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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。
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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）

る14～16桁の

生年月日を入力

自動音声登録
コード＊2を入力

（例）
19830301

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

JALカード家族プログラム」
の違いは？

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
ただける、
本会員に付随したクレジットカードです。
グラム
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。
//jalcard.jal.co.jp/rd/faq198/

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。

レス®
・カードは、
（株）
JALカードと、
アメリカン・エ
を受けた三菱UFJニコス
（株）
が提携し発行・運営
エキスプレス」
はアメリカン・エキスプレスの登録商

「JALカード航空教室 航空機撮影会in成田」を日帰りで開催！
〈P.3-4〉
かねひで喜瀬カントリークラブで「JALカードカップ」ゴルフ大会を開催いたします！
〈P.3-4〉
あなたのお得意様番号でマイルが当たる！JALカード特約店マイルくじキャンペーン
〈P.8〉

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
す。

※掲載内容は、2019 年 6 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

オアフ島〈ハワイ〉

渡辺 裕希子=文

ハワイのマナを感じる
ワイキキから車で約40分、
オアフ島のヘソ
（中心）
にあたるワヒアワ地
区に、
ハワイアンが大切に守り続けている岩がある。11世紀から18世紀
にかけて、王族女性が出産していた場所とされる
「クカニロコ・バースス
トーン」
。周囲にはパイナップル畑が広がり、知らなければ通り過ぎてしま
いそうだが、赤土の大地に足を踏み入れると空気が一変し、
ここが特別
であることを実感する。吹き抜ける風はひんやりと清らか。静寂のなか
で、風の音と鳥のさえずりが優しく共鳴する。道の両脇には、出産を見守

〔マカプウ岬〕

写真提供：ハワイ州観光局

オアフ島最東端
「マカプウ岬
（マカプウ ポイント）
」
からの眺め。この辺りには、女神ペレが作った
と言われる
「ペレの椅子」
や
「ヒーリングプール」
など見どころが多い。

〔クカニロコ・バースストーン〕

る王族男性が座ったとされる36個の岩
（現在置かれているものは複製）

2017年以降、バースストーンの周囲は立ち入り禁
止となり、岩にふれたり近づいたりすることは禁じら
れている。
“NO PUBLIC ACCESS”
の看板と石で作
られたサークルの手前から眺めよう。

が並び、
まるで参道のよう。歩みを進めると、やがて現れるユーカリとヤ
シの木立。その下に横たわる、大小の岩のひとつが、神聖なるバースス
トーンだ。かつて、
この岩には出産の痛みを和らげるマナ
（霊力）
があり、
産まれた子どもは偉大な力を持つと信じられてきた。当時は、王族以外
立ち入ることが許されなかった聖域。目の前に広がる風景に感謝しなが
ら、岩に向かって祈りを捧げる。それだけで心が落ち着き、エネルギーで
満たされていくのを感じた。
ハワイの人々は、古来より野山や草木に宿るマナを大切にしてきた。オ
アフ島には、ほかにも心身を浄化するといわれる
「マカプウ・ヒーリング

〔カプ
（タブー）〕

プール」
や、
“癒やしの海”
と呼ばれる
「カヴェヘヴェへ」
など、
マナが強く宿

入り口には注意事項が明記されている。岩に登
る、傷つける、お供え物を持ち帰るなどの行為は
絶対にNG。敬意を持って静かに過ごそう。

る場所が点在しており、近年はこれらの
“パワースポット”
をめぐる旅が人
気だ。訪れる際には看板に書かれたカプ
（ハワイ語でルール、
タブーの意
味）
をよく読み、
ハワイアンへの敬意を忘れないように心がけたい。

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
由布島・夏の風景
投稿者：maritch さん 撮影場所：由布島
（沖縄）
エピソード

この日は沖縄に台風が近づいていましたが、幸いにも先島諸
島は夏空が広がり、雲の表情が良かったので水牛車を絡め
て撮影しました。
2
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※掲載内容は、2019 年 6 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カード航空教室 航空機撮影会in成田」
毎年ご好評いただいております
「航空機撮影会」
を11月に日帰りにて開催
空機を撮影してみませんか？Nikonの協力により、
一眼レフカメラもお貸し
のプログラムが盛りだくさん！ご応募お待ちしております。

日
程
会
場
募集人数
参加資格

2019年11月16日
（土）
成田国際空港整備地区
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ゴールドカード会員の方は3
倍、
プラチナ会員の方は4倍となります。

参 加 費 無料

を日帰りで開催！

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

機材提供協力

キャンペーンID：B19N07

スケジュール
（予定）
午前

成田国際空港にて10：30頃集合。航空写真家による講話、
昼食。

午後

格納庫にて航空機撮影会＊。そのほか整備士の講話など各種プロ
グラムをご案内。成田国際空港にて16：30頃解散。

＊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。

※会場(成田国際空港)までの交通費は自己負担となります。

（水）
～8月21日
（水）
応募期間 2019年8月7日

※厳正なる抽選を行い、抽選結果を2019年8月29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。

詳細・ご応募はこちら

www.jal.co.jp/jalcard/event/nrt1908/

※2019年8月7日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
※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。
前回の航空機撮影会の様子

かねひで喜瀬カントリークラブで「JAL

カードカップ」ゴルフ大会を開催いたします！

今回の
「JALカードカップ」
は、
かねひで喜瀬カントリークラブ
紺碧の海が広がる沖縄屈指のゴルフコース。沖縄のリゾート

で開催いたします。歴史と伝統が刻まれるヤンバルの森と眩しい青空、
空間でのプレーをぜひお楽しみください。

日

時 2019年11月8日(金)
プレーは6：56よりスタートいたします(予定)
開 催 地 かねひで喜瀬カントリークラブ
沖縄県名護市喜瀬1107-1
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 1名様につき26,000円(キャディーフィー・税込)
※乗用カート付きのプレーとなります。

申込方法 2019年8月1日(木) 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
（先着順・要予約）
＊ご希望の方は左記電話番号よりお申し込みください。

日にち・料金：2019年11月7日(木) 24,000円(税込)
2019年11月9日(土) 31,500円(税込)
※セルフプレー、
4B、
乗用カート付きとなります。
3名様の場合は2,000円
（税込）
、
2名様の場
合は4,000円
（税込）
の追加料金がかかります。
※1名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。

詳しくはこちら

www.jal.co.jp/jalcard/event/cup1911/

※2019年7月29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。
各賞の発表は、
後日順位表とともに郵送します。
※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。
※プレー料金や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。
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※掲載内容は、2019 年 6 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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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

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

★第5回コンテスト グランプリ作品★

INFORMATION
CLUB-Aカード・CLUB-Aゴールドカード・プラチナ会員の皆さまへ
締切迫る！2019年9月1日まで

2020年版カレンダーにつきましては、
ご希望のカレンダーをご選択ください

■JALグローバルクラブ本会員／家族会員の方
2019年版カレンダーのご選択内容を引き継ぎます。
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。
■上記以外のJALカード会員の方
このカレンダーが
仮登録されています！
2020年版カレンダーの選択内容を
「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。
「JAL FLEETカレンダー
（卓上判）
」
以外を JAL FLEETカレンダー
（卓上判）
ご希望の方は、
そのほかのカレンダーへ変更い
ただけますので、
選択受付期間中にお手続きく
ださい。
※2019年版カレンダーにて
「JAL FLEETカレンダー
（卓上判）
」
またはカレンダー不要をご選択いただいたお客さまはご選択
内容を引き継いでおります。
※
「JAL FLEETカレンダー
（卓上判）
」
をご希望の場合はあらため
てのお手続きは不要です。

■選択受付期間

2019年9月1日（日）
まで

※2019年4月16日以降、
既にご選択された場合は再度のご選択は不要です。

■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 海外からは03-5460-5326
▲飛行機部門

▲自由部門

2.JALカード Webサイト内
「MyJALCARD」

INFORMATION
最新情報をメールでいち早くお届け！

JALCARD Mail News

JALカード会員限定のキャンペーンやイベント情
報、
マイルが当たるクイズなどのお楽しみコンテ
ンツを毎月お届けしています。宿泊券やJALオリ
ジナルグッズなどのプレゼントにもご応募いた
だけますのでぜひご登録ください！
8月号のご案内

JALCARD Mail News限定
JAL旅行券3万円分が当たる夏休みプレゼント！

J A Lグ ル ープ 航 空 会 社 の 航 空 券やツアー 、J A L
DUTYFREE免税品などのご購入にご利用いただけ
るJAL旅行券3万円分を10名様にプレゼント！
ぜひ8月16日配信予定の８月号にてご応募ください。
詳細・配信登録はこちら

※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)および
生年月日が必要となります。

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

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。

詳しくはこちら

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

JALカード会員限定のおトクなサービス
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。

詳しくはこちら

www.jal.co.jp/jalcard/function/insurance.html
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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

あなたのお得意様番号でマイルが当たる！

JALカード特約店 マイルくじキャンペーン
期間中、JALカード特約店で合計5,000円(税込)以上JALカードを利用
された方のなかから、お得意様番号の下5桁の数字が当社にて抽選する
当選番号と一致した方に、もれなく5,000マイルをプレゼント。また、下
3桁が一致した方にもれなく1,000マイルをプレゼント。さらに、一致し
なかった方にも抽選でマイルが当たります。
自動音声登録コード
利用期間 2019年8月1日
（木）
～31日
（土）
：3927501
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
対象特約店 日本国内のJALカード特約店
（約54,000店舗）

100 マイル

MyJALCARDにログイン後、
メール・LINEからのご紹介で、
ご入会者1名様につき

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。

賞

CAMPAIGN

旅先でも特約店！
JALカード特約店 夏のドライブキャンペーン

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

0120-747-025

海外からは03-5460-5474
（有料）

www.jal.co.jp/jalcard/information/tokuyakulottery1908/

※2019年7月29日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

※MyJALCARDのリンクは、
上記Webサイト内にあります。

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。

品 〈下5桁が一致した方〉
・
・
・
・
・
・
・もれなく5,000マイル
〈下3桁が一致した方〉
・
・
・
・
・
・
・もれなく1,000マイル
〈一致しなかった方〉
・
・
・抽選で900名様に50マイル

詳しくはこちら

JALカード Webサイトから

JALカード ご入会専用ダイヤルから

※JALグループ航空券
（国際線・国内線）
、
機内販売
（国際線・国内線）
、
JALPAKハワイ
アロハステーション、JALPAKハワイ Webショップ、IKINARI！STEAK(NEW
YORK)、
88Teesは特約店ですが、
本キャンペーンの対象となりません。
※特約店参加企業でも、
一部特約店の対象とならない店舗がございます。

※ 当選番号は、2019年11月末（予定）に以下Webサイトで発表いたします。当選者には、
MyJALCARDにて当選の旨をお知らせいたします。

ご紹介方法についてはこちらから

メール・LINEからのご紹介は
「Web紹介ボーナス」
の対象です！

参加登録必要

期間中、対象特約店で合計10,000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8月1日
（木）
～9月30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

：3927601 参加登録必要

空でも陸でもマイルをためたい方におすすめのカードはこちら

PICK
UP! JALカードに、Suica機能が付いた
「JALカードSuica」
・ためたマイルで飛行機に乗れる！チャージして電車にも
バスにもつかえる！
・Suica／PASMOエリア内の自動改札機でオートチャージ可能
・駅ナカ街ナカでSuicaでスムーズにお買い物ができる

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）
。

※ENEOSは、
ENEOSサービスステーションのうち、
JALカード特約店対象の店舗です。

賞

品 10,000マイル・
・
・
・
・
・5名様
6,000マイル・
・
・
・
・10名様
3,000マイル・
・
・
・50名様
100マイル・
・
・900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/drive1908/

※2019年7月29日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

7
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※掲載内容は、2019 年 6 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

ガソリンスタンド／全国

JALカード特約店「ノジマ」
マイルプレゼントキャンペーン

ENEOS

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。
2019年8月1日
（木）
～9月30日
（月）
JALカード個人本会員／家族会員
全国のノジマ店舗
6,000マイル・
・
・
・
・
・6名様
600マイル・
・
・
・
・60名様
60マイル・
・
・600名様

自動音声登録コード

：3928101 参加登録必要

PICK UP

www.jal.co.jp/jalcard/information/nojima1908/

※2019年7月29日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

CAMPAIGN

健診に行こう！ボーナスマイル
プレゼントキャンペーン
期間中、対象施設で合計10,000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
対象施設
賞
品

「ＥｎｅＫｅｙ」
は、
セルフサービスステーションでの給
油が、簡単・スピーディーにお支払いできる新しい
決済サービスです。端末にタッチするだけであっと
いう間に精算が完了。お支払いは登録したクレジッ
トカードにご請求となり、JALカードと紐づけていただければ、マイル
も2倍たまります。クルマや家の鍵と一緒に付けられるため、持ち運び
にも便利な非接触決済ツールです。

https://eneos-enekey.com/

キャンペーン 2019年7月1日
（月）
～8月31日
（土）
▲ 所沢PET画像診断クリニック
（埼玉県所沢市）
自動音声登録コード

参加登録必要

※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があります。
※対象施設など詳細は以下Webサイトをご覧ください。
※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）
。

www.jal.co.jp/jalcard/information/dock1907/

INFORMATION

JALカード特約店「ファミリーマート」
QUICPay／Apple Payご利用に関するお知らせ

「ファミリーマート」
におけるQUICPay/Apple Payでのご利用は、
2019年
8月31日(土)をもって、
「JALカード特約店」
の対象外となります。
なお、
引き
続きJALカード決済
（プラスチックカード）
でのご利用は、
マイルが2倍たま
る
「JALカード特約店」
の対象となりますので、
ぜひご利用ください。
詳しくはこちら

～ENEOSセルフの新スピード決済ツールEneKey～

詳しくはこちら

2019年7月16日
（火）
～9月30日
（月） ：3928201
JALカード個人本会員／家族会員
全国のJALカード特約店検診施設
（約70施設）
1,0００マイル・
・
・5名につき1名様にプレゼント

詳しくはこちら

ENEOSでは、
「お客さまのカーライフをトー
タルにサポートできる」
サービスステーション
を目指しています。ガソリン・軽油の給油はも
ちろん、エンジンオイルの交換や洗車など身
近なものから車検の取り扱いまで、あなたの
快適なドライブをお約束いたします。
※給油のご利用分が特約店対象となります。

※一部店舗、
ノジマオンラインはキャンペーンおよび特約店
の対象となりません。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

マイルが2倍たまる
おトクな

CLOSE UP

CAMPAIGN

利用期間
対象の方
対象店舗
賞
品

NO.324

JALカード特約店「ENEOSサービスステーション」
マイル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

：3920102

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。
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
対象店舗 JALカード特約店対象のENEOSのサービスステーション
・
・
・
・
・
・30名様
賞
品 10,000マイル・
3,000マイル・
・
・
・
・
・
・50名様
1,000マイル・
・
・
・
・150名様
200マイル・
・
・1,000名様

※JXTGエネルギー公式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
れる店舗が特約店です。
※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）
。

ENEOS

www.jal.co.jp/jalcard/information/eneos1907/

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

特約店契約終了のお知らせ ●2019年8月31日ご利用分まで「かに楽座 甲羅戯」
「かわ
さき」
「Osteria del Ciao.」
「旬彩和食 口福」
※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
10

※掲載内容は、2019 年 6 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.324

SHOPPING

マイルが2倍たまる
おトクな

確かな技術と幅広い
知識を持つ経験豊か
なスタッフが、
お客さ
ま一人一人の用途に
合わせた最適なメガ
ネを提供。
調整や修理
など幅広く対応。

菓子／東京・京都
インターネットショッピング／全国

リンツ ショコラ カフェ

www.jal.co.jp/jalcard/
information/lindt1907/

世界で愛されるスイスのチョコレートブランド。ショコラティエが腕を振るったスイーツを。
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

A賞：392611 B賞：392612

参加登録必要

期間中、対象店舗で合計2,500円以上JAL
カードを利用された方のなかから、抽選で
〈A賞〉チョコレートセミナーへのご招待券
または〈B賞〉マイルをプレゼント
※対象店舗などの詳細は上記Webサイトをご覧ください。
※キャンペーン参加登録時にご希望の賞品をお選びください。

エステ／全国

エステティック
ミス・パリ

メガネ・コンタクト・補聴器／全国

メガネストアー

www.jal.co.jp/jalcard/information/meganestore1908/

※2019年7月29日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

キャンペーン 2019年8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

：3928001

参加登録必要

www.jal.co.jp/jalcard/information/missparis1908/

※2019年7月29日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

洗練された技術と理論で美を追求する5つ星サロン。ラグジュアリーな店内で至福の時間を。

0120-417-644

キャンペーン 2019年8月1日～9月30日
自動音声登録コード

：3927801

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
でマイルをプレゼント

※対象店舗などの詳細は上記Webサイトをご覧ください。

※対象店舗などの詳細は上記Webサイトをご覧ください。
東京都千代田区丸の内2-1-1

ファッション／東京

キャロウェイアパレル

www.jal.co.jp/jalcard/
information/callawayap1906/

丸の内路面店

国内最大級の旗艦店。ゴルフウエア、シューズをはじめ、ギアに至るまで全ラインナップを取り揃える。

03-6206-3400

急な車のトラブルやさ
まざまな状況に24時
間年中無休、
電話１本
で駆けつける安心の
ロードサービス。
毎日
つかえる優待サービ
スなども充実。

キャンペーン 2019年6月1日～8月31日
自動音声登録コード

：3924301

参加登録必要

期間中、対象店舗で合計20,000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JALカードロゴ入り
カートバッグをプレゼント

カーライフ／全国

JAF

www.jal.co.jp/jalcard/information/jaf1908/

(一般社団法人 日本自動車連盟)

キャンペーン 2019年8月1日～9月30日

※2019年8月1日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

※詳しくは上記Webサイトをご覧ください。

ファッション／東京 NEW 6月～

東京都渋谷区猿楽町18-12 ヒルサイドテラスG棟2F

フルッティ ディ ボスコ

キャンペーンID：T19H7201

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・年会費をお支払いされた方のなかから、抽選でマイルをプレゼント
にご登録いただくと当選確率が2倍になります
「JAFデジタル会員証＊」

＊JAFマイページへの会員登録と公式アプリのご利用が必要となります。
※入会金・年会費のお支払い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。
詳しくは上記Webサイトをご覧ください。

FRUTTI DI BOSCO

www.frutti.co.jp

レザーをキャンバスに描いた「アートレザー」を使用。バッグやお財布・小物など贈り物にも。

03-5728-3158

11：00～19：00 (土・日・祝日は11：00～18：00)
火は休み
※オンラインショップは特約店の対象となりませ
ん。

●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 6 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

岩手／宮古

岩手県宮古市日立浜町32-4

浄土ヶ浜パークホテル

www.jodo-ph.jp

名勝「浄土ヶ浜」の高台に建ち四季を楽しめるホテル。三陸の豊富な海の幸と国立公園の景観が魅力。

0193-62-2321

香川／こんぴら温泉

湯元こんぴら温泉華の湯

紅梅亭

香川県仲多度郡琴平町556-1

www.koubaitei.jp

２種類の源泉と2ヵ所の大浴場があり「華風呂」など多彩なお風呂が魅力。朝食バイキングも好評。

0877-75-1111

会 員 特 典 2019年8月1日～10月30日
※8/10～15を除く
（人数分／夕食時）
ドリンク1杯をサービス

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 23,760円～
休前日 29,160円～

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 18,144円～
休前日 21,384円～

長野／上林温泉

上林ホテル

仙壽閣

長野県下高井郡山ノ内町上林温泉

www.senjukaku.com

志賀高原の麓に位置する温泉リゾート。掛け流し温泉と月替わりの「旬香彩懐石」が堪能できる。

0269-33-3551

休前日

088-822-4491

平日・休日

32,000円～（通常：34,100円～）

まつさき

「旅館100選料理部門」に連続入賞。郷土色豊かな土佐料理と、真心込めたおもてなしが自慢。

室または洋室または和モダンタイプからおま
かせ）
休前日

①季節のお菓子とウェルカムドリンク
をご用意(人数分／15:00～18:00)
（人数分／夕食時）
②ドリンク1杯をサービス

やさしさの宿

www.tosagyoen.co.jp

土佐料理満喫プラン
1泊2食付き1名様料金（1室2名様／和

27,000円～（通常：30,800円～）

石川／能美

高知県高知市大川筋1-4-8

土佐御苑

会 員 特 典 2019年8月1日～9月30日
※8/9～15を除く

会 員 特 典 2019年8月1日～11月30日
※8/10～17を除く
1泊2食付き1名様料金（1室2名様／
ベット付きモダン和室）
平日・休日

高知／高知

14,040円～（通常：15,120円～）
18,360円～（通常：19,440円～）

①レイトチェックアウト（11：00）
②オリジナルリープルソフトクリーム
をサービス（人数分／大人のみ）

石川県能美市辰口町3-1

www.matsusaki.jp

金沢近郊の庭園風情に包まれた料亭旅館。地元食材が中心の旬の味覚をつかった金沢懐石料理が自慢。

0761-51-3111

●1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日 24,840円～
休前日 30,240円～

沖縄／北谷

ベッセルホテル
カンパーナ沖縄

沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-22

www.jal.co.jp/jalcard/information/campanao1908/

※2019年7月29日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

屋上に展望浴場・プールを完備。
目の前に広がる沖縄の海と空をゆったりと楽しめる。

098-926-1188

キャンペーン 2019年8月1日～9月30日
自動音声登録コード

：3928301

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
※詳しくは上記Webサイトをご覧ください。

●1泊朝食付き1名様料金（1室2名様）
全日 5,675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。

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 6 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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RESTAURANT

マイルが2倍たまる
おトクな

全国の
「 選りすぐり」
食 材を集めたお取り
寄せサイトを運営する
47CLUBがプロデュー
ス。
安らぎと温もりに包
まれた空間で、
心尽く
しのおもてなしが魅力。

北海道札幌市中央区北１条西３-３-２５ 荒巻時計台前ビルＢ１

イタリア料理／北海道

イタリア料理

イルピーノ

www.ilpino-il.com

札幌・時計台の近くに位置し、北海道の旬の食材を堪能できるイタリアン。ここでしか味わえない一品を。

011-280-7557

日は休み
●予算：夜3,500円～

会 員 特 典 2019年8月1日～31日

ワイン、
ビール、
ソフトドリンクのいずれか
1杯をサービス（人数分／夜のみ17：00～）
※料理をご注文の方のみ特典の対象です。

東京都港区六本木６-１-１２２１六本木ビル２Ｆ

フランス料理／東京

和食／東京

東京都中央区銀座5-11-13 幸田ビル2F

NEW 6月～

地方の肴とおもてなし 庵

www.iori47.com

ワイン食堂

ル・プティ・マルシェ

http://le-petit-marche.net/

熟成肉とジビエ、ワインをカジュアルに楽しめるフレンチ。ランチは焼きたてパンが食べ放題。

03-3401-2929

年中無休
●予算：昼1,000円～／夜4,000円～

03-6264-3447

土・日・祝日は休み ●予算：夜10,000円～

会 員 特 典 2019年8月1日～31日

会 員 特 典 2019年8月1日～9月30日

スパークリングワインまたはソフトドリンク
（人数分）
1杯をサービス

飲食代を５%割引

京都府京都市中京区錦小路烏丸西入占出山町317

和食／京都

ＳＨＩＫＩ
まんざら亭 ＮＩ

www.manzara.co.jp

祗園の町屋を改装した店内。夏限定テラス席や旬の食材、京野菜のおばんざいがおすすめ。

075-257-5748

広々としたオープンテ
ラスで、
季節ごとに変
わる心地よい風を肌
で感じることのできる
トラットリア。
旬で彩っ
た南イタリア料理を楽
しめる。
イタリア料理／東京

年中無休
●予算：夜4,500円～

会 員 特 典 2019年8月1日～31日

グランドメニューからお好きなドリンク1杯
をサービス（人数分）

東京都渋谷区恵比寿4-20-2 恵比寿ガーデンテラス弐番館1F

バーチョ・ディ・ジュリエッタ

ａ恵比寿店
ｔ
ｔ
ｅ
ｉ
ｌ
ｕ
ｉＧｉ
ｏｄ
ｉ
Ｂａｃ

www.kabenoana.co.jp/bdg/

03-3473-9187

年中無休 ●予算：昼1,500円～／夜3,800円～

肉バル／福岡

福岡県福岡市中央区今泉１-１７-２２ i.CUBE １Ｆ
ニクテリアバルミチ

29TERIA BARUMICHI

www.dr-t.co.jp/barumichi/

会 員 特 典 2019年8月1日～31日

九州産A5ランク黒毛和牛の炭火焼グリルが看板メニュー。50種類以上のワインも楽しめる。

※料理をご注文の方のみ特典の対象です。

年中無休
●予算：夜4,000円～

スプマンテ1杯をサービス（グループにつき4名様まで）

●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/

092-731-0229

会 員 特 典 2019年8月1日～31日

九州産A5黒毛和牛の炭火焼グリルが全品
30％割引
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※掲載内容は、2019 年 6 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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世界各国のホテル・レンタカー・商品に、マイルがたまる・つかえる！

JAL Mileage Bank World Marketplace
がオープン！

JMB提携ホテルキャンペーン

Marriott Bonvoy

旅好きのあなたにも、
お買い物が好きなあなたにもおすすめ！
“マイルが
たまる・つかえる”
新しいWebサイトがオープンしました。
「JMB World Marketplace」
では、世界各国のホテル・レンタカーの予
約やネットショッピングのご利用で、JALマイレージバンクのサービスをお
楽しみいただけます。

ホテル／レンタカー予約
550,000軒以上のホテル、30,000ロケーション以上のレンタカー
にマイルで予約、
カード決済でマイルをためることができます。

キャンペーン期間中、Marriott.co.jpから専用
プロモーションコード
「JY6」
を入力のうえご予
約いただき、キャンペーン対象ホテルにご滞在
されると、1滞在ごとにMarriott Bonvoyのポ
イント、2,000ポイントをプレゼントいたします。
ポイントからマイルには、3ポイントにつき1マイ
ルの換算率で交換ができます。ご旅行を楽しみ
ながらマイルがたまるチャンス！ぜひ大切な人
と素敵な思い出づくりを。
滞在期間

ホテル予約 100円＝1～3マイル
たまる
レンタカー予約 100円＝3マイル

対象ホテル
ご予約・お問い合わせ

※マイルをつかって、
ホテルやレンタカーを予約することも可能！

つかう ホテル・レンタカー予約

※必要マイル数はWebサイトでご確認ください。

▲ モアナサーフライダー ウェスティンリゾート＆スパ

2019年6月10日
（月）
～12月31日
（火）

※2019年8月31日
（土）
までにご予約いただいた場合が対象になります。

日本、
ハワイ、
グアム、韓国にあるキャンペーン参加ホテル
Marriott Bonvoyデスク
フリーコール:0120-925-659 電話:03-5423-6062
9：00～18：00
土・日・祝日は休み
https://www.jal.co.jp/jmb/earn/travel/
hotel/information/marriott-bonvoy.html

※上記Webサイトを経由して、
Marriott Bonvoyのキャンペーン専用予約ページへ
お進みください。

JAL CARD INFORMATION

海外旅行保険 夏のボーナスポイントキャンペーン！

おすすめの商品に交換

※旅行開始日
■期間：2019年7月1日
（月）
～ 9月30日
（月）

マイルをさまざまな商品に交換でき、
世界各国のご自宅ご住所に配送でき
ます！電子機器やアクセサリー、カバ
ンやおもちゃなど幅広い商品をご用意
しています。

キャンペーン期間中にご出発の海外旅行で、AIG損保と東京海上日動火
災保険の海外旅行保険をお申し込みの方に、
ショッピングマイルとe JAL
ポイント
（保険料100円＝1ポイント）
に加え、
さらにボーナス“200ｅ JAL
ポイント”
をプレゼント！

つかう 4,000マイル～

※AIG損保のボーナスポイントは、
保険料が1,100円以上、
取扱代理店
が
（株）
JALUX保険サービスの契約のみ対象です。
※e JALポイントは、
JAL Webサイトの航空券・ツアー購入代金のお支
払いにご利用いただるポイントです。

ネットショッピング
JMB World Marketplaceサイトを
経由すると、約100以上の世界各国の
ネットショッピングサイトでのお買い物
でマイルがたまります。

お申し込み・
ｅＪＡＬポイント積算等の詳細はこちら

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

たまる （例）1USD＝1マイル

24時間いつでもお申し込みいただけます。出発日直前または当日でも
OK。出発間際のお申し込みでもハンドブック
（保険約款）
を出発空港で受
け取れるので安心です。

ご旅行、
ご出張、
ご自身やご家族へのプレゼントに、
ぜひご利用ください。
詳しくはこちら

〈引受保険会社〉
AIG損害保険株式会社
〈引受保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社

www.jal.co.jp/jmb/worldmarketplace/

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
（

）

AIG損保

東京海上日動
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※掲載内容は、2019 年 6 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

51501
51502
51503
51513
51514

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

51023
51017

JAL CARD
NEWS 8
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．
「家族会員カード」
と
「JALカード家族プログラム」
の違いは？

A．
▶家族会員カード
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
さまがお申し込みいただける、
本会員に付随したクレジットカードです。
▶JALカード家族プログラム
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。
詳しくはこちら https://jalcard.jal.co.jp/rd/faq198/
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6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カード航空教室 航空機撮影会in成田」を日帰りで開催！
〈

かねひで喜瀬カントリークラブで「JALカードカップ」ゴルフ大会を開催

あなたのお得意様番号でマイルが当たる！JALカード特約店マイルく

※掲載内容は、2019 年 6 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。

