本申込書はコーポレート・カード会員様専用です。ビジネス・カード会員様よりご提出いただいても、対応いたしかねます。
ビジネス・カードをお持ちの方は、カード裏面の電話番号にご連絡いただくか、ご利用の手引きに記載の方法にてお申
し込みください。
This form is for exclusive use by American Express Corporate Card Members only. We are unable to accept
applications from Business Card Members. If you have a Business Card, please contact our Membership Service
Center at the number listed on the reverse side of your card or refer to the Card Member Guide.

CID

アメリカン･エキスプレス／JALオンライン企業登録申込用紙（法人会員用）
American Express/JAL Online Company Registration Form (for Corporate Member)
2-3頁目の利用規約に同意し、アメリカン・エキスプレスのコーポレート・カード会員としてJALオンラインの利用申し込みをします。
申込日

利用開始希望日

(Submission Date)

(Preferred Start Date)
/ 年 (YYYY)

/ 月 (MM)

/ 日 (DD)

/ 年 (YYYY)

/ 月 (MM)

/ 日 (DD)

会社名および所在地 (Corporation Details)
フリガナ
会社名 ( 登記法人名 )

(Company Name)

フリガナ
所在地

(Company Address)

管理責任者 (Authorizing Officer)
フリガナ
電話番号

氏名

(Telephone Number)

部署名

役職

(Name)

(Department)

(Title)

JAL オンラインご利用管理者 (JAL Online Administrator)
フリガナ
電話番号

(Telephone Number)

氏名

(Name)

氏名ローマ字

(Name in English Letter)

E メール
(Email)

● 企業登録完了後、JALよりご連絡をさせていただきます。(Once the registration is completed, JAL will contact the above specified administrator)
● 企業登録には約2週間程度かかります。(It will take approximately 2 weeks for registration)

◆ご利用に関するアンケート◆
●JALオンラインについてどちらでお知りになりましたか？
1) アメリカン・エキスプレスのウェブサイト 2) アメリカン・エキスプレスからのEメール
4) JALのウェブサイト 5) その他（
）
●JALオンラインのご利用予定をお聞かせください
・月間ご搭乗予定回数［
往復］
・利用される社員の方（出張される方）の人数［約
・出張の多い方面・地域［
］
［
・国際線のご出張の有無 □ 有 □ 無

3) アメリカン・エキスプレスのリーフレット

名］
］
［

］

※アンケートの結果は、JALからの法人向けサービスのご案内にのみ使用いたします。上記に記載いただいたJALオンラインご利用管理者様宛にご案内させていただく場合
があります。
JAL使用欄
企業ID

管轄支店・セールス担当

ご記入になった申込書は下記の住所へご返送ください。(Please send this form to the address below)

〒105-6920 東京都港区虎ノ門4-1-1 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.

法人事業部門宛

Global Commercial Services, American Express International, Inc.
4-1-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-6920
07_0200_JAL_Apps_All_JE_11/20

「アメリカン・エキスプレス
「アメリカン・エキスプレス JALオンライン」の利用お申し込みをする前に、
必ず本規約をご覧下さい。
お申し込み頂いた時点で規約にご了承いただいたものと見なします。
第一条（アメリカン・エキスプレス JALオンライン）
本規約において「アメリカン・エキスプレス JALオンライン」とはアメリカン・エキスプレス・
インターナショナル・インコーポレイテッド（以下AMEXという）と日本航空株式会社（以下JAL
という）の契約を前提に、JALが本規約第二条に定めるサービス利用者向けにインターネッ
トW e b 上より提 供 するJ A Lグ ループ 航 空 会 社 国 内 線（J A L 便 名 のコードシェア便 含 む）の 予
約・電子航空券（以下「eチケット」という）の発行（以下「発券」という）
・搭乗・精算指示を行う
ための包括的な利用形態、システムの総称をいいます。利用形態は各号の通りとなります。
1．予約に際しては、サービス利用者がJALから提供される専用Webサイトを通じてサービス
利用者が保有するコンピューター端末機から、予め通知されたID・パスワード（以下「ID
等」という）を用 いて、
「アメリカン・エキスプレス J A Lオンライン」にログインし、J A Lグ
ループ航空会社の国内線（JAL便名のコードシェア便含む）、の座席予約・予約変更・予約
取消、及びeチケットの発券を行うものとします。
2．
「アメリカン・エキスプレス JALオンライン」において発券の際にはAMEX法人カードまた
はAMEXビジネス・カード（以下「AMEXカード」という）を利用いたします。
3．搭乗にあたっては、利用者は空港において以下のいずれかの方法にて搭乗いたします。
（1）JAL顧客管理番号（以下「お得意様番号」という）を証するJALマイレージバンクカード
（以下「JMBカード」という）をJALの自動チェックイン機に挿入する。
（2）IC付きJMBカードを空港の保安検査場にある専用読み取り機（以下「ピッと端末」
という）
にかざす。
（3）eチケットお客さま控えに印刷された二次元バーコード（以下「バーコード」という）ま
たは携帯電話で取得したバーコードを「ピッと端末」にかざす。
（4）発券完了時に表示される確認番号をJALの自動チェックイン機に入力する。
4．精算については、利用後の後払い精算となります。
5．利用者が別に有効なJAL航空券を所持している場合にはこれを利用することも可能です。
但しこの場合は本規約第十一条の精算行為の規定に含まれないものとする。
6．利用可能な運賃種別についてはJALが別途定めるものとします。

第二条（サービス利用者の定義）
1．AMEXカード会員資格を有すること。
2．AMEXカード使用資格を有すること。
3．AMEXカードの使用状況及び支払状況が不適当でないこと。
4．AMEXに予め申告・登録している事項に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがないこと。
5．AMEXに届け出た氏名・会社名・住所・お支払口座等に変更があった場合、直ちにAMEX
所定の手続きをおこなうことが出来ること。
6．AMEXカード会員規約を遵守することが出来ること。
7．旅行業を持たない法人であること。
8．JALが予め認めた法人であること。

第三条（利用開始）
1．サービス利用者は、予めJMBカードに加入し、お得意様番号を得る必要があります。JMB
カードの加入にあたっては、各々JALマレージバンク利用規約、会員規約等に基づくものと
します。
2．
「アメリカン・エキスプレス JALオンライン」の利用開始にあたってはJAL所定の方法によ
り利 用申請また は 登 録をおこな い、利 用 登 録 手 続き完了後 に 付 与されるI D 等 により、本
サービスの利用を開始することができます。
3．
「アメリカン・エキスプレス JALオンライン」をお申込みいただいた代表者（以下「管理責
任者または利用管理者という」）からのお申し出により、お得意様番号を必要としない利用
方法をご案内する場合があります。

JALオンライン」ご利用規約
第七条（予約の作成・変更・取消・払戻）
1．
「アメリカン・エキスプレス JALオンライン」での搭乗を希望する場合、予約手配は「アメリ
カン・エキスプレス JALオンライン」を使用して行うものとします。
2．予約変更、追加、取消については最初に予約手配を行った「アメリカン・エキスプレス JAL
オンライン」を使用して行うものとします。
3．払い戻しが必要な航空券についてはJALの航空券取扱規約、運用に準じます。また払い戻
しの精算はAMEXカードにて行います。
4．予約取消待ちを行なった予約記録の座席手配が出来た場合はJALより利用者へeメール
にて連絡を行います。

第八条（予約の未利用）
1．未利用の予約記録については、JALの航空券取扱規約、運用に準じます。
2．前項の定めに関わらず、JALが定める予約変更不可型運賃を除き、取り消し、払い戻しに
あたっての取消手数料は発生しないものとします。取り消し、払い戻しにあたり取消手数
料が発生する場合、利用者は規定の手数料を支払うこととします。

第九条 (搭乗)
サービス利用者は、第一条第3項の方法にて認証されることにより搭乗することができます。
認証できない場合、または予約が有効でも「アメリカン・エキスプレス JALオンライン」で発
券されていない場合には、JALは搭乗を拒否することができます。

第十条（運送約款）
サービス利用者のJALグループ航空会社国内線搭乗にあたっては、JALグループの国内旅客
運送約款に従い、コードシェア便に関してはJALの国内旅客運送約款に従う。

第十一条（精算）
1．サービス利用者により使用された航空券類の運賃料金は、AMEX所定の期日に支払精算
を行なうものとします。
2．AMEXカード利用による運賃料金の精算においては、搭乗日をカード利用日とします。また、
取消手数料については、当該手数料等が発生した日をカード利用日とします。

第十二条（債権管理）
1．サービス利用者に対してJALが有する航空券類利用代金請求権は、JALとAMEX間の契約
によりAMEXに帰属することとし、利用者はこれに同意することとします。
2．JAL及びAMEXは、利用者に対する与信審査結果により、直ちに本利用を解除する場合が
あります。

第十三条（利用停止）
JAL及びAMEXは、サービス利用者が「アメリカン・エキスプレス JALオンライン」の利用に際
して本規約第二十五条第２項の各号に準じる問題が発生したと判断した場合には、
「アメリ
カン・エキスプレス JALオンライン」の機能を停止し、以下に定める方法で「アメリカン・エキ
スプレス JALオンライン」での搭乗を拒否することが出来るものとします。
1．JALのホストコンピューターへの接続停止
2．手配済みの未搭乗予約記録の自動取消
3．発券済み航空券の発行取消

第十四条（利用上限）
JAL及びAMEXは、その判断によりサービス利用者が「アメリカン・エキスプレス JALオンラ
イン」を利用する際に利用金額の上限を設定出来るものとします。

第四条（接続方式）

第十五条（規約の変更）

利用者のコンピューター端末機からJALのホストコンピューターへの接続については、ダイ
ヤル接続もしくはインターネット接続とし、必要な通信手段の手配、通信に係る費用は利用
者の負担となります。

ＪALは随時サービス利用者、管理責任者及び利用管理者に対し文書またはその他の方法に
より通知することによって本規約を改定することができます。サービス利用者、管理責任者ま
たは利用管理者がかかる通知の後に「アメリカン・エキスプレス JALオンライン」を使用した
場合、サービス利用者は改定後の規約に拘束されるものとします。

第五条（操作元認証）
JALのホストコンピューターへの接続を行うにあたってはID等を用いたログイン段階での操
作元認証を行います。

第六条（ID等の管理責任）
1．サービス利用者は、自己のID等の使用、管理について一切の責任を負うものとし、そのID
等を用いてなされた一切の行為及びその結果について、自己が行ったものとみなされる
ことを承認するものとします。
2．ID等が第三者に使用されたことによる損害は、利用者の故意過失の有無に拘らず、JAL及
びＡＭＥXはいかなる責任をも負わないものとします。
3．サービス利用者は、本サービスによりダウンロードした個々のデータにおいても使用、管
理について一切の責任を負うものとし、データ改竄など利用者ならびに第三者に不利益
や損害が発生した場合にもJAL及びAMEXはその責任を負わないものとします。
4．サービス利用者は、自己のID等を失念した場合は、直ちにJALに届け出るものとし、JALの
指示に従うものとします。なお、この場合であっても当該ID等によりなされた本サービス
の利用は、当該利用者が利用したとみなすことに異議ないものとします。

第十六条（ソフトウェア、データベースの所有権・著作権）
1．
「アメリカン・エキスプレス JALオンライン」利用にあたりJALがサービス利用者に対して
提供するソフトウェアの所有権、著作権及び一切の権利はJALに帰属し、サービス利用者
はこれを抹消または複製・改変・開示またはその他の機器で使用することはできません。
2．JALが所有するデータベースの著作権、所有権及びその他一切の権利はJALに属します。

第十七条（免責）
J A L 及 び A M E X は、本 サ ービスの 利 用 に 起 因して生じた サ ービス利 用 者 の 損 害 に つ いて、
JAL及びAMEXの故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。

第十八条（運用停止）
JALは、以下の場合において「アメリカン・エキスプレス JALオンライン」の運用を停止するこ
とが出来ます。
1．JALが保守、整備、改修、機器交換のためシステムの全部または一部を停止する場合。
2．天変地異、騒乱、戦争、ストライキ等、JALの管理不可能な理由によりシステムの全部また
は一部を停止する場合。

第十九条（ソフトウェア障害責任）
JALは、提供ソフトウェアの不作動、誤操作等によりサービス利用者の被った損害について一
切その責を負わないものとします。但し、JALの故意または重過失により生じた損害について
はこの限りではありません。

第二十条（端末障害責任）
JALは、サービス利用者のコンピューター端末に障害が発生した場合、JAL提供のシステムに
起因する障害であることが明白に特定できない限り一切の責を負わないものとします。

第二十一条（不正使用の禁止）
サービス利用者は、正当な操作方法以外の方法で「アメリカン・エキスプレス JALオンライン」
を使用してはなりません。不正使用に起因する事故やJALに対して重大な影響を及ぼした場合
は、利用者がその責を負い、JALはサービス利用者に対して相応の賠償を請求できるものとし
ます。

第二十二条（第三者への販売行為の禁止）
1．サービス利用者は、本人以外への航空券類の販売やこれに類する行為を行ってはなりません。
2．サービス利用者は、JALの代理業務やこれに類する行為を行ってはなりません。

第二十三条
（アメリカン・エキスプレス JALオンライン利用に関する個人情報の取扱い）
1．JALはサービス利用者からの申込書を受領・受付手続き完了後より、その個人情報を重要な
ものと認識し、その取扱いについては細心の注意を払い、厳重に管理を行うものとします。
2．JALはお客さまの個人情報を、以下の目的で、適正かつ公正な手段によって取得し、利用す
るものとします。
（1）航空運送サービスの提供（予約、販売、チェックイン、空港ハンドリング及び機内サービ
ス等の通常運送の場合のほか、連帯運送、共同引き受け、コードシェア、受託運送等の
場合を含む。）
（2）JALマイレージバンクにおけるサービスの提供
（3）その他の商品の供給・サービスの提供
（4）商品・サービス・各種イベント・キャンペーン等に係るご案内・ご連絡、アンケートの実施
（5）販売分析その他の調査・研究、新サービス・商品の開発
（6）上記1.～5.に付随・関連する業務、お問い合わせ等への対応
3. JALは「個人情報の保護に関する法律」及び「JALグループにおける情報セキュリティ・個人
情報保護に関する基本方針」に基づき、お客様の個人情報を適正に管理し、保護するものと
します。
4. JALは、利用者が登録した情報、本サービスの利用情報等を個人情報として厳重に管理し、
次のいずれかに該当する場合を除く他は第三者に開示しないものとします。
（1）サービス利用者の同意がある場合。
（2）法令等により開示を求められた場合。
（3）人 の 生 命、身体また は 財 産 保 護 の た め に必 要 がある場 合で、本 人 の 同 意を得ることが
困難な場合。
（4）前項の「JALグループにおける個人情報保護に関する基本方針」に定める範囲に該当し
た場合。
（5）国 の 機 関 若しくは 地 方 公 共 団 体また はその 委 託を受 けた 者 が 法 令 の 定 める事 務を遂
行することに対する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の
遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。

第二十四条（機能追加）
「アメリカン・エキスプレス JALオンライン」の機能追加がなされた場合、サービス利用者は特
にJAL及びAMEXより定めがある場合を除き、本規約の改定や契約の再締結を行うことなくこ
れを利用することが出来ます。

第二十五条（利用終了･抹消）
1．サービス利用者はJALに対して書面で通知することにより、本利用を終了することが出来ます。
2．JAL及びAMEXは、サービス利用者において各号のいずれかに該当する場合もしくは該当する
おそれのある場合、サービス利用者に対する通知を要さずに直ちに本利用登録を抹消するこ
とが出来ます。
（1）
「アメリカン・エキスプレス JALオンライン」のシステムの不適当な操作、運用が行われ
た場合。
（2）本規約に定める各条項に違反した場合。
（3）AMEXに対する航空券類の代金を一回でも滞納した場合。
（4）AMEXカードを退会した場合。

第二十六条（協議事項）
本規約に定めのない事項または本規約に関して疑義が生じた場合は、東京地方裁判所を専属
的合意管轄裁判所とし、その都度サービス利用者、JAL及びAMEX間で協議し誠意を以ってそ
の解決にあたるものとします。
以上

（2019年11月1日改訂）

