JA L C A R D N EW S
2019 年 9 月号

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／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）

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

カードを別の提携ブランドに変更したい。
どのような手続きが必要ですか？

「
、ご希望のブランドのJALカード」
への入会と、
「現在お持ちのJALカード」
の退会の

//jalcard.jal.co.jp/rd/faq90/

更するにはどうしたらいいですか？

eb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

伴う場合は、
「諸変更届」
のご提出が必要となります。
「MyJALCARD」
へログインのうえ、
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／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in伊丹空港」開催のお知らせ〈P.3-4〉
締切間近！第6回 JALカードと行った思い出の旅コンテスト
〈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.5〉

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 7 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

呼子〈佐賀〉

渡辺 裕希子=文

イカの活き造りを食す
佐賀県の東松浦半島の突端にあり、荒々しい玄界灘に面した唐津市
呼子町。人口3,000人にも満たない小さな町だが、休日ともなれば国内
外からの観光客でにぎわい、海鮮料理店の前には長い行列ができる。
彼らの目的は、
「イカの活き造り」
。人気が高いケンサキイカは3月下旬か
ら12月に、厚みがあるアオリイカは11月下旬から4月に旬を迎え、
1年中
楽しめる。
漁師は1匹ずつ丁寧に釣り上げたイカを直接店まで持ち込み、呼子湾

写真提供：佐賀県観光連盟

〔イカの活き造り〕

皿が見えるほど透き通った活き造り。足や耳を天ぷらや塩焼きで楽しむこともでき、
こちらも活き
造りに負けない美味しさ。

〔呼子朝市〕

いけす

から汲み上げた海水を循環させた生簀で、鮮度を保つ。温度変化に弱く、

元旦以外、年間364日開催される
「呼子朝市」
。名物の
イカの一夜干しやみりん干しはお土産におすすめ。

触れただけでも人間の体温のせいで死んでしまうと言われるイカを、活
き造りで提供できるのは呼子町民の情熱と努力の賜物だ。注文を受けて
から、熟練の職人が慎重かつ素早く包丁を入れ、さばく時間はわずか数
十秒。皿の上でウネウネと踊る透き通ったイカは、
コリコリとした歯ごた
えで、噛むほどに濃厚な甘みが広がる。
呼子の魅力は、イカだけにあらず。荒波がつくりだした、神秘的な7つ
の洞窟が並ぶ
「七ツ釜」
は、国の天然記念物。遊覧船に乗って洞窟のなか
に入り、手を伸ばせば岩壁に触れられそうな距離まで近づくクルージン
グも人気だ。また、1泊して、
日本三大朝市のひとつに数えられる
「呼子朝

写真提供：佐賀県観光連盟

〔七ツ釜〕

市」
を楽しむのもいい。約200メートルの通りには20～50軒の露店が並

写真提供：佐賀県観光連盟

「七ツ釜」
を間近に眺める遊覧船はスリル満点。
波が高い時間帯は、洞窟のなかに入れないの
で注意。

び、佐賀弁のかけ声が飛び交う。5月から9月には殻付きのウニをその場
で開いて食べることもでき、散策の足取りが軽くなる。
呼子町へは、福岡市内から車で１時間強と、
ドライブにちょうどいい距
離だ。美味しい海の幸が食べたくなったら、ぜひ足を運んでみて欲しい。

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
朝、伏見稲荷大社にて
投稿者：MK さん 撮影場所：伏見稲荷大社
（京都）
エピソード

伏見稲荷大社は朝がオススメとのことで、5時起きで行ってきまし
た。少し冷んやりした空気、静かな千本鳥居、風の音、歩いてるだ
けで癒やされました。
2
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※掲載内容は、2019 年 7 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
「お子さまと楽しめる航空教室」
または「大人のための航空教室」
よりお

選びいただけます

毎回ご好評いただいている航空教室を伊丹空港で開催！パイロット、客室
の実際の訓練施設へご案内いたします。午前の部はお子さまとご一緒に、
ご応募をお待ちしております。

乗務員の講話をはじめ、間近で飛行機を見学できる格納庫や客室乗務員
午後の部は大人だけの教室と、
楽しみ方にあわせてお選びください。

JALカード航空教室in伊丹空港

日
会
内

程 2019年12月1日
（日）
場 大阪国際空港（伊丹空港）周辺のJ-AIR関連施設
容 パイロット、客室乗務員の講話
客室訓練施設でのサービス体験、格納庫見学 など
※内容は一部変更となる場合があります。

参 加 費 無料

※会場
（大阪国際空港）
までの交通費、
前後泊の宿泊費は自己負担となります。

応募期間 2019年9月12日
（木）
～26日
（木）

※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。
※抽選結果を2019年10月3日より順次、MyJALCARDメッセージボックスに表示
いたします。また、当選者には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。当選されなかった方へのメールでの通知はいたしませ
んので、
ご了承ください。
※ドメイン指定を行っている場合は
「＠jalcard.co.jp」
からのメールが受信できる
よう設定をお願いいたします。

キャンペーンID：B19N08

以下のどちらかをご選択のうえご応募ください

時間は一部変更となる場合があります。

午前の部 お子さまと楽しめる航空教室

時
間 9：30～12：30
人
数 40名様
参加資格 JALカード会員1名様と、小学生以上18歳未満のお子さま1名
様の2名様1組
※JALカード会員1名様でご参加の場合は、午後の部でお申し込みください。
※小学生以上18歳未満のお子さまは、JMB会員であることが条件です。
※18歳の高校生はご応募いただけます。

午後の部 大人のための航空教室

時
間 13：30～16：30
人
数 40名様
参加資格 18歳以上
（高校生を除く）
のJALカード会員1名様または2名
様1組
※参加者全員がJALカード会員であることが条件です。同伴者がJALカード会員で
はない場合は、応募期間中にJALカードへの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。

詳細・ご応募はこちら

www.jal.co.jp/jalcard/event/itm1912/

※2019年9月12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。

締 切 間 近！

第6回 JALカードと行った思

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
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
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
券など素敵な賞品をご用意いたします。グランプリ作品などは、JALグ
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）
選定基準 エピソードと写真を通じて、旅の良さが感じられる作品を選定
いたします
（火）
（予定）
受賞作品発表 2019年12月10日
詳細・ご応募はこちら

い出の旅コンテスト

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
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
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
ループ機内誌
「SKYWARD」
やJALカード Webサイトで発表予定です。
賞品の一例

グランプリ作品

JAL旅行券10万円分

準グランプリ作品

「リーガロイヤルホテル京都」
ペア宿泊券

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

入賞作品
1,000マイル

MILE
など

3
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※掲載内容は、2019 年 7 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

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、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)

SERVICE
JALカード会員限定のおトクなサービス

マイルで年会費

マイルが年会費のお支払いにもつかえるJALカード
だけのサービスです。
■対象のカード種別
CLUB-Aカード／CLUB-Aゴールドカード／プラチナ
※法人カードなど一部お申し込みいただけないカードがあります。

■対象となる年会費
JALカード年会費
（本会員・家族会員）
JALカードショッピングマイル・プレミアム年会費
※特典交換したマイルは
「JALカードポイント」
への交換となり、年会費のお支払いへ自動的に充
当されます。
※本会員のカード年会費のお申し込みは必須となります。家族会員のカード年会費のみ、および
ショッピング・マイルプレミアム年会費のみのお申し込みはいただけません。
※お持ちのカードの種類により、必要マイル数が異なります。

※乗用カート付きのプレーとなります。

申込方法 以下ゴルフ大会事務局にてお電話で承ります(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)

※お申し込み人数が定員に達した場合は、
キャンセル待ちでの受け付けとなります。
※(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。
※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。
＊
オプショナルプレーをご用意しました
（先着順・要予約）
＊ご希望の方は上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)
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）
の追加料金が必要です。
※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/

マイルで年会費は、
こんな方にオススメ！
ショッピング利用や
ビジネスでの搭乗などで、
マイルを多くためている方
詳しくはこちら

JALカードの
アップグレードを
考えている方

特典航空券以外に
交換を考えている方

www.jal.co.jp/jalcard/function/annualfee/

INFORMATION

Eメールアドレスをご登録ください
Eメールアドレスをご登録いただくと、JALカード会員限定のおトクなキャ
ンペーン情報やプレゼントなどが盛りだくさんのJALCARD Mail News
を毎月お届けします。また、マイル実績照会などの際に必要なJMBパス
ワードの確認・変更が手軽に行えるなど、ほかにもメリットがたくさん！ご
登録がまだの方はぜひこの機会にEメールアドレスをご登録ください。
Eメールアドレスの登録・変更
JALマイレージバンク
会員ログイン
登録・変更はこちら

会員専用メニュー

会員情報
（登録内容）
の
参照・変更

www.jal.co.jp/jmb/

INFORMATION

消費税率の変更に伴う各種年会費などの
ご請求金額について

2019年10月1日から予定されている消費税率変更
（8％から10％）
に伴
い、JALカードの各種年会費などのご請求金額および、
「マイルで年会費」
特典のお申し込みに必要なマイル数が変更となります。
詳しくはこちら

www.jal.co.jp/jalcard/announce/tax/
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※掲載内容は、2019 年 7 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

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。

CAMPAIGN

JALカード特約店「ロイヤルホスト」
プレゼントキャンペーン

期間中、対象店舗で合計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
JAL旅行券、商品券、マイルのいずれかをプレ
自動音声登録コード
ゼント。
：3929601 参加登録必要
（日）
～10月31日
（木）
利用期間 2019年9月1日
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
対象店舗 全国のロイヤルホスト
JAL旅行券（20,000円分）
・
・
・
・
・
・5名様
賞
品
ロイヤル商品券（2,000円分）
・
・
・
・50名様
500マイル・
・
・100名様

※長崎駅ビル店、CELEO八王子店、大宮ステラタウン店、沖縄ライカム店、新横浜駅ビル店はキャ
ンペーンおよび特約店の対象となりません。
※当選の発表は、2020年1月末(予定)にマイルはMyJALCARDにてお知らせ(当選者のみ)、旅行
券と商品券は発送をもってかえさせていただきます。

詳しくはこちら

www.jal.co.jp/jalcard/information/rh1909/

※2019年8月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

CAMPAIGN

総額50万マイルプレゼント！
JALカード特約店ご利用キャンペーン～2019夏～
締切間近！9月30日まで

ご紹介方法
JALカード Webサイトから

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

※MyJALCARDのリンクは、
上記Webサイト内にあります。

メール・LINEからのご紹介は
「Web紹介ボーナス」
の対象です！

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。

大学生や専門学校生の方におすすめのカード

PICK
UP! 学生ならではの特典が充実！
「JALカード navi
（学生専用）
」
・在学期間中は年会費無料！マイルの有効期限も無期限！
・3,000マイル
（片道／普通席）
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！

期間中、対象特約店で合計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
対象特約店
賞
品

自動音声登録コード
2019年7月1日
（月）
～9月30日
（月）
：3925701 参加登録必要
ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
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

※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/

〈特約店の一例〉

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

▲ イオン

▲ ファミリーマート

◀JALカード特約店は、このマークが目印です！
ぜひWebサイトをチェックしてください。

詳しくはこちら

http://partner.jal.co.jp/site/tokuyakuten/
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※掲載内容は、2019 年 7 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

ホテル／東京・神奈川

JALカード特約店 ゴルフ場キャンペーン

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
賞品またはマイルをプレゼント。
自動音声登録コード

：3929701 参加登録必要

2019年9月1日
（日）
～10月31日
（木）
JALカード個人本会員／家族会員
JALカード特約店のゴルフ場
ボストンバッグ・
・
・10名様
5,000マイル・
・
・20名様
▲ フェニックスカントリークラブ

※対象施設などの詳細は、以下Webサイトをご覧ください。
※当選の発表は、2020年1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。

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
対象施設
賞
品

NO.325

www.jal.co.jp/jalcard/information/golf1909/

※2019年8月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

CAMPAIGN

対象店舗限定
JALカード特約店 羽田空港キャンペーン

京急イーエックスインホテルグループ
全館最寄駅から徒歩5分以内の駅近で、忙し
いビジネスパーソンや初めて訪れる旅行者の
方にも、
アクセスしやすいホテル。疲れた出張
や歩き続けたご旅行にも、
一晩眠れば翌日に
はすっきり目覚められるよう、
こだわりのシモ
ンズ社製ベッドをご用意。
ウェルカムコーヒー
や選べるアメニティバイキングなど、
サービス
も豊富。出張、
旅先でありながら
“第2の自宅”
として寛げるような空間をご提供しています。
PICK UP

▲ 京急 EXイン 羽田

～京急 EXイン 浜松町・大門駅前～

今年3月にオープン。東京の空の玄関でもある羽田空港からのアクセ
スも抜群。人気の観光スポットである銀座やお台場、東京タワーへも
30分以内で行くことができます。朝食は、
ビストロのシェフによるバリ
エーション豊かな和洋ビュッフェをご用意。また、
シモンズ社と共同開
発したマットレスを全室に備えており、旅の疲れも癒やせます。

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。
利用期間 2019年9月1日
（日）
～10月31日
（木） 自動音声登録コード
：3929501 参加登録必要
対象の方 JALカード個人本会員／家族会員
対象店舗 ISETAN HANEDA STORE ターミナル１
（メンズ・レディス）
、
サマンサタバサ スイーツ＆トラベル 羽田空港第1ターミナル店、
エアポートバーバー
賞
品 10,000マイル・
・
・
・
・1名様
5,000マイル・
・
・10名様
1,000マイル・
・
・30名様

※第2ターミナル内の店舗は、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、
2020年1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/hnd1909/

※2019年8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8月1日
（木）
～9月30日
（月）

JALカード特約店「京急イーエックスインホテルグループ」
自動音声登録コード
参加登録必要
マイルプレゼントキャンペーン
：3929401

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。
対象の方 ＪＡＬカード個人本会員／家族会員
（品川・高輪）
対象施設 京急 イーエックスホテル
京急 EXイン
（品川・高輪以外の13施設）
賞
品 3,000マイル・
・
・10名様
2,000マイル・
・
・20名様
1,000マイル・
・
・30名様

※京急イーエックスインホテルグループ全15施設がキャンペーンおよび特約店の対象です。
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12月末(予定)にMyJALCARDにてお知らせいたします
（当選者のみ）
。

▲ ISETAN HANEDA STORE ▲ ISETAN HANEDA STORE
ターミナル1
（メンズ）
ターミナル1
（レディス）

▲ エアポートバーバー

京急イーエックスイン
ホテルグループ

www.jal.co.jp/jalcard/information/kkinn1908/

マークの見方
（P10～P18）

特約店契約終了のお知らせ ●2019年9月30日ご利用分まで「東京無線協同組合」
「京
都祗園ボロニヤ」
「はせがわ銀座ギャラリー」
「くら吉」
「百万石」
「博多水炊き 濵田屋 本店」
※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/

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 7 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.325

SHOPPING

マイルが2倍たまる
おトクな

「美味しいものは、
いつ
も空港から。
」
がコンセ
プト。
人気の
「空弁」
や
「空パン」
をはじめ、
航
空グッズ やトラベル
グッズなどの雑貨も取
り揃える。

インターネットショッピング・通信販売／全国

日比谷花壇

www.hibiyakadan.com

フラワーギフト専門店ならではの豊富な品揃え。大切な記念日や季節の贈り物などに。

0120-39-8781

9：30～19：00
年中無休

東京都港区北青山3-10-18 北青山本田ビル1F

インテリア／東京

Sghr スガハラショップ 青山

www.sugahara.com

グラスウェアメーカーの直営店。大切な人をもてなす際に最適なハンドメイド商品が並ぶ。

土産／全国

BLUE SKY

www.jal.co.jp/jalcard/information/bs1909/

※2019年8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9月1日～10月31日

自動音声登録コード

期間中、対象店舗で合計2,000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

：3929301

参加登録必要

03-5468-8131

11：00～20：00
不定休

※Sghr スガハラショップ 仙台・淀屋橋、
Sghr スガハラ
ファクトリーショップも特約店の対象です。

※中部国際空港、関西国際空港内の店舗はキャンペーンおよび特約店の対象となりません。
詳しくは上記Webサイトをご覧ください。

ショッピングストリート／神奈川

www.jal.co.jp/jalcard/milenet/motomachi1909/
横浜元町
※2019年8月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
ショッピングストリート

横浜開港当時から続き、こだわりのお店が軒を連ねる商店街。セールでは人気商品もおトクに。
元町チャーミングセールを開催！
期間：2019年9月21日～29日

快適で豊かなベッドラ
イフを提 供する世 界
有数のベッドメーカー。
世界のエグゼグティブ
ホテルで使用されて
いる寝心地をご家庭
で。

特約店対象店舗：キタムラ
（元町本店・クロコダイ
ルショップ・元町三丁目店・元町メンズショップ）
、
GINZA TANAKA 横浜元町店、金明堂 元町本
店、サマンサタバサ 横浜元町GATES店、シマミ
ネ 元町本店、スタージュエリー 元町本店、ダニエ
ル元町、近沢レース店 元町本店、仏蘭西料亭 霧
笛楼、Cafe Next-door

インテリア／全国

シモンズギャラリー

SIMMONS Gallery

会 員 特 典 2019年9月1日～30日

www.jal.co.jp/jalcard/information/simmons1909/

※2019年8月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。
キャンペーンID：T19I0402

①ショッピングマイルが100円=2マイルのところ100円=4マイル＊
②カタログ掲載商品全品特別割引

＊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4マイル。
※当特典はシモンズ(株)に代わり、丸紅サービス(株)が提供いたします。
※札幌店、東京店、名古屋店、大阪店、京都店、広島店、福岡店が特典および特約店の対象です。
※各店舗の営業時間、特典内容などの詳細は上記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。

ファッション／東京

マンシングウェア クラブハウス ギンザ

MUNSINGWEAR
CLUBHOUSE GINZA

東京都中央区銀座5-5-18

www.munsingwear-jp.
com/ginza.html

「信頼」と「安心」のゴルフウェアブランド。国内初の路面店として、今年4月に1周年を迎え店頭イベントを開催中。

03-6228-5963

11：00～20：00

会 員 特 典 2019年9月4日～17日

1会計21,600円以上お買い上げの
方にオリジナルTAROUTスポーツ
タオルをプレゼント

※数に限りがあるため、無くなり次第終了と
なります。

11

12

※掲載内容は、2019 年 7 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.325

HOTEL

北海道／弟子屈

マイルが2倍たまる
おトクな
北海道川上郡弟子屈町サワンチサップ６-８

ワッカヌプリ

https://wakkanupuri.com/

屈斜路湖畔に佇む一棟貸切の源泉かけ流し温泉宿。完全プライベート空間で寛ぎのひとときを。

015-486-7271

兵庫県姫路市南駅前町100

兵庫／姫路

ホテル日航姫路

www.jal.co.jp/jalcard/information/nikkohmj1909/

※2019年8月27日午後
（予定）
以降ご覧いただけます。

今年3月にリニューアル。
「姫路のランドマークホテル」としてビジネスエグゼクティブ利用に最適。

079-222-2231

会 員 特 典 2019年9月1日～12月20日

キャンペーン 2019年9月1日～11月15日

ＪＡＬカード会員限定特別プラン
夕食アップグレード道東食材厳選囲炉
裏焼きプラン
1泊2食付き1名様料金（1室2名様）
平日・休日
休前日

参加登録必要

●1泊朝食付き1名様料金（1室2名様）

42,800円～（通常：48,800円～）

全日 17,300円～

北海道函館市湯川町1-18-15

湯元 啄木亭

www.takubokutei.com

壮麗な日本庭園が見事な情緒溢れる宿。道南の食をテーマにした創作料理バイキングも好評。

0570-026573

和歌山／白浜

和歌山県西牟婁郡白浜町1821

SHIRAHAMA KEY TERRACE
ホテルシーモア

www.keyterrace.co.jp

横幅30メートルの「インフィニティ足湯」は必見。食事も充実し、和歌山・白浜の旅の拠点として満喫できる。

会 員 特 典 2019年9月1日～2020年3月31日
※12/25～1/3を除く

0739-43-1000

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）
休前日

：3922508

39,600円～（通常：45,600円～）

北海道／函館

平日・休日

自動音声登録コード

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

会 員 特 典 2019年9月1日～10月31日

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）

9,900円～（通常：12,100円～）

12,100円～（通常：14,300円～）

平日・休日
休前日

静岡／浜松

20,900円～（通常：22,000円～）
25,300円～（通常：26,400円～）

静岡県浜松市西区舘山寺町3302

かんざんじ

舘山寺サゴーロイヤルホテル

www.3535.co.jp/royal/

浜名湖を望む温泉旅館。
うなぎの蒲焼きをはじめ約70種のバイキングが楽しめる。

053-487-0711

会 員 特 典 2019年9月1日～12月26日

ビュッフェ＆海鮮グリル宿泊プラン
1泊2食付き1名様料金（1室2名様／

10畳和室）
※海鮮グリルはプレートでの提供となります。
平日・休日
休前日

14,580円～（通常：15,660円～）
18,900円～（通常：19,980円～）

①アーリーチェックイン（14：00）
②レイトチェックアウト（10：30）
③浜名湖遊覧船30分コース乗船引換
（人数分）
券プレゼント＊

沖縄／宮古

NEW 9月～

ホテル シギラミラージュ

沖縄県宮古島市上野新里1405-201

https://shigira-mirage.com/

今年4月にオープン。上質な空間と自然の恵を味わうダイニングで、極上のステイを提供。

098-993-5385

会 員 特 典 2019年9月1日～2020年2月29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／

スーペリアルーム）
平日・休日
休前日

24,840円～（通常：34,560円～）
27,000円～（通常：36,720円～）

＊宿泊日の当日または翌日ご利用いただけ
ます。

●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。

13

14

※掲載内容は、2019 年 7 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

各界の有名人が集い、
70年代に一世を風靡
した六 本 木で 伝 説の
PUB CARDINALを新
しいスタイルで現代に
蘇らせた。
音楽と映像で
大人の社交場を演出。

イタリア料理／北海道

北海道札幌市中央区南２条西２５-１-２ ファクター・ナインビル１Ｆ

http://zebent.jp/

ルッチ

Lucci 札幌円山店

ＰＩＺＺＥＲＩＡｅＴＲＡＴＴＯＲＩＡ

本場のナポリピッツァ職人協会認定シェフによるピッツェリア。
こだわり抜いた料理を提供。

011-621-9222

水・第3火は休み
●予算：昼1,400円～／夜2,000円～
会 員 特 典 2019年9月1日～30日

生ビール、グラスワイン、
ソフトドリンクの
（グループにつき4名
いずれか1杯をサービス

様まで）
※平日限定ランチセットをご注文の方は特典の対
象となりません。

東京都渋谷区渋谷２-１５-１ 渋谷クロスタワー１Ｆ

フランス料理／東京
東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルTOKIA 1F

ダイニングバー／東京

P.C.M. Pub
Cardinal Marunouchi
ピーシーエムパブ
カーディナルマルノウチ

www.cardinal-japan.com/
restaurant/pcm/

050-3134-5644

不定休
（東京ビルＴＯＫ
Ｉ
Ａに準ず） ●予算：昼1,000円～／夜3,000円～
会 員 特 典 2019年9月1日～30日

マイルアップ

イル・ド・レ

http://iledere.jp/

店名は美しい景色と食文化を誇るフランスのリゾート地から。美味しい料理とワインをどうぞ。

03-3400-4755

※夜のみ

土・日は休み
●予算：昼1,000円～／夜5,000円～
会 員 特 典 2019年9月2日～30日

期間限定特別ディナーコースを6,264円で
（グループにつき6名様まで／17：30～）
ご提供

イタリア料理／愛知

愛知県名古屋市東区代官町３９-１８ 日本陶磁器センター１Ｆ・Ｂ１

www.anticaroma.jp

ｎｅＢａｒ
ａ＆Ｗｉ
ｉ
ｚｚｅｒ
ｉ
Ｐ
ｅ，
ｔｏｒａｎｔ
ｓ
Ｒｉ

ＡＮＴＩＣＡ ＲＯＭＡ

アンティカローマ

薪で焼くピッツァ、イタリア直輸入の豊富なワインが自慢。ピアノ、ヴァイオリンの生演奏も楽しめる。

052-930-2770

日は休み
●予算：昼1,500円～／夜3,000円～

店主が選び抜いた約
50種類のワインを料
理に合 わせてセレク
ト。
青森県産の食材を
イタリアンとフレンチ
にアレンジした料理と
ともに至福の時を。

会 員 特 典 2019年9月2日～30日

以下のどちらかをお選びください
①グラスワインまたはソフトドリンク1杯を
サービス（グループにつき20名様まで）
②コース料 理「ローマ」をご 注 文 の 方に
スパークリングワイン1本をプレゼント
（4名様につき1本）

青森県弘前市大字新鍛冶町２３

ワインバー／青森

ポワン ルージュ

www.infoaomori.ne.jp/~prosso/

0172-35-3564

日は休み ●予算：夜5,000円～
会 員 特 典 2019年9月2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（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/

バー／大阪

大阪府大阪市北区曽根崎新地1-10-1 エスパシオンYAMADA 7F

ＢＡＲＬＯＵＮＧＥ１８１８

http://barlounge1818.jp/

ホテルのバーをイメージしたラグジュアリーな店内。
シェフが作る本格的な食事も充実。

06-4795-5518

日・祝日は休み
（団体予約がある場合は営業）
●予算：夜8,000円～
会 員 特 典 2019年9月2日～30日

ジントニック、ハイボール、
ソフトドリンクの
（グループにつき8名
いずれか1杯をサービス
様まで）
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※掲載内容は、2019 年 7 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

スポーツの明日をマイルで応援するプロジェクト

JMB提携ホテルキャンペーン

「JALネクストアスリート・マイル」で応援して
JALオリジナルグッズをもらおう！

ザ・ランガム ホテルズ＆リゾーツ

「JALネクストアスリート・マイル」
では、JALマイレージ
バンク
（JMB）
会員の皆さまよりご協力いただいた1口
2,000マイルに対して、JALからもマイルを上乗せして
各競技団体へ寄付いたします。ご支援いただいたマイ
ルは、用具の購入や遠征費用、大会運営などに活用さ
れます。さらに、個別競技を指定せず、1口2,000マイ
ルで
「全競技」
へ均等に寄付いただくと、もれなくJALオリジナルグッズ
をプレゼントいたします。皆さまのあたたかい応援が、選手たちのチカラ
になります。お申し込みは以下Webサイトより承ります。

「Picnic Staycation」プラン、または
「Pyjama Party」
プランをご予約のう
え、対象ホテルに滞在すると、マイルが
2倍たまります
（最大1,000マイル）
。ぜ
ひこの機会をお見逃しなく！
滞在期間
対象ホテル

■対象の方

※チェックイン日
2019年6月24日
（月）
～9月30日
（月）

ザ ランガム シカゴ、
ザ ランガム 海口、
ザ ランガム 合肥、
ザ ランガム 香港、
ザ ランガム ハンティントン パサデナ ロサンゼルス、
ザ ランガム ロンドン、
ザ ランガム メルボルン、

ザ ランガム ニューヨーク フィフスアベニュー、
ザ ランガム シドニー、

JMB会員の方で、個別競技を指定せず、以下Webサイトのご支援ボタ
ンから1口2,000マイル以上ご支援いただいた方

■プレゼント概要

ザ ランガム 上海 新天地、
ザ ランガム 深セン、
ランガムプレイス 海寧、

ランガムプレイス 広州、
ランガムプレイス 寧波 カルチャープラザ、

ランガムプレイス 厦門

以下Webサイトの
「マイルで応援する」
ボタンから1口2,000マイル以
上ご支援いただいた方に、JALオリジナルグッズを1口につき1つプレゼ
ントいたします。

ご予約・お問い合わせ

※ご支援いただいたマイルが3口の方は同プレゼントを3つお送りいたします

詳しくはこちら

■プレゼントの送付方法

マイル寄付をいただいた翌月末頃までに1口2,000マイルのご支援に
つき1つ、JMBにご登録いただいている住所あてに発送いたします。

ザ・ランガム ホテルズ&リゾーツ
005-316-50520
9:00～17:00
（土・日・祝日は休み）

www.jal.co.jp/jmb/earn/travel/hotel/information/langham.html

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！
※旅行開始日
■期間：2019年7月1日
（月）
～ 9月30日
（月）

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！
※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けるポイントです。

JALはスポーツを通じて、夢を追いかけ挑戦し続ける人々を、
これからも
応援してまいります。ご注意事項など、詳しくは以下Webサイトをご覧
ください。
お申し込み・詳細はこちら

www.jal.co.jp/next-athlete/
association/equality_donation/
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
（

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/

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。
〈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

）

AIG損保

東京海上日動
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※掲載内容は、2019 年 7 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／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

JAL CARD
NEWS 9
2019

［資料コードナンバー］

51524
51523
51517
51525
51520

51023
51017

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．
現在持っているJALカードを別の提携ブランドに変更したい。
どのような手続きが必要ですか？

A．
提携ブランドの変更は、
「ご希望のブランドのJALカード」
への入会と、
「現在お持ちのJALカード」
の退会の
お手続きとなります。
詳しくはこちら https://jalcard.jal.co.jp/rd/faq90/
Q．
住所や電話番号を変更するにはどうしたらいいですか？

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／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7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in伊丹空港」開催のお知らせ〈P.3-4〉

締切間近！第6回 JALカードと行った思い出の旅コンテスト
〈P.

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

※掲載内容は、2019 年 7 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。

