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三菱ＵＦＪニコス株式会社

三菱ＵＦＪニコス、ＭＵＦＧカードのラインアップに新カード追加

新たに３種類の「アメリカン・エキスプレス」ブランドの新カード開発！
～海外利用ポイント２倍、Ｔ＆Ｅサービスが充実のプレミアムカード！４月２６日から会員募集スタート ～
三菱ＵＦＪニコスはこの度、アメリカン・エキスプレスのブランドのプレミアムカードを新たに開発、主力商
品「ＭＵＦＧカード」のラインアップに、「ＭＵＦＧカード･プラチナ･アメリカン･エキスプレス®・カード」「ＭＵＦＧカ
ード・ゴールドプレステージ･アメリカン･エキスプレス®・カード」「ＭＵＦＧカード・ゴールド・アメリカン・エキス
プレス®・カード」を追加し、４月２６日から会員募集をスタートします。
当社は、会員にとっての“一生つきあえる”メーンカードを目指し、「ＭＵＦＧカード」のブランド浸透や商品
力強化に注力しています。今回の新商品開発もその一環で、グローバルなネットワークとＴ＆Ｅ（トラベル&
エンターテインメント）分野の充実したサービスに定評があるアメリカン・エキスプレスのブランドの新カード
３種類を追加し、「ＭＵＦＧカード」シリーズに一層の高品質感を持たせたものです。
当社は、新たに市場に投入する３種類のプレミアムカードで、若年層から富裕層までの幅広いニーズを
カバーするものです。３種類ともに、“海外利用ポイント２倍” “国内利用初年度ポイント１．５倍”やＴ＆Ｅ関
連サービスなどアメリカン・エキスプレスのカードならではの充実した特典が特徴。特に、当社発行プロパ
ーカードの最上グレードとなる「ＭＵＦＧカード･プラチナ･アメリカン･エキスプレス・カード」には、旅行から日
常生活まで最上のおもてなしを提供するコンシェルジュサービスや最高補償額１億円の海外旅行傷害保
険、空港ラウンジの無料サービス、会員専用優待プログラム等、上質の特典が付帯します。
なお、当社はアメリカン・エキスプレスのブランドの当社発行第一弾となった「ＭＵＦＧカード・ゴールド・ア
メリカン・エキスプレス・カード」を平成２０年７月から会員募集していましたが、同カードは本年４月１８日で
申し込み受け付けを終了し、既に発行済みの同カードは「ＭＵＦＧカード･プラチナ･アメリカン･エキスプレ
ス・カード」に順次切り替えとなります。
今回の新商品の会員獲得は３種類合計で初年度２０万人を目指します。概要は以下のとおりです。
＜新カードの概要＞
１．カード種類（年会費）
（1）「ＭＵＦＧカード･プラチナ･アメリカン･エキスプレス・カード」（21,000 円）
（2）「ＭＵＦＧカード・ゴールドプレステージ･アメリカン･エキスプレス・カード」（10,500 円）
（3）「ＭＵＦＧカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード」（初年度無料、2,000 円）
２．主な特典

（※1） 特典（1）～（3）は「ＭＵＦＧカード･プラチナ･アメリカン･エキスプレス・カード」のみ適用

（1）プラチナ・コンシェルジュサービス・・・国内外のホテル・レストラン予約、日本未発売の商品の購入、各
種チケットやギフトの手配、旅行中のトラブルサポートなどに 24 時間通話料無料で対応。

（2）プライオリティパス・・・世界 600 ヶ所以上の空港ラウンジの利用パスを無料発行。
（3）スーペリア・エキスペリエンス・・・国内外のレストランでの特別席の用意、ホテルでのアーリーチェックイ
ン／レイトチェックアウト、ビジネスクラス航空券の特別料金提供など、プラチナ会員専用の優待サー
ビス。
（4）海外利用ポイント 2 倍・・・海外でのショッピングは 1,000 円につき 2 ポイント付与。
（5）初年度の国内利用ポイント 1.5 倍・・・入会初年度のショッピングは 1,000 円につき 1.5 ポイント付与。
（6）海外旅行傷害保険・・・海外旅行中の病気・ケガの治療費、携行品の破損・盗難による損害等を補償。
（7）国内渡航便遅延保険・・・旅行中の航空便や預けた荷物の遅延により負担された宿泊料や衣類の購
入費用などを補償。
（8）アメリカン・エキスプレス・セレクト・・・世界 100 以上の国や地域の約 8,000 以上のショップやレストラン
などでの優待特典。
３．ＭＵＦＧカード新規ご入会キャンペーン（対象：「ＭＵＦＧカード」アメリカン・エキスプレス、ビザ、マスターカード）
期間：平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 年 7 月 31 日
内容：チャンス 1・・・期間中の入会者の中から抽選で 100 名に 10,000 ポイント進呈
チャンス 2・・・アメリカン・エキスプレス限定：チャンス 1 に漏れた人の中から抽選で 10 人に 1 人に
1,000 ポイント進呈（※2）
チャンス 3・・・入会後 3 ヶ月以内に 5 万円以上ショッピング利用しＷＥＢ明細に登録すると、もれなく
400 ポイント進呈
（※2） ビザ、マスターカードブランドの場合は 500 ポイントとなります。

○ 本サービスに関するお問い合わせ先 ： ホームページ http://cr.mufg.jp
ＭＵＦＧカードご入会専用ダイヤル ℡0120-151117 (受付時間 9:00～21:00 土・日・祝日も営業）
以 上

＜ご参考＞
カード名称

申込資格
※いずれも学生は対象外
年会費（税込）
本人
家族

21,000 円

10,500 円

18 才以上で本人または配偶
者に安定した収入のある方
2,000 円（初年度無料）

1 名無料
2 人目から 1 名 3,150 円
50 万円～500 万円

無料
50 万円～300 万円

最高 1 億円（自動付帯 5,000
万円、利用付帯 5,000 万円）

最高 5,000 万円（自動付帯）

最高 2,000 万円（自動付帯）

国内旅行傷害保険

最高 5,000 万円（自動付帯）

最高 5,000 万円（利用付帯）

ショッピング保険

年間補償限度額 300 万円

海外旅行傷害保険

ポ
イ
ン
ト
特
典

ＭＵＦＧカード・ゴールド・アメ
リカン・エキスプレス・カード

ＭＵＦＧカード・ゴールドプレ
ステージ・アメリカン・エキス
プレス・カード
20 才以上で本人に安定した収入のある方

1 名無料
2 人目から 1 名 420 円
10 万円～200 万円

利用可能枠

付
帯
保
険

ＭＵＦＧカード・プラチナ・アメ
リカン・エキスプレス・カード

※ショッピング年間利用額が 20 万円
未満の場合次年度最高 100 万円

最高 2,000 万円（利用付帯）
年間補償限度額 100 万円
※国内での購入商品は分割・リボ払
いのみ対象）

海外渡航便遅延保険

最高 2 万円（自動付帯）

国内渡航便遅延保険

最高 2 万円（自動付帯）

最高 2 万円（利用付帯）

犯罪被害傷害保険

最高 1,000 万円

-

有効期限

36 ヶ月

24 ヶ月

基本ポイント

1,000 円につき 1 ポイント、海外利用は 2 ポイント（初年度の国内利用は 1.5 倍）

グローバルＰＬＵＳ

ショッピング年間利用額に応じて翌年度の基本ポイント優遇
年間 50 万円以上は 1.2 倍、100 万円以上は 1.5 倍
指定月（年 1 回）のポイントが 2 倍

アニバーサリーポイント
プレミアムスタープログラ
ム
ＰＯＩＮＴ名人.com

コンシェルジュサービス
空港ラウンジサービス

-

-

指定月（年 1 回）のポイントが
1.5 倍
年会費支払い、ショッピング年間利用額 50 万円以上の際に優遇マーク（★印）を 1 つ付与。★
が 5 つ貯まるとボーナスポイントの権利獲得。ボーナスポイントは年 1 回、前年獲得の基本ポ
イントの最大 20％分
会員向けネット通販ポータルサイト。約 450 店が出店。同サイトを経由してネットショッピングを
すると最大 25 倍のボーナスポイント付与
「プラチナ・コンシェルジュサ ービス」国内外に対応
「プライオリティパス」世界約 600 ヶ所で利用可
国内 26 空港及びホノルルで利用可

加盟店優待サービス

「スーペリア・エキスペリエン ス」
「アメリカン・エキスプレス・セレクト」

トラベルサービス

アメリカン・エキスプレス・トラベル・サービス・ネットワーク
世界 140 以上の国の拠点で旅行をサポート
海外アシスタンスサービス「ハローデスク」
世界 51 ヶ所のデスクで現地スタッフが日本語で対応
24 時間健康・介護相談サー 国内/海外健康・医療サポー
ビス
トサービス
「ハーツ♯1 クラブ・ゴールド」 （年会費 5,000 円が無料）
国内外のレンタカー料金の割引

-

フリーダイヤル 24 時間受付

フリーダイヤル 24 時間受付

ナビダイヤル 24 時間受付

（ＭＵＦＧカード・プラチナ・アメリ
カン・エキスプレス・カードデスク）

（ＭＵＦＧカード・ゴールドプレステ
ージ・アメリカン・エキスプレス・カ
ードデスク）

（ＭＵＦＧカード・ゴールド・アメリ
カン・エキスプレス・カードデスク）

医療サービス
レンタカーサービス

コールセンター

その他

チケットサービス、ゴルフデスク、ツアーデスク、など

ＭＵＦＧカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード

ＭＵＦＧカード・ゴールドプレステージ・アメリカン・エキスプレス・カード

ＭＵＦＧカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード

