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全日本空輸株式会社
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.

ANA とアメリカン・エキスプレスが提携
「ANA アメリカン・エキスプレス®・カード」を発行
－アメリカン・エキスプレス初となる日本の航空会社との提携カードを 10 月 7 日（水）より募集開始－
新カードの発行を記念して、世界 16 都市の往復航空券が当たるプレゼントキャンペーンなどを実施

全日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊東信一郎、以下 ANA）とアメリカン・エキス
プレス・インターナショナル, Inc.（日本支社所在地：東京都杉並区、日本における代表者：ロバート・サイデル、
以下 アメリカン・エキスプレス）はクレジットカード事業で提携し、10 月 7 日（水）から 3 種類※の ANA アメ
リカン・エキスプレス提携カードの会員募集を開始します。アメリカン・エキスプレスが日本の航空会社と提
携したクレジットカードを発行するのは初めてとなります。

１． 「ANA アメリカン・エキスプレス・カード」の募集開始
「ANA マイレージクラブ（以下 AMC）」を中心として国内に幅広く優良な顧客基盤を持つ ANA と、世界
中で高品質のサービスを提供し、トラベルサポートも充実したアメリカン・エキスプレスが、今回の提携
により、それぞれの強みを結集し、日常から旅行まで幅広く役立つクレジットカードを発行します。「ANA
アメリカン・エキスプレス・カード」は、日々のショッピングから旅行まで幅広くカードを利用することで、
AMC のマイルに移行可能なポイントがより早く貯まるカードとなっています。さらに、快適で安心な旅行
をサポートするトラベル・サービスや充実した特典など、両社の幅広いサービスを受けることができます。
２． 「ANA アメリカン・エキスプレス・カード」発行記念キャンペーンの実施
「ANA アメリカン・エキスプレス・カード」の発行を記念して、世界 16 都市の往復航空券が当たるプレゼ
ントキャンペーンや、ご入会されたお客様に「ANA アメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード」
のポイントをプレゼントするキャンペーンなどを行います。

両社は、今後ともそれぞれが持つノウハウを活用しながら、お客様にとって利便性が高く価値のあるサービ
スの提供を通じて、カードの販路･顧客基盤拡大をさらに推し進めてまいります。
※ ANA アメリカン・エキスプレス提携カードは、「ANAアメリカン・エキスプレス®・カード」、「ANA アメリカン・エキスプレス®・
ゴールド・カード」、「ANA アメリカン・エキスプレス®・スーパーフライヤーズ・ゴールド・カード」の 3 種類。
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【カードデザイン】
ANA アメリカン・エキスプレス®・カード

ANA アメリカン・エキスプレス®・
ゴールド・カード

ANA アメリカン・エキスプレス®・
スーパーフライヤーズ・ゴールド・カード

１．ANA アメリカン・エキスプレス提携カードの発行・募集開始について
アメリカン・エキスプレスと ANA が提携した新しい ANA カード、「ANA アメリカン・エキスプレス・カード」、
「ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」、「ANA アメリカン・エキスプレス・スーパーフライヤー
ズ・ゴールド・カード※」を 10 月 7 日（水）から募集開始します。
※応募資格：ANA「ダイヤモンドサービス」、ANA「ダイヤモンド事前サービス」の提供を受けているメンバーご本人、および、ANA「プラ
チナサービス」、ANA「プラチナ事前サービス」の提供を受けているメンバーご本人であれば、入会申込みいただけます。

■ANA アメリカン・エキスプレス提携カードの特長■
（１）ANA のマイルをより貯めやすく
ANA アメリカン・エキスプレス提携カードでのお支払いで貯まった「ANA アメリカン・エキスプレス メ
ンバーシップ・リワード」のポイントを 1,000 ポイント（＝1,000 マイル）単位でマイルに移行できます
（カード利用 100 円＝1 ポイント、一部加盟店を除く）。さらに、ANA グループ※1 での ANA 航空券
のご購入や機内販売などで「ANA アメリカン・エキスプレス・カード」をご利用いただくと、通常の 1.5
倍、「ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」、「ANA アメリカン・エキスプレス・スーパーフ
ライヤーズ・ゴールド・カード」なら通常の 2 倍のポイントが付与され、マイルが効率よく貯まります。
原則としてポイントの有効期限※２はなく、じっくりポイントを貯めてマイルに移行できるほか、アメリカン・
エキスプレスのメンバーシップ・リワードの 300 種類以上のアイテムに交換することも可能です。
※1 対象となるご利用：
ANA SKY WEB、ANA SKY MOBILE、ANA 国内線・国際線予約案内センター、ANA カウンターにおける航空券のご購入、
ANA 運航の国内線・国際線機内販売、ANA スカイホリデー、ANA ハローツアー、ANA SKY WEB TOUR の旅行商品、
ANA 通信販売機内誌「ANA SKY SHOP」、カタログ「グッズフォレスト」、オンラインショップ「a style」
※2 「ANA アメリカン・エキスプレス・カード」からのポイント移行には「ポイント移行コース」（参加費 5,250 円、税込／年間、自
動更新）への登録が必要です。ポイント移行コース参加費をお支払いいただくと、ポイントの有効期限がなくなります。

（２）ANA カードマイルプラスで、さらにマイルが自動積算
ANA カードマイルプラス提携店・対象商品をご購入の際、ANA アメリカン・エキスプレス提携カー
ドでお支払いいただくと、メンバーシップ・リワードのポイントとは別にマイルが自動積算されます。
さらに ANA アメリカン・エキスプレス提携カードなら、海外の提携店※でもマイルの自動積算が適用
されます。
※【パリ】アレクサンドラ・ソジュフェル 【ロンドン】ハロッズ、リバティー、セルフリッジ 【ソウル】ロッテ百貨店
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（３）ANA 旅行券プレゼント（2010 年 9 月 30 日まで）
ANA グループにて ANA 航空券（国際線・国内線）や ANA グループ旅行商品を「ANA アメリカン・
エキスプレス・ゴールド・カード」および「ANA アメリカン・エキスプレス・スーパーフライヤーズ・
ゴールド・カード」でご購入いただくと、期間中のご利用金額合計 100 万円※ごとに 5 千円分の
ANA 旅行券をプレゼントいたします。
※ANA グループでのご利用のみ対象となります。

（４）ANA カード機能
・

IC（Edy）を搭載、ANA 国内線で SKiP サービスがご利用になれます。

・

ANA グループ、スターアライアンス便をはじめ AMC 提携航空会社のご搭乗でマイルが貯まるほか、
ANA 運航便ご搭乗時のボーナスマイル積算など、ANA カードの特典・サービスをご利用いただけます。

（５）アメリカン・エキスプレスが提供する快適な旅行をサポートするためのさまざまな付帯サービス
手荷物無料宅配サービスなど、快適な旅行・出張を手助けする「ストレスフリー・トラベル※」、急な
出張や入院で旅行などをキャンセルした場合の損害を補償する「キャンセル・プロテクション※」、
世界各地のレストランやホテルで利用できる優待プログラム「アメリカン・エキスプレス・セレクト」
や国内 19 カ所、海外 2 カ所の空港ラウンジなど、充実したサービスを受けることができます。
※「ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」、「ANA アメリカン・エキスプレス・スーパーフライヤーズ・ゴールド・カード」のみ適用

２．ANA アメリカン・エキスプレス提携カード発行記念キャンペーンの実施について
ANA アメリカン・エキスプレス提携カードの発行を記念して、以下のキャンペーンを実施します。
※キャンペーン詳細は、ana-amex.jp をご覧ください。

（１）ご入会キャンペーン
2009 年 10 月 7 日（水）～2010 年 2 月 28 日（日）に申し込み、カード発行された会員に対し、メ
ンバーシップ・リワードの入会ボーナスポイントをプレゼントいたします。またご入会から 3 カ月の
間、メンバーシップ・リワードのポイントが「ANA アメリカン・エキスプレス・カード」で通常の 2 倍、
「ANA アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」、「ANA アメリカン・エキスプレス・スーパーフラ
イヤーズ・ゴールド・カード」なら通常の 3 倍になるキャンペーンも実施します。
（２）Edy キャンペーン
2009 年 10 月 7 日（水）～2010 年 4 月 7 日（水）に申し込み、カード発行された会員に対し、入会から 6
カ月間、Edyへのチャージ（入金）、200円につきメンバーシップ・リワードのボーナスポイント 1ポイン
トを付与するキャンペーンを実施します。
※キャンペーン期間終了後は、Edy へのチャージ（入金）時にはメンバーシップ・リワードのポイントが付与されません。

（３）「世界へ飛ぼう！ 地球 10 周プレゼント」キャンペーン
オープン懸賞として、ANA のビジネスクラス往復航空券をプレゼントするキャンペーンを行います。
応 募 U R L ： ana-amex.jp
賞

品 ： ANA 直行便 世界 16 都市へのビジネスクラス往復航空券（計 16 組 32 名様分）

募 集 期 間 ： 2009 年 9 月 30 日（水）～2010 年 1 月 4 日（月）
応 募 対 象 ： 日本国内にお住まいの 20 歳以上の方
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＜全日本空輸株式会社について＞
1952 年創立。日本国内線では最大規模の航空会社であり、旅客運送数で世界 10 位（IATA 調べ）、日本
国内 52 都市、アジア・ヨーロッパ・北米 26 都市、計 78 都市に就航中。2007 年の Air Transport World
Magazines 誌のランキングにおいて、「エアライン・オブ・ザ・イアー」を取得。1999 年にスターアライアンス
に加盟し、今年 11 月に加盟 10 周年を迎えます。

＜アメリカン・エキスプレスについて＞
1850 年（嘉永 3 年）米国ニューヨーク州にて創立。現在クレジットカード、トラベラーズ・チェック、保険、旅行
手配業務など、総合的な金融、および旅行サービスを世界中で提供しています。日本では、1917 年（大正
6 年）に横浜に支店を開設し、世界に広がる独自の加盟店ネットワークと、世界 140 カ国以上のトラベル・
サービス拠点を通じ、個人および法人顧客に対し最高品質のサービスを提供しつづけています。また、日
本最大級の加盟店網を持つ JCB との加盟店業務提携により、従来からのホテル、レストランや小売店など
に加え、公共料金からスーパーマーケット、ドラッグストアなど日々の生活で利用できる加盟店が拡大して
います。
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