
（共同リリース） 

2018 年 7 月 11 日 

日 本 航 空 株 式 会 社 

株式会社ジャルカード 

東日本旅客鉄道株式会社 

株式会社ビューカード 

 

 

 

 

 

日本航空株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：赤坂 祐二、以下「JAL」）、株式会社ジャルカード（本社：東

京都品川区、代表取締役社長：加藤 淳、以下「JAL カード」）、東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取

締役社長：深澤 祐二、以下「JR 東日本」）および株式会社ビューカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田浦 芳

孝、以下「ビューカード」）は、2018 年 7 月 18 日より、「JAL カード Suica」のラインナップに新たに「JAL カード Suica CLUB-A

ゴールドカード（以下、「CLUB-A ゴールドカード」）」を追加し、さらにすべてのカードに家族会員カードを発行します。 

 

「JAL カード Suica」は、2004 年 12 月より発行を開始し、1 枚で JAL グループのネットワークと JR 東日本の Suica エリア

のほか、全国各地の相互利用可能エリアで鉄道、バス、お買い物などにご利用いただけるカードとして、おかげさまで 30

万人以上のお客さまにご利用いただいております。 

 

今回新たに発行する「CLUB-A ゴールドカード」は、JAL カードとビューカードがそれぞれ発行しているゴールドカードの

主要サービスを一枚でご利用いただけるワンランク上のカードです。 

 

主なサービスとして、現行の「JAL カード Suica」の機能にプラスして、空港のカード会員専用ラウンジや東京駅のビュー

ゴールドラウンジ＊1 をご利用いただくことができます。その他、JAL グループ関連施設での割引サービスや JR 東日本グル

ープの各店、その他提携店のご優待特典もご利用いただくことができます。 

 

また、ビューカードとの提携により JAL カードとしては初めてのサービスが 2 点加わります。1 点目は、国内旅行保険に

おける補償内容の充実です。旅行中だけでなく日々の鉄道利用時でも改札内の傷害事故が補償の対象となります。2 点

目は、ご利用金額に応じた豪華ご利用特典です。これらをはじめとするサービスによりワンランク上の快適な生活と旅をご

提供します。 

 

JAL グループと JR 東日本グループは、「CLUB-A ゴールドカード」をはじめとした「JAL カード Suica」で、空でも陸でもま

すますスムーズな移動、お客さまの利便性向上を目指して、今後もさまざまな取り組みを行ってまいります。 

 
*1 東京駅のビューゴールドラウンジをご利用の場合、当日東京駅を発車する新幹線・特急列車のグリーン券またはビューゴールドラ

ウンジ利用券が必要となります。 

 

             

 

 

JAL カード Suica にゴールドカードが仲間入り！ 
～すべてのカードに家族会員カードも発行できるようになります～ 

JAL カード Suica 

CLUB-A ゴールドカード 

JAL グローバルクラブ JAL カード Suica 

CLUB-A ゴールドカード 

JAL CLUB EST JAL カード Suica 

CLUB-A ゴールドカード 



1． 「JAL カード Suica CLUB-A ゴールドカード」の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カード名称 
JAL カード Suica 

CLUB-A ゴールドカード 

JAL グローバルクラブ 

JAL カード Suica 

CLUB-A ゴールドカード 

JAL CLUB EST 

JAL カード Suica 

CLUB-A ゴールドカード 

カード年会費 

（税込） 

本会員 20,520 円 20,520 円 20,520 円 

家族会員 8,640 円 20,520 円 8,640 円 

ショッピングマイル・プレミアム

年会費（税込） 
無料（自動入会） 無料（自動入会） 無料（自動入会） 

EST 年会費 

（税込） 

本会員 － － 2,160 円 

家族会員 － － 2,160 円 

ツアープレミアム年会費 

（税込） 
2,160 円 2,160 円 2,160 円 

搭乗ボーナス 

マイル 

入会搭乗 

ボーナス 
5,000 マイル 8,000 マイル 6,000 マイル 

毎年初回搭乗

ボーナス 
2,000 マイル 5,000 マイル 3,000 マイル 

搭乗ごとの 

ボーナス 

フライトマイルの 

25%プラス 

フライトマイルの 

35%プラス 

フライトマイルの 

30%プラス 

JRE POINT サービス オートチャージサービスや定期券購入等、JR 東日本でのご利用でショッピングマイル

に代わりたまるポイント。 

（1,000 円につき 15 ポイント･･･VIEW プラスの場合） 
※たまったポイントは、1,500 ポイント単位でマイルに交換が可能＊。 

*交換マイル数は会員条件により異なります。 

ラウンジ 

サービス 

空港 

JCB ゴールドの 

空港ラウンジ 
（サクララウンジなど航空会社

のラウンジとは 

異なります） 

左記に加え、JAL グループ便のご搭乗時のラウンジ 

（サクララウンジなど） 
※JAL CLUB EST は国内線のみ 

東京駅 
ビューゴールドラウンジ 
※別途、当日東京駅を発車する新幹線・特急列車のグリーン券またはビューゴールドラウンジ

利用券が必要。 

カード付帯保険 

・国内旅行傷害保険（ 高 5,000 万円） 

※旅行期間外の通常鉄道利用時も改札内入場時より補償します。 

・海外旅行傷害保険（ 高 5,000 万円） 

・ショッピングプロテクション（年間限度額 300 万円） 

・海外航空便遅延お見舞金制度（一律 2 万円） 

・ゴルファー保険（賠償責任 1 億円） 

その他サービス 入会特典や利用特典、優待特典などの特典あり。 



2．家族会員カードの概要 

「JAL カード Suica CLUB-A ゴールドカード」を含むすべての「JAL カード Suica」で、本会員と生計を同一にする配偶者・

ご両親・18 歳以上（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カードに付随した「家族会員カード」を新たに

発行します。本会員の年会費の半額以下*1 で本会員と同等のサービス（一部対象外）が適用されるおトクなカードです。 

 

家族会員カード 普通カード CLUB-A カード 
CLUB-A 

ゴールドカード 

カード年会費（税込） 1,080 円 3,780 円 8,640 円 

JAL グローバルクラブカード年会費

（税込）*1 
－ 10,800 円 20,520 円 

JAL CLUB EST 年会費（税込）*2 2,160 円 2,160 円 2,160 円 
*1 JAL グローバルクラブ 家族会員カードにお申し込みの場合は、本会員と同じ金額の年会費になります。 

*2 JAL CLUB EST へご入会の家族会員は、上記「カード年会費」と「JAL CLUB EST 年会費」が必要となります。 

※本会員が学生の場合は、家族会員カードのお申し込みはできません。 

※家族会員をあとから追加でご入会の場合、家族会員の年会費はご入会の 2 カ月後に月割りで本会員のお支払い口座から自動振替いたします。 

次回以降は本会員と同じ振替日に自動振替となります。 

 

3．JAL カード Suica ゴールドカード＆家族会員 誕生記念キャンペーン 

「CLUB-A ゴールドカード」の誕生を記念し、3 つのキャンペーンを実施いたします。キャンペーンには各種条件がござい

ます。詳しくは、2018 年 7 月 18 日以降に JAL カードのホームページに掲載の各キャンペーンページをご確認ください。 

（1）JAL カード Suica 入会キャンペーン 

期間中、新しく「JAL カード Suica」にご入会のうえ、「MyJALCARD」または「キャンペーン専用ダイヤル」にてキャンペー

ン参加登録されたお客さまへ以下の特典をプレゼント。 

 

   ◆カード入会受付期間：     2018 年 7 月 18 日～2018 年 10 月 31 日 

   ◆キャンペーン参加登録期間：    2018 年 7 月 18 日～2019 年 1 月 31 日 

   ◆入会特典： 

   ①入会ボーナス 

＜本会員＞ ※ご入会されたカード種別によってボーナスマイルが異なります。 

    ・「CLUB-A ゴールドカード」    3,000 マイル+ 3,000JRE POINT 

    ・「CLUB-A カード」     2,000 マイル+1,000JRE POINT 

    ・「普通カード」     500 マイル+ 500JRE POINT 

  ・ショッピングマイル・プレミアム同時入会で  500 マイル 

＜家族会員＞ 

    ・カード種別に関係なく、本会員と同時入会された方  500 マイル+500JRE POINT 

   ②「JAL カードアプリ」ダウンロード・ログインボーナス  100 マイル 

 

（2）家族会員入会キャンペーン 

期間中、新しく「JAL カード Suica」の家族会員カードにご入会のうえ、「MyJALCARD」または「キャンペーン専用ダイヤ

ル」にてキャンペーン参加登録されたお客さまへ以下の特典をプレゼント。 

 

 ◆カード入会期間：     2018 年 7 月 18 日～2018 年 10 月 31 日 

 ◆キャンペーン参加登録期間：    2018 年 7 月 18 日～2019 年 1 月 31 日 

 ◆入会特典： 

    ・家族会員カードへ入会された方    500 マイル+500JRE POINT 

 

（3）CLUB-A ゴールド・CLUB-A 切替キャンペーン 

  期間中、既にお持ちの「JAL カード Suica」を「CLUB-A ゴールドカード」または「CLUB-A カード」へお切り替えのうえ、

「MyJALCARD」または「キャンペーン専用ダイヤル」にてキャンペーン参加登録されたお客さまへ以下の特典をプレゼ

ント。 

 

◆カード入会期間：     2018 年 7 月 18 日～2018 年 10 月 31 日 

◆キャンペーン参加登録期間：    2018 年 7 月 18 日～2019 年 1 月 31 日 

 



◆入会特典： 

・「CLUB-A ゴールドカード」へのお切り替え  1,000 マイル+ 2,000JRE POINT 

      ・「CLUB-A カード」へのお切り替え   1,000 マイル+500JRE POINT 

 

(4)抽選で限定商品をプレゼント 

   上記キャンペーンで JAL カード Suica の「CLUB-A ゴールドカード」へご入会またはお切り替えいただいた方、および

「家族会員カード」へご入会いただいた方の中から抽選で、それぞれ誕生記念オリジナルグッズをプレゼント。 

①ゴールドカード賞： オリジナルネームタグを抽選で 100 名 

②家族会員賞： オリジナルペンケースを抽選で 1,000 名 

 

 

 


