
   

 

 
 2012 年 12 月 12 日 

日本航空株式会社 

株式会社 JAL カード 

三菱ＵＦＪニコス株式会社 

 

「JAL アメリカン・エキスプレス®・カード」誕生 
～ご利用のたびに価値を実感いただける特別なクレジットカードです～ 

 

日本航空株式会社(以下「JAL」)と株式会社JALカード(以下「JALカード社」)、三菱UFJニコス株式会社(以

下「三菱UFJニコス」)は、多くのお客さまからのご要望を受けて、新たな提携クレジットカード「JAL アメリカン・

エキスプレス®・カード」を発行することを決定し、2012年12月25日(予定)より入会申込の受付を開始します。 

(Web申込は同日10：00より受付開始予定) 

 

JALカードとしては、6年ぶりの新カード誕生となり、ＪＡＬカード社と、アメリカン・エキスプレス・ブランドのカ

ードでプレミアム・カード市場を開拓する三菱UFJニコスが共同で、発行・運営を行います。 

 

「普通カード」、「CLUB-Aゴールドカード」、「プラチナ」の3種類をご用意し、いずれのカードでも、同伴者１

名を含む空港ラウンジ(*1)の利用や、旅行などに安心の充実したカード付帯保険など、ご利用のたびに高品

質のサービスを実感いただけます。特に、JALカードで初めての発行となる「プラチナ」では、全世界で600以

上の空港ラウンジが利用できる「プライオリティ・パス(*2)」や、24時間対応の「プラチナ・コンシェルジュサービ

ス」、国内・海外のホテル、厳選された上質なダイニングやスパなどの優待特典「スーペリア・エキスペリエン

ス」をはじめとして、ワンランク上の特別なサービスをご提供します。 

*1 国内28空港、海外1空港のラウンジ。航空会社のラウンジ(サクララウンジなど)とは異なります。 

*2 プライオリティ・パスでラウンジを無料でご利用いただけるのは、カード会員ご本人様となります。 

 

さらに、JAL アメリカン・エキスプレス®・カードの「CLUB-Aゴールドカード」「プラチナ」限定で、JALグループ

航空券・機内販売などのご購入で、既存サービスのショッピングマイルに加え、「アドオンマイル」が積算され

るため、「CLUB-Aゴールドカード」では合計100円で3マイル、「プラチナ」では合計100円で4マイルたまるとい

う、これまでにないマイル積算率を実現しています。 

 

また今回、JAL アメリカン・エキスプレス®・カードの誕生を記念して、2 つのキャンペーンを実施します。1 つ

は、入って、飛んで、使って最大 25,000 マイルがたまる「JAL アメリカン・エキスプレス®・カード誕生記念入会

キャンペーン」、もう 1 つは、アメリカン・エキスプレスのゆかりの地・ニューヨークへの旅を、抽選で計 5 組 10

名様にプレゼントする「JAL で行く ニューヨーク 5 日間の旅 プレゼントキャンペーン」です。 

 

JALとJALカード社、三菱UFJニコスは、今後も、お客さまのニーズに迅速に対応しご満足いただける商品・

サービスの提供に努めてまいります。なお、具体的なサービス概要およびキャンペーン詳細につきましては、

別紙の案内をご参照ください。 
 

 

 

 

 

 

 



「JAL アメリカン・エキスプレス®・カード」概要 
 

(1) 入会申込受付日（予定）： 2012 年 12 月 25 日(火)～ *Web 申込は 10：00 より受付開始 

(2) 入会申込方法      ： JAL カード・三菱ＵＦＪニコスのホームページ、または専用の入会申込書にて

承ります。 

(3) カードの種類： 

 <普通カード> <CLUB-A ゴールドカード>  <プラチナ> 

 

 

 

 

 

(4) サービス内容： 

 

 

 

普通カード CLUB-Aゴールドカード プラチナ

本会員 6,300円 19,950円 32,550円

家族会員 2,625円 8,400円 16,275円

3,150円

1,000マイル

1,000マイル

区間マイルの10%プラス

－ 100円＝1マイル加算 100円＝2マイル加算

　　　　　200円＝1マイル積算
（JALカード特約店：200円＝2マイル）
 

 *ショッピングマイル・プレミアム加入なら

　 100円＝1マイル積算

   （JALカード特約店：100円＝2マイル）

最高3,000万円
（内自動付帯最高1,000万円）

海外：最高5,000万円
国内：最高5,000万円

（国内：内自動付帯最高3,000万円）

海外：最高1億円
（内自動付帯最高5,000万円）

国内：最高5,000万円

100万円

－ －

100以上の国や地域、300以上の都市
で600以上のラウンジを、カード会員ご本
人様は無料で利用可能
（別途申込が必要）

－

－ －

国内・海外でのレストラン予約、
チケット手配や、海外でのトラブルや
急なご病気などの緊急時でのご支援
(24時間・年中無休)

－ －
国内・海外の一流ホテル、厳選された
上質なダイニングやスパなどの優待

入会搭乗ボーナス

毎年初回搭乗ボーナス

2,100円

5,000マイル

手荷物空港宅配サービス
海外旅行のご出発時やご帰国の際にカード会員お一人につきスーツ
ケース1個を無料で配送。2個目以降の手荷物もご優待料金で配送。
※CLUB-Aゴールドカード会員の方は、ご帰国時のみ

プライオリティ・パス

日本をはじめ世界各国のアメリカン・エキスプレスが厳選するホテル、レストラン、ショッピングの特別優待割引

ボーナスマイル

ＪＡＬ アメリカン・エキスプレス
®
・カード　（JAL Amer ican Express

®
 Card）カード名称

カード種別

無料（自動入会）

カード年会費

年会費など
(税込)

JALカードツアープレミアム
年間登録手数料

JALカードショッピングマイル・
プレミアム（*）年会費

2,000マイル

区間マイルの25%プラス搭乗ごとのボーナス

アドオンマイル
(JALグループ航空券・機内販売などの購入で
マイルが加算)

ショッピングマイル
100円＝1マイル積算

（JALカード特約店：100円＝2マイル）

中国へのご旅行や出張で便利に使える銀聯カードが利用可能（別途申込が必要）

傷害による死亡・後遺障害

傷害・疾病による治療費用(限度額)

空港ラウンジ

銀聯カード

200万円

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

プラチナ・コンシェルジュサービス

カード付帯保険
(国内・海外旅行
傷害保険)

空港ラウンジ
サービス

国内28空港、海外1空港（サクララウンジなど、航空会社のラウンジとは異なる）　※同伴者1名も無料



< 主なメリット > 

 

入会搭乗ボーナス、ご搭乗ごとのボーナスなどのボーナスマイルや、カード付帯保険など、JAL カードの共通

サービスに加え、JAL アメリカン・エキスプレス®・カードでは主に以下のメリットがあります。 

 

◆ 空港ラウンジ（*） 

  すべてのカードについて国内主要空港とホノルル空港のラウンジを無料でご利用いただけます。 

 カード会員様のほか、ご同伴の方 1 名も無料です。 

*航空会社のラウンジ(サクララウンジなど)とは異なります。 

 

【CLUB-A ゴールドカードとプラチナのみ】 

◆ アドオンマイル 

 JAL グループの航空券、機内販売品等をカードでご購入の場合、通常のショッピングマイルに加えて「アド

オンマイル」がたまります。 

 

【プラチナのみ】 

◆ プライオリティ・パス 

100 以上の国や地域、300 以上の都市で 600 以上の空港ラウンジをご用意しているプライオリティ･パスを、

カード会員ご本人様は無料でご利用いただけます。飲み物やスナックのご提供とともに、インターネットサ

ービスなども充実しておりますのでフライト前のひとときをゆったりとおくつろぎいただけます。 

 

◆ プラチナ・コンシェルジュサービス 

 国内・海外のレストラン予約、海外のミュージカルなどのチケット手配、さらに海外でのトラブルや急な病気

などの緊急時のご支援まで、ご相談やご要望に対し、専任スタッフが 24 時間 365 日態勢で対応するコン

シェルジュサービスをご用意しております。 

 

(5) URL： http://www.jalcard.co.jp/newbrand/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「JAL アメリカン・エキスプレス®・カード」誕生記念キャンペーン概要 

 

1. JAL アメリカン・エキスプレス®・カード誕生記念 入会キャンペーン  

～入って、飛んで、使って最大 25,000 マイル～ 
 

 (1) 対象期間（予定） ：   2012 年 12 月 25 日(火)～2013 年 3 月 31 日(日) (申込書到着日、Web 受付日) 

 

 (2) キャンペーン内容： 対象期間内に「JAL アメリカン・エキスプレス®・カード」にご入会いただくと、カード

の種類とご利用実績に応じ、入会ボーナスマイルと利用ボーナスマイルをプレゼ

ントします。 
 

 普通カード CLUB-A 

ゴールドカード 

プラチナ 

入会ボーナスマイル 3,000 マイル 5,000 マイル 8,000 マイル 

利用ボーナスマイル(注) 50 万円以上ご利用時 7,000 マイル 

30～50 万円ご利用時 5,000 マイル 

10～30 万円ご利用時 3,000 マイル 

JAL カードの 

通常サービス 

ショッピングマイル 50 万円ご利用時 

   5,000 マイル 
(ショッピングマイル・ 

プレミアム入会の場合)

 

50 万円ご利用時  5,000 マイル 

入会搭乗ボーナスマイル 1,000 マイル 5,000 マイル 5,000 マイル 

合計 (いずれも最大) 16,000 マイル 22,000 マイル 25,000 マイル 

※ 入会ボーナスマイル・利用ボーナスマイル・入会搭乗ボーナスマイルについては、提携ブランドを問わず JAL

 カード退会後 1 年以内に再入会された方、既に JAL カード会員の方(家族会員含む)は対象と なりません。 
 

(注) 利用ボーナスマイル 

  * マイル加算の基準となる利用額は、「入会月 + 翌月以降 3 ヵ月間」の利用額合計です。 

  * 上記利用期間中に、キャンペーン登録が必要となります。     

       

【プラチナ限定特典】 

  さらに、プラチナにご入会の方（本会員）限定で、「ボーイング 787 の特製モデルプレーン」等のご入会

記念品をもれなくプレゼントします。 

  

(3)  URL： http://www.jalcard.co.jp/jalamex/ 
 

 

2. 「JAL で行く ニューヨーク 5 日間の旅 プレゼントキャンペーン」 
 

 (1) 応募期間（予定） ： 2012 年 12 月 25 日(火)～2013 年 3 月 31 日(日) 

 

 (2) キャンペーン内容： クイズとアンケートにお答えいただくと、クイズに正解した応募者の中から、抽

選で計 5 組 10 名様にアメリカン・エキスプレスゆかりの地・ニューヨークへの旅

をプレゼントします。 

  【賞品】 

  ニューヨーク 5 日間の旅 (2013 年 6 月～9 月出発、ジャルパックのパッケージツアー利用) 

  各賞により、JAL の成田 = ニューヨーク往復便の搭乗クラスが異なります。 

   A：プラチナ賞 ビジネスクラス 1 組 2 名様 

   B：ゴールド賞 プレミアムエコノミー 1 組 2 名様 

   C：シルバー賞 エコノミークラス 3 組 6 名様 

     計 5 組 10 名様 

 

 (3) 応募方法：2012 年 12 月 25 日以降、Web(PC)で、ご応募ください。 

 

 (4) URL： http://www.jalcard.co.jp/newyork/ 

   以上 


