーズ
に買い物ができる。

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

1800年代からの希少なヴィンテージワインを探してお届け。特別な方への贈り物に。

0120-359-812

11：00～18：00
土・日・祝・8/13～15は休み
会 員 特 典 2019年8月31日まで

新サービス
「ハイクラスコンシェルジュサー
ビス」
の登録後、
送料無料（通常1,500円）

免税店／成田空港

JAL DUTYFREE 成田空港

※ハイクラスコンシェルジュサービスについて詳細
は上記Webサイトをご覧ください。

（本館店/サテライト店/Fashion ＆ Luxury）

www.jal.co.jp/jalcard/information/dfs1907/

※2019年6月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

0120-34-8596（お問い合わせ）

キャンペーン 2019年7月1日～8月31日

9：00～17：30

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

自動音声登録コード

：3926401

※キャンペーンのほか特典もあります。
詳しくは上記Webサイトをご覧ください。

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 5 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 7 月号

JAL CARD SELECTION

北海道／旭岳

NO.323

HOTEL

NEW 7月～

マイルが2倍たまる
おトクな
北海道上川郡東川町旭岳温泉

ラビスタ大雪山

www.hotespa.net/hotels/daisetsuzan/

大雪山の懐に抱かれた山荘ホテル。
クラシカルな館内からは旭岳の雄大な眺望を楽しめる。

0166-97-2323

大阪／本町

NEW 5月～

セント レジス ホテル
大阪

大阪市中央区本町3-6-12

www.jal.co.jp/jalcard/information/
stregiso1907/

※2019年6月27日午後（予定）以降ご覧いただけます。

マリオット・インターナショナルの最高級ホテルブランド。ほかにはない上質なおもてなしを。

06-6258-3333

会 員 特 典 2019年7月1日～2020年3月31日

売店(ショップ 人来留)商品10％割引券を
（グループにつき1枚）
プレゼント

会 員 特 典 2019年7月1日～12月19日

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）

※
「鉄板焼レストラン 和城」
「ブランジェリー」
は特典の対象とはなりません。
「イタリア料
理 ラ ベデュータ」
「フレンチビストロ ル
ドール」
「セントレジスバー」
でのご飲食が
対象となります。
※特典のほかキャンペーンもあります。
詳しく
は上記Webサイトをご覧ください。

レストランご飲食代金15%割引

平日・休日 18,500円～
休前日 20,500円～

●1泊室料 33,000円（税・サ別）～

北海道／洞爺湖

ゆとりろ洞爺湖

北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉78

https://yutorelo-toyako.com/

洞爺湖温泉のなかでも源泉に近い良質な温泉として好評。愛犬と一緒に宿泊できる部屋も。

0570-086-115

熊本旬彩の宿 ゆとりろ山鹿

熊本県山鹿市宗方通702

https://yutorelo-yamaga.com/

コンセプトは「熊本の旬と彩を愉しむ」。美人湯や山鹿遊び、創作会席などを存分に堪能できる。

0968-43-8111

会 員 特 典 2019年7月1日～12月20日

夕食時ドリンク1 杯をサ ービス（人数

会 員 特 典 2019年7月1日～12月20日

分／大人のみ）

ウェルカムドリンク1杯をサービス（人
数分）

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 14,040円～
休前日 17,280円～

神奈川／三浦

熊本／山鹿

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 14,580円～
休前日 18,360円～

マホロバ・マインズ三浦

神奈川県三浦市南下浦町上宮田3231

www.jal.co.jp/jalcard/information/mahoroba1907/

※2019年6月27日午後（予定）以降ご覧いただけます。

三浦半島から房総半島まで一望できる。地元三浦の幸を活かした味わい豊かな食事もご用意。

0120-046-891

キャンペーン 2019年7月1日～8月31日
自動音声登録コード

：3926901

参加登録必要

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

※キャンペーンのほか特典もあります。詳し
くは上記Webサイトをご覧ください。

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 11,880円～
休前日 17,280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／那覇

ホテルJALシティ那覇

沖縄県那覇市牧志1-3-70

www.jal.co.jp/jalcard/information/jalnaha1907/

※2019年6月27日午後（予定）以降ご覧いただけます。

観光・ビジネスに便利な国際通り沿いに立地。季節ごとに変わるシェフのこだわりメニューもおすすめ。

098-866-2580

キャンペーン 2019年7月1日～9月15日
自動音声登録コード

：3922506

参加登録必要

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
●1泊朝食付き1名様料金（1室2名様）
全日 12,000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 5 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.323

RESTAURANT

マイルが2倍たまる
おトクな

お店自慢の銘柄鶏
「華味鳥」はコクのあ
る味 が 魅 力 。水 炊き
は最初のスープから
シメの雑炊にいたる
まで 、鶏 の旨みを 存
分に堪能できる。

タイ料理／東京

東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング6F

サイアム ヘリテイジ 東京 新丸ビル店

www.blueceladon.com

タイのおもてなしを本場の雰囲気で。伝統的な料理の味が織りなすハーモニーを楽しめる。

03-5224-8050

不定休
（新丸の内ビルディングに準ず）
●予算：昼2,500円～／夜7,000円～
会 員 特 典 2019年7月1日～31日

マンゴージュース1杯サービス

（平日15：00まで、土・日・祝16：00まで／人数分）

東京都中央区銀座６-９-４ 銀座小坂ビル７～９Ｆ

インド料理／東京

ナタラジ 銀座店

水炊き／東京

博多

華味鳥 銀座四丁目店

03-3547-3211

不定休

東京都中央区銀座4-9-13 銀座四丁目タワーB1F

www.jal.co.jp/jalcard/information/hanamidori1907/

※2019年6月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
自動音声登録コード

●予算：昼2,000円～／夜7,500円～

：3926201 参加登録必要

キャンペーン 2019年7月1日～8月31日

期間中、対象店舗で合計3,000円以上JALカードを利用された方のなかから、
抽選でJAL旅行券または賞品をプレゼント

http://nataraj2.sakura.ne.jp/cafe3/

自家の農園から直送された新潟野菜を活かしたヘルシーインド料理。パーティースペースもあり。

03-5537-1515

年中無休
●予算：昼1,200円～／夜2,500円～
会 員 特 典 2019年7月1日～31日

チャイまたはラッシー1杯をサービス

（グループにつき5名様まで／18：00～）
※お一人様2,000円以上ご注文の場合のみ特典の
対象です。

※華味鳥の特約店全店
（オンラインショップも含む）
および福扇華がキャンペーンの対象です。
詳しくは上記Webサイトをご覧ください。

肉料理／大阪

但馬屋

蔓萬 北浜店

大阪府大阪市中央区北浜1-8-16 大阪証券取引所ビルB1

www.d-diner.net/management/turuman.html

上質な和牛をお好みの料理方法で味わえる。会食や接待などに利用できる全席完全個室をご用意。

06-6232-0429

日・祝日は休み
●予算：昼3,000円～／夜8,000円～
会 員 特 典 2019年7月1日～31日

東京・銀座にオープンし
た長崎の
「卓袱
（しっぽ
く）
料理」
店。
食材には長
崎産の希少な魚介類や
和牛を使い、
毎日長崎
から空輸で新鮮な希少
食材を調達している。
卓袱料理／東京

①飲食代を1,000円割引（1会計につき／
夜のみ）

②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（夜のみ）

※個室席をご利用の方のみ特典の対象です。

NEW 5月～

東京都中央区銀座7-8-7 銀座グリーン１１F

長崎しっぽく浜勝 銀座本店

www.sippoku.jp/ginza/

03-6274-6104

年中無休 ●予算：昼2,000円～／夜8,000円～
※長崎卓袱浜勝も特約店の対象です。
●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/

うなぎ／熊本

うなぎの徳永 北部店

熊本県熊本市北区鹿子木町187

www.unatoku.com

うなぎ料理専門店。1串ごとに焼き加減を変える老舗の職人技は一食の価値あり。

096-245-0978

不定休
●予算：昼3,500円～／夜3,500円～
会 員 特 典 2019年7月1日～31日

コーラ、
メロンソーダ、ジンジャーエール、
ウーロン茶、オレンジジュース、アップル
ジュース、カルピス、コーヒー、紅茶のい
ずれか1杯をサービス（人数分）
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※掲載内容は、2019 年 5 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

＜JMB×Ponta会員限定＞

2019年夏 JALに乗ってPontaポイントプレゼント
キャンペーン実施中！

ご搭乗前までに
「JMB×Ponta会員」
に登録し、
キャンペーン参加登録のうえ、対象路線に対象
運賃でご搭乗いただくと、もれなく400Ponta
ポイントまたは200Pontaポイント＊をプレゼン
トいたします。フライトマイルとは別に、Ponta
ポイントもためられるチャンスです！夏のご旅
行前にぜひ、
ご応募ください！

＊沖縄
（那覇）
ー石垣・宮古線にご搭乗の場合は200Pontaポイントとなります。

2019年7月1日
（月）
～9月30日
（月） ※ご搭乗日

■対象路線

JALグループ国内線
東京
（羽田）
－札幌
（新千歳）
・旭川・函館・帯広・女満別・釧路線
東京
（羽田）
・大阪
（伊丹）
－松山線
東京
（羽田）
－広島線
東京
（羽田）
・大阪
（伊丹）
・札幌
（新千歳）
・名古屋
（小牧）
・花巻・仙台－福岡線
東京
（羽田）
・名古屋
（小牧）
－北九州線
東京
（羽田）
・大阪
（伊丹）
－大分線
東京
（羽田）
・大阪
（伊丹）
－長崎線
東京
（羽田）
・大阪
（伊丹）
－宮崎線
東京
（羽田）
・大阪
（伊丹）
・名古屋
（小牧）
－熊本線
東京
（羽田）
・大阪
（伊丹）
－鹿児島線
東京
（羽田）
・大阪
（伊丹・関西）
・名古屋
（中部）
・岡山・小松・福岡・石垣・宮古－
沖縄
（那覇）
線
※他社が運航するコードシェア便は、
JAL便名でご搭乗いただいた場合のみ対象です。
※ジェットスター・ジャパン
（GK）
が運航するコードシェア便は対象外です。
※沖縄
（那覇）
－奄美大島線は対象外です。

■対象運賃

大人普通運賃、往復割引運賃、JALビジネスきっぷ、eビジネス6、介護帰
省割引、
身体障がい者割引、特便割引1、特便割引3、特便割引21

※松山線は
「先得割引タイプA」
「先得割引タイプB」
「スーパー先得」
「ウルトラ先得」
も対象となります。
※九州線は
「特便割引7」
も対象となります。
※沖縄線は
「特便割引7」
「離島割引」
も対象となります。

■対象のお客さま

JALマイレージバンク
（JMB）日本地区会員の方で、ご搭乗前までに
「JMB×Ponta会員」
に登録し、キャンペーン参加登録のうえ、対象路線に
対象運賃にて1回以上ご搭乗いただいた方
※ご搭乗前までに、
JMB×Ponta会員登録とキャンペーン参加登録の両方が必要です。

9月20日、
「ホテルJALシティ札幌 中島公園」
が
誕生します。開業を記念し、JMB会員限定プラ
ン
「J-SMART 600スペシャル」
をご用意。8月末
までにご予約いただくと、
通常1泊200マイルの
ところ、
3倍の600マイルがたまります。
札幌滞在の新たな拠点として、ぜひご利用くだ
さい。

ご予約・お問い合わせ

▲ 客室

2019年8月31日
（土）
まで
2019年9月20日
（金）
～2020年3月31日
（火）
ホテルJALシティ札幌 中島公園
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/japan-airlines/

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！
重い！
破損が
心配
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！

マイルアップキャンペーン実施中！

対 象 期 間 2019年7月1日（月）～9月30日（月）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。

＊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！

■Pontaポイントの有効期限

（通常972円）

Pontaポイントの有効期限は、
プレゼントから1年間です。

※ただし、有効期限をむかえるまでにポイント加算またはご利用があれば、その日から1年間延
長されます。

www.jal.co.jp/jmb/ponta/info.html

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
（

オークラ ニッコー ホテルズ

予約期間
宿泊期間
対象ホテル

■対象期間

詳しくはこちら

JMB提携ホテルキャンペーン

【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（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。
◆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 5 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 7
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．
年会費の請求はいつになりますか？

A．
JALカード年会費ご請求
（お支払い）
時期は、
カードに記載の有効期限月の2カ月後となります。
詳しくはこちら https://jalcard.jal.co.jp/rd/faq135/
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://faq-jalcard.jal.co.jp/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＊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）
※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）

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とお問い合わせ内容確認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5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。

JALカード特約店のご利用で特典交換にグッと近づく！
〈P.3-4

今年も開催！第6回JALカードと行った思い出の旅コンテスト
〈P

アプリにログインすると参加登録完了！JALカードアプリ・JALカード特約店ご利

※掲載内容は、2019 年 5 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。

