
アメリカン・エ キ ス プ レス が お 届 け する 、

さらなる楽しみ「メンバーシップ・リワード®」

ポイントをアイテムに交換する

2023年1月現在

■提携航空パートナー

■提携ホテル
Marriott TM Bonvoy  ／ ヒルトンオナーズ

・カードご利用100円ごとに1ポイント貯まります。
※ポイント加算対象外の加盟店、100円＝1ポイントで換算されない加盟店、キャッシングや年会費等のポイント加算対象外となるご利用分が一部ございます。詳細はアメリカン・エキスプ

レスのウェブサイトおよび「メンバーシップ・リワード・プログラム会員規約」でご確認ください。

・ボーナスポイント・パートナーズの提携店ではポイントが100円＝2～10ポイントに。
（カードご利用100円につき、通常1ポイント＋ボーナス1～9ポイント）

・ポイントを一度交換すると通常3年のポイント有効期限が無期限に。
※ポイントの有効期限が無期限へアップグレードされる際、4,400円（税込）の「メンバーシップ・リワード・プログラム年会費」が請求されますが、当該請求は60日以内にカード会員

様のアカウントに調整額として取り消しをさせていただきます。ただし、この期間にカードがキャンセルされた場合にはこの限りではありません。

・500以上のバラエティ豊かなアイテムをご用意。全国百貨店共通商品券や、ブランドショップ等のショッピング・クー
ポンとも交換できます。

ポイントを 貯 め る

ポイントを 使う

ポイントをマイル等に移行する

メンバーシップ・リワードに登録されたすべてのカード会員様が、「メンバーシップ・リワード」のポイントを提携航空

パートナーのマイルやホテル・グループのポイントに移行できます。

さらに、「メンバーシップ・リワード・プラス」にご登録されたカード会員様は、ポイントの換算レートがアップし、通常3

年間のポイント有効期限が無期限になります。

＊「メンバーシップ・リワード・プラス」へのご登録には参加費年間3,300円（税込、2年目以降自動更新）が必要です。
＊ANAマイレージクラブヘのポイント移行には、別途「メンバーシップ・リワード・プラスANAコース」の参加費年間5,500円（税込、2年目以降自動更新）が必
要です。また、ポイント移行の上限は1年間（1月～12月）で80,000ポイント＝40,000マイル（メンバーシップ・リワード・プラスへのご登録の場合40,000ポ
イント＝40,000マイル）までとなります。
＊年末はポイント移行完了までに通常より時間がかかりますのでご了承ください。年度末に移行手続きを行い、新年度になって移行完了したポイントは翌年
度のポイントとして計上されます。
※ポイントは会員資格を喪失した場合無効となります。
※内容、利用条件につきましては、予告なく変更または中止させていただく場合がございますのでご了承ください。

アイテムの確認・交換は www.americanexpress.co.jp/mr
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ポイントをマイル等に移行

メンバーシップ・リワード参加登録申込書（コーポレート・カード会員専用）

メンバーシップ・リワードのポイントの移行を希望される方は提携航空パート
ナーまたはホテルグループ名、会員番号をご記入ください。
ANAへのポイント移行には別途参加費がかかります。詳細は表面にてご確認ください。

「メンバーシップ・リワード・プラス」への参加登録

「メンバーシップ・リワード・プラス」にご登録されたカード会員様は、ポイント
の換算レートがアップし、通常3年間のポイント有効期間が無期限になります。
ご希望の場合は　　印を付けてください。

メンバーシップ・リワードへの参加登録
「メンバーシップ・リワード・プラス」への参加登録を申し込みます。
年間3,300円（税込、2年目以降自動更新）

メンバーシップ・リワード参加登録を申し込みます。

20    年    月    日お申込日

フリガナ

*
※上1桁を除く14桁をご記入ください。

※上1桁を除く14桁をご記入ください。

コーポレート・カード会員番号

*

カード会員番号

カード刻印名（ローマ字）

会社名

ご連絡先電話番号

ご署名
＜メンバーシップ・リワード・プラスへご登録いただくと＞

*1 1,000ポイント単位で移行いただけます。
*2 2,500ポイント単位で移行いただけます。
*3 1,250ポイント単位で移行いただけます。
＜年間移行ポイント上限＞ANA：40,000ポイント＝40,000マイル

「メンバーシップ・リワード」への参加登録

　　　太枠で囲まれた事項をご記入ください。
メンバーシップ・リワードプログラム年会費として、4,400円（税込）を毎プログラム
年度開始時にご請求させていただきます。

ポイント移行（航空会社・ホテル）

*1 3,000ポイント単位で移行いただけます。
*2 2,000ポイント単位で移行いただけます。
＜年間移行ポイント上限＞ANA：80,000ポイント＝40,000マイル

申込書は必要事項をご記入後ファックスにてお送りください

メンバーシップ・リワードに関する詳細・特典交換のお申し込みは

ウェブサイトにて

www.americanexpress.co.jp/mr
※アイテム交換にはオンライン・サービスへの登録が必要です。

希望航空パートナー
または

ホテルグループ名

提携パートナーの
会員番号

希望航空パートナー
または

ホテルグループ名

提携パートナーの
会員番号

希望航空パートナー
または

ホテルグループ名

提携パートナーの
会員番号

希望航空パートナー
または

ホテルグループ名

提携パートナーの
会員番号

メンバーシップ・リワード・センター　FAX番号： （24時間受付）03-4540-6869

お電話にて

0120-974990（9：00 -17：00／土日祝休）

他のアメリカン・エキスプレスのカードをお持ちの方で、コーポレート・カードとのポイント
合算をご希望される方は、会員番号をご記入ください。なお、ポイント合算された場合、
獲得ポイントはコーポレート・カード以外のカードの「カードご利用代金明細書」にて
お知らせいたします。

※事前にご所属の法人からのご登録があった場合のみお申し込みいただけます。
※ポイントの加算は、メンバーシップ・リワードご登録後（弊社への申込書到着後約2週間
後）に開始されます。

マイル

ホテル

JAL : 3,000ポイント*1=1,000マイル
その他の提携航空パートナー：2,000ポイント*2=1,000マイル

2,000ポイント*2=1,250 Hオナーズ・ポイント　
990 Marriott BonvoyTM ポイント

マイル

ホテル

ANA：1,000ポイント*1 =1,000マイル
J A L：2,500ポイント*2 =1,000マイル
その他の提携航空パートナー：1,250ポイント*3=1,000マイル

1,000ポイント*1=1,250 Hオナーズ・ポイント　
990 Marriott BonvoyTM ポイント

本特典はコーポレート・カード会員様のみ対象です。
その他のカードをお持ちの方は対象外ですので、あらかじめご了承ください。
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アメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード・プログラム
会員規約 ̶ コーポレート・カード会員用 ̶
ご注意:アメリカン・エキスプレス・コーポレート・カード会員(会員番号の上5桁または6桁が3761-5、または3761‒74、3761-75、3761‒76、
3798-80のカードをお持ちの方)で、且つメンバーシップ・リワード・プログラムにご登録の方は、この会員規約が適用になりますのでこちらを
ご一読ください。もし、この会員規約に拘束されることにご同意いただけない場合は、直ちにメンバーシップ・リワード・センターまでご連絡
のうえ、登録申し込みをお取り消しください。

第1条(規約の目的) 
1.　この規約は、アメリカン・エキスプレス・カード・サービス事業
に関してアメリカン・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(日本支社)(以下、「当社」といいます。)が企
画・運営するメンバーシップ・リワード・プログラム(以下、
「プログラム」といいます。)において会員に提供される特典・
便益の内容及びカード会員がこの特典・便益を受けるための条件
を規定するものです。

2.　この規約は、アメリカン・エキスプレス・コーポレート・カード
会員規約(以下、「会員用規約」といいます。)に追加して適用さ
れます。別段の定めがない限り、会員用規約に定義されている用
語は、この規約においても同一の意義を有するものとします。

3.　当社は必要あると認めたときは、何時でもこの規約を変更する
ことができるとものとします。

第2条(対象カード及び対象会員) 
1.　当プログラムの対象となるカードは、当社が日本国内で発行する
アメリカン・エキスプレス・コーポレート・カードのうち、当該
法人会員から当社に対し、事前に参加するための登録があり、そ
の登録した法人会員に属するカードで当プログラムに登録された
コーポレート・カードを以下「対象カード」といいます。

2.　当プログラムの参加登録にあたっては、カード会員は当社所定の
登録申込書に必要事項を記入し、当社に提出するものとし、プロ
グラム年会費として4,400円（税込）を当社からの請求に従い、
通常のカード利用代金と同様に当社に支払うものとします。プロ
グラム年会費は登録後にお支払いいただくものとし、お支払いい
ただいたプログラム年会費は一切お返しできません。法人会員ま
たはカード会員から特段の連絡がない限り、当該登録は1年ごと
に自動更新されるものとします。

3.　当プログラムにおいて提供される特典・便益は、この規約に定め
るところにより、対象カードの利用額に応じて各カード会員に対
してのみ与えられます。

第3条(当プログラムの特典・便益)
当社は、対象カードの利用額に応じて次条に従い与えられるポイ
ントにより交換できる特典・便益を随時設定し変更できるものと
し、これを対象 のカードのカード会員に対し随時通知または公
表します。

第4条(ポイントの付与)
1.　対象カードの各利用毎に、当該利用金額100円につき1ポイント
が当該利用額を当社が処理した日の属するプログラム年度分とし
てカード会員の対象カードに累積されます。但し、当該請求書に
係る請求額全額の支払いがないときは、支払額の如何を問わず、
当該支払額はポイントの対象にならないものとします。また、付
与されたポイントは当社に属するものとし、カード会員はポイン
トについて所有権を有するものではありません。当社が指定する
特定の加盟店での利用代金については、当該金額200円につき1
ポイントが累積されます。

2.　前項のポイントの対象となるカード利用額には、対象カードによ
る物品・サービスの購入代金を含みます。但し、次のものは含ま
れません。 
(1)　遅延損害金
(2)　ギフトクーポンの購入代金(購入手数料を含みます。)
(3)　トラベラーズ・チェックの購入代金(購入手数料を含みます。) 
(4)　キャッシング・サービスの利用額
(5)　キャッシング・サービスに係る利息・手数料
(6)　対象カードの年会費、第2条の当プログラムの年会費、及び

第9条の「メンバーシップ・リワード・プラス」参加費
(7)　会社一括請求の航空運賃
(8)　会社一括請求の旅行代金Edyへのチャージおよび
(9)　Edy、モバイルSuica、SMART ICOCAへのチャージおよびこれら

の利用額
(10) 当社が指定する特定の加盟店での利用代金、その他、当社の特に

定める利用代金及び手数料
3.　各プログラム年度とは、対象カードのカード会員が所定の登録申込書
を提出し、当社が登録を認めた月の当社が定める日及びその翌暦年以
降の各暦年の応当日を起算日とする各1年間の期間をいいます。

4.　各プログラム年度において累積したポイントが年度末においてポイン
トが残存する場合、当該ポイントは、翌々プログラム年度の末日まで
これを特典・便益に交換することができるものとし、翌々プログラム
年度の末日までにその全部または一部が特典・便益に交換されなかっ
たときは、その残存するポイントは同日において失効するものとしま
す。

5.　前項の規定に拘らず、(1) 第9条の「メンバーシップ・リワード・プラ
ス」特典(従前の規約における「トラベラーズ特典」を含む)に、2004
年4月1日時点において登録している対象カード、および同日以降新規
に登録した対象カード、および、(2) 同日以降第7条に基づき特典交換
した対象カードの残存ポイントについては、失効しないものとしま
す。

6.　本条のポイント算定の対象となった利用額について、物品・サービス
の購入の取消等により利用額の調整があった場合、当該調整に応じそ
の時点のポイントの累積残高の調整を行います。海外での物品・サー
ビス購入時のタックス・リファンド手続きにより、対象カードに返金
が生じた場合も同様とします。

第5条(ポイントの合算)
1.　カード会員が本規約に定める対象カードのほかに一枚以上のアメリカ
ン・エキスプレスのカード(アメリカン・エキスプレス・カード、アメ
リカン・エキスプレス・ゴールド・カード等を含む。但し、当社所定
のものを除く。)を保有する場合において、当該会員から当社に対して
所定の様式による申し出があったときは、当該申し出に係る各カード
のポイントを合算することができます。この場合、合算したポイント
は当社の指定するカードについて累積したポイントとして取扱い、当
プログラム参加についてはこの規約を適用します。

2.　前項の会員は、所定の様式により当社に通知して前項の合算の取扱い
を何時でも解除することができます。この場合、解除の時までに生じ
たポイントは前項の指定に係るカードのポイントとし、解除の時以降
に生じるポイントは各カードのポイントといたします。

第6条(ポイント数の告知)
1.　当社はカード会員に対し、対象カード(前項第1項の合算が行われる場
合は、同条の指定に係るカードとします。)の利用額の各月の請求書に
おいて、当該請求書の締日の直近のポイント集計日現在のポイントの
状況を示します。

2.　カード会員は、当社のウェブサイトから何時でも対象カードに係るポ
イントの状況を照会することができます。

第7条(ポイントの特典・便益への交換)
1.　この規約に基づき特典・便益への交換が可能なポイント数を保有する
カード会員は、当該ポイントの全部または一部を使用して特典・便益
への交換を当社に対して申し出ることができます。この特典・便益に
はポイント移行、その他当社が別途定めるところによる一定の商品・
サービスの購入代金への充当を含みます。但し、法人会員または当該
カード会員の当社に対する債務に延滞がある場合、この申し出を行う
ことはできないものとします。

2.　前項の申し出に際し、カード会員は、当該申し出の日において有
効な特典・便益の中から希望するものを指定するものとします。
但し、当社が事情によりカード会員の希望する特典・便益が提供
できないときは、カード会員は他の特典・便益を希望し、また
は、前項の申し出を撤回することができます。カード会員から当
社に対して特典・便益への交換の申し出があった場合、当社は会
員の登録Eメールアドレス宛てに、申込み確認のメールを発信す
ることがあります。

3.　前項但し書に規定する場合を除き、第1項の申し出の取消しまた
は撤回をすることはできないものとします。また前二項の申し出
により受け取った特典・便益を他の特典・便益と取り替えること
はできません。

4.　当プログラムに基づく特典・便益として提供された物品・サービ
スの瑕疵または当該物品・サービスの提供に際して生じた事故に
関するクレームは、カード会員と当該物品・サービスを提供した
当プログラムの参加加盟店との間で処理するものとし、当社はこ
れについて一切責任を負いません。

5.　ポイントの特典・便益への交換移行があった場合、当該ポイント
の交換、交換した特典・便益の利用その他会員の当プログラムへ
の参加に関する事項について当社及びその関連会社は会員その他
の者に対して免責されるものとします。

6.　当プログラムの下で与えられるポイントまたはこれにより受ける
特典・便益について租税公課が課せられる場合、当該租税公課は
カード会員の負担といたします。

7.　当プログラムに基づく特典・便益として提供される物品・サービ
ス(第9条に基づき、各提携会社が提供する特典、便益を含みま
す。)については、旅行傷害保険、ショッピング・プロテクショ
ン等、カードの利用に通常付帯する特典・便益の提供はありませ
ん。

8.　当社が、当プログラムに基づく特典・便益として提供される物
品・サービス(第8条のリワード・クーポンを含む)をカード会員の
登録住所宛てに発送したにもかかわらず、当該会員の受領不能等
の理由によりカード会員に届けることができない場合、当社は
6ヶ月間保管の後、これを処分することができるものとします。
この場合、当該交換に使用したポイントが再び有効となることは
ありません。

第8条(リワード・クーポン) 
1.　前条の申し出において、カード会員がその希望する特典・便益と
して参加加盟店より物品・サービスの提供を無償で受けることの
できるリワード・クーポンを選択した場合、カード会員は当該
クーポンに記載する有効期間中に当該クーポンに記載する指示に
したがってこれを使用するものとします。リワード・クーポンを
紛失した場合または有効期間の満了その他の事由によりリワー
ド・クーポンが失効した場合、当社はこれについて一切責任を負
いません。

2.　カード会員がリワード・クーポンに記載する範囲を超えて参加加
盟店の物品・サービスを購入した場合、その代金はカード会員と
当該参加加盟店との間で精算するものとします。

第9条(ポイント移行) 
1.　カード会員が、参加航空会社、参加ホテル、その他等プログラム
に参加する提携会社(以下、「提携会社」といいます。)のフリー
クエント・フライヤー・プログラム、フリークエント・ステイ
ヤー・プログラム、またはその他のポイントプログラムに加入し
ている場合、当該会員は、この規約に基づき特典・便益への交換
が可能なポイントの全部または一部を、本条に定めるところに従
い、各提携会社が提供するプログラムの自己名義のプログラム口
座に移行することができます(以下、「ポイント移行」といいま
す。)

2.　ポイント移行にあたり、一部提携会社によっては別途参加費が必
要となる場合があります。ただし、第5条のポイントの合算が行
われる場合、同条の指定に係る対象カードのほかは、他の対象
カードについて本項の提携会社への参加費の支払いを要しないも
のとします。

3.　ポイント移行を希望するカード会員は、当社所定の手続きに従っ
て当社への申し込みを行っていただきます。移行の手続きに必要
な期間は、当社および各提携会社の定めるところによるものとし
ます。カード会員は、各提携会社の提供するプログラムに関する
規約を遵守するものとします。各提携会社の提供するプログラム

について各提携会社の課する会費等は、カード会員の負担としま
す。移行されたポイントおよび当該プログラムのその他の事項に
ついての各提携会社の行為については、当社は一切責任を負いませ
ん。各提携会社の当プログラムへの参加は予告なく変更されること
があります。一旦提携会社の提供するプログラムに移行されたポイ
ントは、当プログラムのポイントに戻すことはできません。
カード会員が海外にある提携会社へのポイント移行等を申し込まれ
る場合には、当該海外提携会社に対し申込内容の達成に必要最小限
の個人情報を提供します。当該海外提携会社の所在する外国の名
称、当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報お
よび当該海外提携会社が講ずる個人情報の保護のための措置に関す
る情報その他参考となる情報は当社のホームページをご確認くださ
い。

4.　この規約に基づき特典・便益に交換可能なポイントを各提携会社
の提供するプログラムに移行する際に適用される換算率、移行単
位および移行可能なポイントの上限(年間)については別紙1-1に規
定する通りとします。

5.　前項の規定にかかわらず、当社が別途提供する「メンバーシップ・
リワード・プラス」特典に登録しているカード会員は、別紙 1-2 に
規定するより有利な条件でポイント移行ができるものとします。
同特典への登録にあたっては、カード会員は当社所定の登録手続
きに従うものとし、特典参加費として毎年 3,300 円（税込）を当社
からの請求に従い通常のカード利用代金と同様に当社に支払うも
のとします。特典参加費は登録後にお支払いいただくものとし、お
支払いいただいた特典参加費は理由のいかんを問わずお返ししま
せん。カード会員から特段の連絡がない限り、当該登録は 1 年ごと
に自動更新されるものとします。同特典への登録日までに累積し
たポイントおよび登録中に累積されたポイントで、この規約に基
づき特典・便益に交換可能なものは、本項の規定に基づき移行す
ることができます。同特典に登録中に累積したポイントであって
も、ポイント移行時に同特典への登録が無い場合には本項の適用
はありません。同特典への登録への有無により、ポイント移行以外
の特典・便益への交換においても異なる取り扱いがなされること
があります。

6.　当社は、随時別紙1-1および別紙1-2を変更することにより、ポイ
ント移行に関する換算率、移行単位および移行可能なポイントの
上限(年間)を変更することができるものとします。

第10条(当プログラムの参加資格の終了および参加取消)
1.　対象カード会員資格が事由の如何に拘らず終了した場合、その時
点までに当該カードについて累積したポイントはそのカード会員
資格終了時において失効するものとします。

2.　前項に拘らず、カード会員の対象カードが同法人会員の他のア
メリカン・エキスプレス・コーポレート・カードに切り替えられ 
た場合、切り替え前の対象カードについて累積したポイントは切
り替え後のアメリカン・エキスプレス・コーポレート・カードの
ポイントとして引き続き有効とします。

3.　第5条に基づくポイントの合算が行われている場合において、同
条第1項の当社指定のカード以外のアメリカン・エキスプレスの
カードについてカード会員の会員資格が当該カード会員の責に帰
すべき事由により終了したときは、同項の規定に拘らず、当該失
効カードの利用額について累積した当該指定カードのポイントは
当該カード会員資格の終了時において失効するものとします。

4.　法人会員が当プログラムの参加登録について取消を希望する場合
は、当社に対し、当プログラムの取消を30日前までに所定の様式
の書面にて、当社に提出するものとし、法人会員は同時にカード
会員へも通知するものとする。カード会員はその書面記載の取消
日をもって、当プログラムの参加資格を失うものとします。

5.　カード会員が当プログラム参加登録の取消を希望する場合は、所
定の方法にしたがって当社に通知するものとします。カード会員
はこの参加登録取消をもって当プログラムの参加資格を失うもの
とします。ただし、前項の場合は、カード会員からの取消の通知
は要しないものとします。

第11条(当プログラムの中止等)
1.　当社は、その事業上の必要により、何時でも当プログラムを中止
することができるものとします。この場合、当社はその適当と認
める方法により予めその旨をカード会員に通知いたします。

2.　この規約に基づき交換できる特典・便益の内容は、当社の裁量に
より何時でもこれを変更することができるものとします。

3.　第9条に定める特典参加費のほか、当社が必要と認めるときは、
特別の特典参加費等をお支払いいただくことがあります。

第12条(ポイントに係る紛議等)
1.　この規約の下で与えられる対象カードのポイントは当該対象カー
ドのカード会員に限って与えられるものであり、これを他のカー
ド会員その他の者に譲渡することはできません。

2.　対象カードのポイントは金銭的な価値を有するものではなく、こ
の規約に従って特典・便益と交換するために使用されるほか、如
何なる場合も、当社はこれを買い取ったり、またはこれを見返り
に支払をすることはありません。

3.　当プログラムへの参加資格、ポイントの有効性、有効なポイント
数またはポイント移行に関する疑義その他当プログラムの運営に
関して生ずる疑義は、当社の裁量により決するところによるもの
とします。

4.　当プログラムへの参加またはその利用に際してカード会員に不正
または不当な行為があったときは、当社は何時でも当該会員の当
プログラムへの参加資格を取り消すことができるものとし、この
場合、その取消の時までに累積したポイントはすべて失効するも
のとします。

5.　この規約に明示するもののほか、当社は当プログラムの運営に関
してカード会員その他の者に対し何らの責任を負うものではない
ものとします。

6.　当プログラムの運営に関して当社がこの規約の条項に従った処理
怠った場合においても、当該条項の効力に何ら影響するものでは
なく、当該条項は引き続きそのまま効力を有するものとします。

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



第1条(規約の目的) 
1.　この規約は、アメリカン・エキスプレス・カード・サービス事業
に関してアメリカン・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(日本支社)(以下、「当社」といいます。)が企
画・運営するメンバーシップ・リワード・プログラム(以下、
「プログラム」といいます。)において会員に提供される特典・
便益の内容及びカード会員がこの特典・便益を受けるための条件
を規定するものです。

2.　この規約は、アメリカン・エキスプレス・コーポレート・カード
会員規約(以下、「会員用規約」といいます。)に追加して適用さ
れます。別段の定めがない限り、会員用規約に定義されている用
語は、この規約においても同一の意義を有するものとします。

3.　当社は必要あると認めたときは、何時でもこの規約を変更する
ことができるとものとします。

第2条(対象カード及び対象会員) 
1.　当プログラムの対象となるカードは、当社が日本国内で発行する
アメリカン・エキスプレス・コーポレート・カードのうち、当該
法人会員から当社に対し、事前に参加するための登録があり、そ
の登録した法人会員に属するカードで当プログラムに登録された
コーポレート・カードを以下「対象カード」といいます。

2.　当プログラムの参加登録にあたっては、カード会員は当社所定の
登録申込書に必要事項を記入し、当社に提出するものとし、プロ
グラム年会費として4,400円（税込）を当社からの請求に従い、
通常のカード利用代金と同様に当社に支払うものとします。プロ
グラム年会費は登録後にお支払いいただくものとし、お支払いい
ただいたプログラム年会費は一切お返しできません。法人会員ま
たはカード会員から特段の連絡がない限り、当該登録は1年ごと
に自動更新されるものとします。

3.　当プログラムにおいて提供される特典・便益は、この規約に定め
るところにより、対象カードの利用額に応じて各カード会員に対
してのみ与えられます。

第3条(当プログラムの特典・便益)
当社は、対象カードの利用額に応じて次条に従い与えられるポイ
ントにより交換できる特典・便益を随時設定し変更できるものと
し、これを対象 のカードのカード会員に対し随時通知または公
表します。

第4条(ポイントの付与)
1.　対象カードの各利用毎に、当該利用金額100円につき1ポイント
が当該利用額を当社が処理した日の属するプログラム年度分とし
てカード会員の対象カードに累積されます。但し、当該請求書に
係る請求額全額の支払いがないときは、支払額の如何を問わず、
当該支払額はポイントの対象にならないものとします。また、付
与されたポイントは当社に属するものとし、カード会員はポイン
トについて所有権を有するものではありません。当社が指定する
特定の加盟店での利用代金については、当該金額200円につき1
ポイントが累積されます。

2.　前項のポイントの対象となるカード利用額には、対象カードによ
る物品・サービスの購入代金を含みます。但し、次のものは含ま
れません。 
(1)　遅延損害金
(2)　ギフトクーポンの購入代金(購入手数料を含みます。)
(3)　トラベラーズ・チェックの購入代金(購入手数料を含みます。) 
(4)　キャッシング・サービスの利用額
(5)　キャッシング・サービスに係る利息・手数料
(6)　対象カードの年会費、第2条の当プログラムの年会費、及び

第9条の「メンバーシップ・リワード・プラス」参加費
(7)　会社一括請求の航空運賃
(8)　会社一括請求の旅行代金Edyへのチャージおよび
(9)　Edy、モバイルSuica、SMART ICOCAへのチャージおよびこれら

の利用額
(10) 当社が指定する特定の加盟店での利用代金、その他、当社の特に

定める利用代金及び手数料
3.　各プログラム年度とは、対象カードのカード会員が所定の登録申込書
を提出し、当社が登録を認めた月の当社が定める日及びその翌暦年以
降の各暦年の応当日を起算日とする各1年間の期間をいいます。

4.　各プログラム年度において累積したポイントが年度末においてポイン
トが残存する場合、当該ポイントは、翌々プログラム年度の末日まで
これを特典・便益に交換することができるものとし、翌々プログラム
年度の末日までにその全部または一部が特典・便益に交換されなかっ
たときは、その残存するポイントは同日において失効するものとしま
す。

5.　前項の規定に拘らず、(1) 第9条の「メンバーシップ・リワード・プラ
ス」特典(従前の規約における「トラベラーズ特典」を含む)に、2004
年4月1日時点において登録している対象カード、および同日以降新規
に登録した対象カード、および、(2) 同日以降第7条に基づき特典交換
した対象カードの残存ポイントについては、失効しないものとしま
す。

6.　本条のポイント算定の対象となった利用額について、物品・サービス
の購入の取消等により利用額の調整があった場合、当該調整に応じそ
の時点のポイントの累積残高の調整を行います。海外での物品・サー
ビス購入時のタックス・リファンド手続きにより、対象カードに返金
が生じた場合も同様とします。

第5条(ポイントの合算)
1.　カード会員が本規約に定める対象カードのほかに一枚以上のアメリカ
ン・エキスプレスのカード(アメリカン・エキスプレス・カード、アメ
リカン・エキスプレス・ゴールド・カード等を含む。但し、当社所定
のものを除く。)を保有する場合において、当該会員から当社に対して
所定の様式による申し出があったときは、当該申し出に係る各カード
のポイントを合算することができます。この場合、合算したポイント
は当社の指定するカードについて累積したポイントとして取扱い、当
プログラム参加についてはこの規約を適用します。

2.　前項の会員は、所定の様式により当社に通知して前項の合算の取扱い
を何時でも解除することができます。この場合、解除の時までに生じ
たポイントは前項の指定に係るカードのポイントとし、解除の時以降
に生じるポイントは各カードのポイントといたします。

第6条(ポイント数の告知)
1.　当社はカード会員に対し、対象カード(前項第1項の合算が行われる場
合は、同条の指定に係るカードとします。)の利用額の各月の請求書に
おいて、当該請求書の締日の直近のポイント集計日現在のポイントの
状況を示します。

2.　カード会員は、当社のウェブサイトから何時でも対象カードに係るポ
イントの状況を照会することができます。

第7条(ポイントの特典・便益への交換)
1.　この規約に基づき特典・便益への交換が可能なポイント数を保有する
カード会員は、当該ポイントの全部または一部を使用して特典・便益
への交換を当社に対して申し出ることができます。この特典・便益に
はポイント移行、その他当社が別途定めるところによる一定の商品・
サービスの購入代金への充当を含みます。但し、法人会員または当該
カード会員の当社に対する債務に延滞がある場合、この申し出を行う
ことはできないものとします。

2.　前項の申し出に際し、カード会員は、当該申し出の日において有
効な特典・便益の中から希望するものを指定するものとします。
但し、当社が事情によりカード会員の希望する特典・便益が提供
できないときは、カード会員は他の特典・便益を希望し、また
は、前項の申し出を撤回することができます。カード会員から当
社に対して特典・便益への交換の申し出があった場合、当社は会
員の登録Eメールアドレス宛てに、申込み確認のメールを発信す
ることがあります。

3.　前項但し書に規定する場合を除き、第1項の申し出の取消しまた
は撤回をすることはできないものとします。また前二項の申し出
により受け取った特典・便益を他の特典・便益と取り替えること
はできません。

4.　当プログラムに基づく特典・便益として提供された物品・サービ
スの瑕疵または当該物品・サービスの提供に際して生じた事故に
関するクレームは、カード会員と当該物品・サービスを提供した
当プログラムの参加加盟店との間で処理するものとし、当社はこ
れについて一切責任を負いません。

5.　ポイントの特典・便益への交換移行があった場合、当該ポイント
の交換、交換した特典・便益の利用その他会員の当プログラムへ
の参加に関する事項について当社及びその関連会社は会員その他
の者に対して免責されるものとします。

6.　当プログラムの下で与えられるポイントまたはこれにより受ける
特典・便益について租税公課が課せられる場合、当該租税公課は
カード会員の負担といたします。

7.　当プログラムに基づく特典・便益として提供される物品・サービ
ス(第9条に基づき、各提携会社が提供する特典、便益を含みま
す。)については、旅行傷害保険、ショッピング・プロテクショ
ン等、カードの利用に通常付帯する特典・便益の提供はありませ
ん。

8.　当社が、当プログラムに基づく特典・便益として提供される物
品・サービス(第8条のリワード・クーポンを含む)をカード会員の
登録住所宛てに発送したにもかかわらず、当該会員の受領不能等
の理由によりカード会員に届けることができない場合、当社は
6ヶ月間保管の後、これを処分することができるものとします。
この場合、当該交換に使用したポイントが再び有効となることは
ありません。

第8条(リワード・クーポン) 
1.　前条の申し出において、カード会員がその希望する特典・便益と
して参加加盟店より物品・サービスの提供を無償で受けることの
できるリワード・クーポンを選択した場合、カード会員は当該
クーポンに記載する有効期間中に当該クーポンに記載する指示に
したがってこれを使用するものとします。リワード・クーポンを
紛失した場合または有効期間の満了その他の事由によりリワー
ド・クーポンが失効した場合、当社はこれについて一切責任を負
いません。

2.　カード会員がリワード・クーポンに記載する範囲を超えて参加加
盟店の物品・サービスを購入した場合、その代金はカード会員と
当該参加加盟店との間で精算するものとします。

第9条(ポイント移行) 
1.　カード会員が、参加航空会社、参加ホテル、その他等プログラム
に参加する提携会社(以下、「提携会社」といいます。)のフリー
クエント・フライヤー・プログラム、フリークエント・ステイ
ヤー・プログラム、またはその他のポイントプログラムに加入し
ている場合、当該会員は、この規約に基づき特典・便益への交換
が可能なポイントの全部または一部を、本条に定めるところに従
い、各提携会社が提供するプログラムの自己名義のプログラム口
座に移行することができます(以下、「ポイント移行」といいま
す。)

2.　ポイント移行にあたり、一部提携会社によっては別途参加費が必
要となる場合があります。ただし、第5条のポイントの合算が行
われる場合、同条の指定に係る対象カードのほかは、他の対象
カードについて本項の提携会社への参加費の支払いを要しないも
のとします。

3.　ポイント移行を希望するカード会員は、当社所定の手続きに従っ
て当社への申し込みを行っていただきます。移行の手続きに必要
な期間は、当社および各提携会社の定めるところによるものとし
ます。カード会員は、各提携会社の提供するプログラムに関する
規約を遵守するものとします。各提携会社の提供するプログラム

について各提携会社の課する会費等は、カード会員の負担としま
す。移行されたポイントおよび当該プログラムのその他の事項に
ついての各提携会社の行為については、当社は一切責任を負いませ
ん。各提携会社の当プログラムへの参加は予告なく変更されること
があります。一旦提携会社の提供するプログラムに移行されたポイ
ントは、当プログラムのポイントに戻すことはできません。
カード会員が海外にある提携会社へのポイント移行等を申し込まれ
る場合には、当該海外提携会社に対し申込内容の達成に必要最小限
の個人情報を提供します。当該海外提携会社の所在する外国の名
称、当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報お
よび当該海外提携会社が講ずる個人情報の保護のための措置に関す
る情報その他参考となる情報は当社のホームページをご確認くださ
い。

4.　この規約に基づき特典・便益に交換可能なポイントを各提携会社
の提供するプログラムに移行する際に適用される換算率、移行単
位および移行可能なポイントの上限(年間)については別紙1-1に規
定する通りとします。

5.　前項の規定にかかわらず、当社が別途提供する「メンバーシップ・
リワード・プラス」特典に登録しているカード会員は、別紙 1-2 に
規定するより有利な条件でポイント移行ができるものとします。
同特典への登録にあたっては、カード会員は当社所定の登録手続
きに従うものとし、特典参加費として毎年 3,300 円（税込）を当社
からの請求に従い通常のカード利用代金と同様に当社に支払うも
のとします。特典参加費は登録後にお支払いいただくものとし、お
支払いいただいた特典参加費は理由のいかんを問わずお返ししま
せん。カード会員から特段の連絡がない限り、当該登録は 1 年ごと
に自動更新されるものとします。同特典への登録日までに累積し
たポイントおよび登録中に累積されたポイントで、この規約に基
づき特典・便益に交換可能なものは、本項の規定に基づき移行す
ることができます。同特典に登録中に累積したポイントであって
も、ポイント移行時に同特典への登録が無い場合には本項の適用
はありません。同特典への登録への有無により、ポイント移行以外
の特典・便益への交換においても異なる取り扱いがなされること
があります。

6.　当社は、随時別紙1-1および別紙1-2を変更することにより、ポイ
ント移行に関する換算率、移行単位および移行可能なポイントの
上限(年間)を変更することができるものとします。

第10条(当プログラムの参加資格の終了および参加取消)
1.　対象カード会員資格が事由の如何に拘らず終了した場合、その時
点までに当該カードについて累積したポイントはそのカード会員
資格終了時において失効するものとします。

2.　前項に拘らず、カード会員の対象カードが同法人会員の他のア
メリカン・エキスプレス・コーポレート・カードに切り替えられ 
た場合、切り替え前の対象カードについて累積したポイントは切
り替え後のアメリカン・エキスプレス・コーポレート・カードの
ポイントとして引き続き有効とします。

3.　第5条に基づくポイントの合算が行われている場合において、同
条第1項の当社指定のカード以外のアメリカン・エキスプレスの
カードについてカード会員の会員資格が当該カード会員の責に帰
すべき事由により終了したときは、同項の規定に拘らず、当該失
効カードの利用額について累積した当該指定カードのポイントは
当該カード会員資格の終了時において失効するものとします。

4.　法人会員が当プログラムの参加登録について取消を希望する場合
は、当社に対し、当プログラムの取消を30日前までに所定の様式
の書面にて、当社に提出するものとし、法人会員は同時にカード
会員へも通知するものとする。カード会員はその書面記載の取消
日をもって、当プログラムの参加資格を失うものとします。

5.　カード会員が当プログラム参加登録の取消を希望する場合は、所
定の方法にしたがって当社に通知するものとします。カード会員
はこの参加登録取消をもって当プログラムの参加資格を失うもの
とします。ただし、前項の場合は、カード会員からの取消の通知
は要しないものとします。

第11条(当プログラムの中止等)
1.　当社は、その事業上の必要により、何時でも当プログラムを中止
することができるものとします。この場合、当社はその適当と認
める方法により予めその旨をカード会員に通知いたします。

2.　この規約に基づき交換できる特典・便益の内容は、当社の裁量に
より何時でもこれを変更することができるものとします。

3.　第9条に定める特典参加費のほか、当社が必要と認めるときは、
特別の特典参加費等をお支払いいただくことがあります。

第12条(ポイントに係る紛議等)
1.　この規約の下で与えられる対象カードのポイントは当該対象カー
ドのカード会員に限って与えられるものであり、これを他のカー
ド会員その他の者に譲渡することはできません。

2.　対象カードのポイントは金銭的な価値を有するものではなく、こ
の規約に従って特典・便益と交換するために使用されるほか、如
何なる場合も、当社はこれを買い取ったり、またはこれを見返り
に支払をすることはありません。

3.　当プログラムへの参加資格、ポイントの有効性、有効なポイント
数またはポイント移行に関する疑義その他当プログラムの運営に
関して生ずる疑義は、当社の裁量により決するところによるもの
とします。

4.　当プログラムへの参加またはその利用に際してカード会員に不正
または不当な行為があったときは、当社は何時でも当該会員の当
プログラムへの参加資格を取り消すことができるものとし、この
場合、その取消の時までに累積したポイントはすべて失効するも
のとします。

5.　この規約に明示するもののほか、当社は当プログラムの運営に関
してカード会員その他の者に対し何らの責任を負うものではない
ものとします。

6.　当プログラムの運営に関して当社がこの規約の条項に従った処理
怠った場合においても、当該条項の効力に何ら影響するものでは
なく、当該条項は引き続きそのまま効力を有するものとします。

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



第1条(規約の目的) 
1.　この規約は、アメリカン・エキスプレス・カード・サービス事業
に関してアメリカン・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(日本支社)(以下、「当社」といいます。)が企
画・運営するメンバーシップ・リワード・プログラム(以下、
「プログラム」といいます。)において会員に提供される特典・
便益の内容及びカード会員がこの特典・便益を受けるための条件
を規定するものです。

2.　この規約は、アメリカン・エキスプレス・コーポレート・カード
会員規約(以下、「会員用規約」といいます。)に追加して適用さ
れます。別段の定めがない限り、会員用規約に定義されている用
語は、この規約においても同一の意義を有するものとします。

3.　当社は必要あると認めたときは、何時でもこの規約を変更する
ことができるとものとします。

第2条(対象カード及び対象会員) 
1.　当プログラムの対象となるカードは、当社が日本国内で発行する
アメリカン・エキスプレス・コーポレート・カードのうち、当該
法人会員から当社に対し、事前に参加するための登録があり、そ
の登録した法人会員に属するカードで当プログラムに登録された
コーポレート・カードを以下「対象カード」といいます。

2.　当プログラムの参加登録にあたっては、カード会員は当社所定の
登録申込書に必要事項を記入し、当社に提出するものとし、プロ
グラム年会費として4,400円（税込）を当社からの請求に従い、
通常のカード利用代金と同様に当社に支払うものとします。プロ
グラム年会費は登録後にお支払いいただくものとし、お支払いい
ただいたプログラム年会費は一切お返しできません。法人会員ま
たはカード会員から特段の連絡がない限り、当該登録は1年ごと
に自動更新されるものとします。

3.　当プログラムにおいて提供される特典・便益は、この規約に定め
るところにより、対象カードの利用額に応じて各カード会員に対
してのみ与えられます。

第3条(当プログラムの特典・便益)
当社は、対象カードの利用額に応じて次条に従い与えられるポイ
ントにより交換できる特典・便益を随時設定し変更できるものと
し、これを対象 のカードのカード会員に対し随時通知または公
表します。

第4条(ポイントの付与)
1.　対象カードの各利用毎に、当該利用金額100円につき1ポイント
が当該利用額を当社が処理した日の属するプログラム年度分とし
てカード会員の対象カードに累積されます。但し、当該請求書に
係る請求額全額の支払いがないときは、支払額の如何を問わず、
当該支払額はポイントの対象にならないものとします。また、付
与されたポイントは当社に属するものとし、カード会員はポイン
トについて所有権を有するものではありません。当社が指定する
特定の加盟店での利用代金については、当該金額200円につき1
ポイントが累積されます。

2.　前項のポイントの対象となるカード利用額には、対象カードによ
る物品・サービスの購入代金を含みます。但し、次のものは含ま
れません。 
(1)　遅延損害金
(2)　ギフトクーポンの購入代金(購入手数料を含みます。)
(3)　トラベラーズ・チェックの購入代金(購入手数料を含みます。) 
(4)　キャッシング・サービスの利用額
(5)　キャッシング・サービスに係る利息・手数料
(6)　対象カードの年会費、第2条の当プログラムの年会費、及び

第9条の「メンバーシップ・リワード・プラス」参加費
(7)　会社一括請求の航空運賃
(8)　会社一括請求の旅行代金Edyへのチャージおよび
(9)　Edy、モバイルSuica、SMART ICOCAへのチャージおよびこれら

の利用額
(10) 当社が指定する特定の加盟店での利用代金、その他、当社の特に

定める利用代金及び手数料
3.　各プログラム年度とは、対象カードのカード会員が所定の登録申込書
を提出し、当社が登録を認めた月の当社が定める日及びその翌暦年以
降の各暦年の応当日を起算日とする各1年間の期間をいいます。

4.　各プログラム年度において累積したポイントが年度末においてポイン
トが残存する場合、当該ポイントは、翌々プログラム年度の末日まで
これを特典・便益に交換することができるものとし、翌々プログラム
年度の末日までにその全部または一部が特典・便益に交換されなかっ
たときは、その残存するポイントは同日において失効するものとしま
す。

5.　前項の規定に拘らず、(1) 第9条の「メンバーシップ・リワード・プラ
ス」特典(従前の規約における「トラベラーズ特典」を含む)に、2004
年4月1日時点において登録している対象カード、および同日以降新規
に登録した対象カード、および、(2) 同日以降第7条に基づき特典交換
した対象カードの残存ポイントについては、失効しないものとしま
す。

6.　本条のポイント算定の対象となった利用額について、物品・サービス
の購入の取消等により利用額の調整があった場合、当該調整に応じそ
の時点のポイントの累積残高の調整を行います。海外での物品・サー
ビス購入時のタックス・リファンド手続きにより、対象カードに返金
が生じた場合も同様とします。

第5条(ポイントの合算)
1.　カード会員が本規約に定める対象カードのほかに一枚以上のアメリカ
ン・エキスプレスのカード(アメリカン・エキスプレス・カード、アメ
リカン・エキスプレス・ゴールド・カード等を含む。但し、当社所定
のものを除く。)を保有する場合において、当該会員から当社に対して
所定の様式による申し出があったときは、当該申し出に係る各カード
のポイントを合算することができます。この場合、合算したポイント
は当社の指定するカードについて累積したポイントとして取扱い、当
プログラム参加についてはこの規約を適用します。

2.　前項の会員は、所定の様式により当社に通知して前項の合算の取扱い
を何時でも解除することができます。この場合、解除の時までに生じ
たポイントは前項の指定に係るカードのポイントとし、解除の時以降
に生じるポイントは各カードのポイントといたします。

第6条(ポイント数の告知)
1.　当社はカード会員に対し、対象カード(前項第1項の合算が行われる場
合は、同条の指定に係るカードとします。)の利用額の各月の請求書に
おいて、当該請求書の締日の直近のポイント集計日現在のポイントの
状況を示します。

2.　カード会員は、当社のウェブサイトから何時でも対象カードに係るポ
イントの状況を照会することができます。

第7条(ポイントの特典・便益への交換)
1.　この規約に基づき特典・便益への交換が可能なポイント数を保有する
カード会員は、当該ポイントの全部または一部を使用して特典・便益
への交換を当社に対して申し出ることができます。この特典・便益に
はポイント移行、その他当社が別途定めるところによる一定の商品・
サービスの購入代金への充当を含みます。但し、法人会員または当該
カード会員の当社に対する債務に延滞がある場合、この申し出を行う
ことはできないものとします。

2.　前項の申し出に際し、カード会員は、当該申し出の日において有
効な特典・便益の中から希望するものを指定するものとします。
但し、当社が事情によりカード会員の希望する特典・便益が提供
できないときは、カード会員は他の特典・便益を希望し、また
は、前項の申し出を撤回することができます。カード会員から当
社に対して特典・便益への交換の申し出があった場合、当社は会
員の登録Eメールアドレス宛てに、申込み確認のメールを発信す
ることがあります。

3.　前項但し書に規定する場合を除き、第1項の申し出の取消しまた
は撤回をすることはできないものとします。また前二項の申し出
により受け取った特典・便益を他の特典・便益と取り替えること
はできません。

4.　当プログラムに基づく特典・便益として提供された物品・サービ
スの瑕疵または当該物品・サービスの提供に際して生じた事故に
関するクレームは、カード会員と当該物品・サービスを提供した
当プログラムの参加加盟店との間で処理するものとし、当社はこ
れについて一切責任を負いません。

5.　ポイントの特典・便益への交換移行があった場合、当該ポイント
の交換、交換した特典・便益の利用その他会員の当プログラムへ
の参加に関する事項について当社及びその関連会社は会員その他
の者に対して免責されるものとします。

6.　当プログラムの下で与えられるポイントまたはこれにより受ける
特典・便益について租税公課が課せられる場合、当該租税公課は
カード会員の負担といたします。

7.　当プログラムに基づく特典・便益として提供される物品・サービ
ス(第9条に基づき、各提携会社が提供する特典、便益を含みま
す。)については、旅行傷害保険、ショッピング・プロテクショ
ン等、カードの利用に通常付帯する特典・便益の提供はありませ
ん。

8.　当社が、当プログラムに基づく特典・便益として提供される物
品・サービス(第8条のリワード・クーポンを含む)をカード会員の
登録住所宛てに発送したにもかかわらず、当該会員の受領不能等
の理由によりカード会員に届けることができない場合、当社は
6ヶ月間保管の後、これを処分することができるものとします。
この場合、当該交換に使用したポイントが再び有効となることは
ありません。

第8条(リワード・クーポン) 
1.　前条の申し出において、カード会員がその希望する特典・便益と
して参加加盟店より物品・サービスの提供を無償で受けることの
できるリワード・クーポンを選択した場合、カード会員は当該
クーポンに記載する有効期間中に当該クーポンに記載する指示に
したがってこれを使用するものとします。リワード・クーポンを
紛失した場合または有効期間の満了その他の事由によりリワー
ド・クーポンが失効した場合、当社はこれについて一切責任を負
いません。

2.　カード会員がリワード・クーポンに記載する範囲を超えて参加加
盟店の物品・サービスを購入した場合、その代金はカード会員と
当該参加加盟店との間で精算するものとします。

第9条(ポイント移行) 
1.　カード会員が、参加航空会社、参加ホテル、その他等プログラム
に参加する提携会社(以下、「提携会社」といいます。)のフリー
クエント・フライヤー・プログラム、フリークエント・ステイ
ヤー・プログラム、またはその他のポイントプログラムに加入し
ている場合、当該会員は、この規約に基づき特典・便益への交換
が可能なポイントの全部または一部を、本条に定めるところに従
い、各提携会社が提供するプログラムの自己名義のプログラム口
座に移行することができます(以下、「ポイント移行」といいま
す。)

2.　ポイント移行にあたり、一部提携会社によっては別途参加費が必
要となる場合があります。ただし、第5条のポイントの合算が行
われる場合、同条の指定に係る対象カードのほかは、他の対象
カードについて本項の提携会社への参加費の支払いを要しないも
のとします。

3.　ポイント移行を希望するカード会員は、当社所定の手続きに従っ
て当社への申し込みを行っていただきます。移行の手続きに必要
な期間は、当社および各提携会社の定めるところによるものとし
ます。カード会員は、各提携会社の提供するプログラムに関する
規約を遵守するものとします。各提携会社の提供するプログラム

について各提携会社の課する会費等は、カード会員の負担としま
す。移行されたポイントおよび当該プログラムのその他の事項に
ついての各提携会社の行為については、当社は一切責任を負いませ
ん。各提携会社の当プログラムへの参加は予告なく変更されること
があります。一旦提携会社の提供するプログラムに移行されたポイ
ントは、当プログラムのポイントに戻すことはできません。
カード会員が海外にある提携会社へのポイント移行等を申し込まれ
る場合には、当該海外提携会社に対し申込内容の達成に必要最小限
の個人情報を提供します。当該海外提携会社の所在する外国の名
称、当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報お
よび当該海外提携会社が講ずる個人情報の保護のための措置に関す
る情報その他参考となる情報は当社のホームページをご確認くださ
い。

4.　この規約に基づき特典・便益に交換可能なポイントを各提携会社
の提供するプログラムに移行する際に適用される換算率、移行単
位および移行可能なポイントの上限(年間)については別紙1-1に規
定する通りとします。

5.　前項の規定にかかわらず、当社が別途提供する「メンバーシップ・
リワード・プラス」特典に登録しているカード会員は、別紙 1-2 に
規定するより有利な条件でポイント移行ができるものとします。
同特典への登録にあたっては、カード会員は当社所定の登録手続
きに従うものとし、特典参加費として毎年 3,300 円（税込）を当社
からの請求に従い通常のカード利用代金と同様に当社に支払うも
のとします。特典参加費は登録後にお支払いいただくものとし、お
支払いいただいた特典参加費は理由のいかんを問わずお返ししま
せん。カード会員から特段の連絡がない限り、当該登録は 1 年ごと
に自動更新されるものとします。同特典への登録日までに累積し
たポイントおよび登録中に累積されたポイントで、この規約に基
づき特典・便益に交換可能なものは、本項の規定に基づき移行す
ることができます。同特典に登録中に累積したポイントであって
も、ポイント移行時に同特典への登録が無い場合には本項の適用
はありません。同特典への登録への有無により、ポイント移行以外
の特典・便益への交換においても異なる取り扱いがなされること
があります。

6.　当社は、随時別紙1-1および別紙1-2を変更することにより、ポイ
ント移行に関する換算率、移行単位および移行可能なポイントの
上限(年間)を変更することができるものとします。

第10条(当プログラムの参加資格の終了および参加取消)
1.　対象カード会員資格が事由の如何に拘らず終了した場合、その時
点までに当該カードについて累積したポイントはそのカード会員
資格終了時において失効するものとします。

2.　前項に拘らず、カード会員の対象カードが同法人会員の他のア
メリカン・エキスプレス・コーポレート・カードに切り替えられ 
た場合、切り替え前の対象カードについて累積したポイントは切
り替え後のアメリカン・エキスプレス・コーポレート・カードの
ポイントとして引き続き有効とします。

3.　第5条に基づくポイントの合算が行われている場合において、同
条第1項の当社指定のカード以外のアメリカン・エキスプレスの
カードについてカード会員の会員資格が当該カード会員の責に帰
すべき事由により終了したときは、同項の規定に拘らず、当該失
効カードの利用額について累積した当該指定カードのポイントは
当該カード会員資格の終了時において失効するものとします。

4.　法人会員が当プログラムの参加登録について取消を希望する場合
は、当社に対し、当プログラムの取消を30日前までに所定の様式
の書面にて、当社に提出するものとし、法人会員は同時にカード
会員へも通知するものとする。カード会員はその書面記載の取消
日をもって、当プログラムの参加資格を失うものとします。

5.　カード会員が当プログラム参加登録の取消を希望する場合は、所
定の方法にしたがって当社に通知するものとします。カード会員
はこの参加登録取消をもって当プログラムの参加資格を失うもの
とします。ただし、前項の場合は、カード会員からの取消の通知
は要しないものとします。

第11条(当プログラムの中止等)
1.　当社は、その事業上の必要により、何時でも当プログラムを中止
することができるものとします。この場合、当社はその適当と認
める方法により予めその旨をカード会員に通知いたします。

2.　この規約に基づき交換できる特典・便益の内容は、当社の裁量に
より何時でもこれを変更することができるものとします。

3.　第9条に定める特典参加費のほか、当社が必要と認めるときは、
特別の特典参加費等をお支払いいただくことがあります。

第12条(ポイントに係る紛議等)
1.　この規約の下で与えられる対象カードのポイントは当該対象カー
ドのカード会員に限って与えられるものであり、これを他のカー
ド会員その他の者に譲渡することはできません。

2.　対象カードのポイントは金銭的な価値を有するものではなく、こ
の規約に従って特典・便益と交換するために使用されるほか、如
何なる場合も、当社はこれを買い取ったり、またはこれを見返り
に支払をすることはありません。

3.　当プログラムへの参加資格、ポイントの有効性、有効なポイント
数またはポイント移行に関する疑義その他当プログラムの運営に
関して生ずる疑義は、当社の裁量により決するところによるもの
とします。

4.　当プログラムへの参加またはその利用に際してカード会員に不正
または不当な行為があったときは、当社は何時でも当該会員の当
プログラムへの参加資格を取り消すことができるものとし、この
場合、その取消の時までに累積したポイントはすべて失効するも
のとします。

5.　この規約に明示するもののほか、当社は当プログラムの運営に関
してカード会員その他の者に対し何らの責任を負うものではない
ものとします。

6.　当プログラムの運営に関して当社がこの規約の条項に従った処理
怠った場合においても、当該条項の効力に何ら影響するものでは
なく、当該条項は引き続きそのまま効力を有するものとします。

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

(別紙 表1-1) 
「メンバーシップ・リワード・プラス」特典に未登録の場合 
換算率・移行単位

(別紙 表1-2)
「メンバーシップ・リワード・プラス」特典に登録している場合
換算率・移行単位

年間移行ポイント上限

ANA 

提携ホテル・グループ

楽天ポイント

楽天ポイント

その他提携航空パートナー

2,000ポイント = 1,250Hオナーズ・ポイント

3,000ポイント＝ 楽天ポイント900ポイント

3,000ポイント＝ 楽天ポイント1,400ポイント

2,000ポイント = 990ポイント
（Marriott BonvoyTM）

1,000ポイント = 990ポイント
（Marriott BonvoyTM）

2,000ポイント＝1,000マイル

JAL 3,000ポイント  = 1,000マイル

（2022年4月現在）

提携ホテル・グループ 1,000ポイント = 1,250Hオナーズ・ポイント

1,000ポイント = 1,000マイル

1,250ポイント＝1,000マイル

ANA

2,500ポイント = 1,000マイルJAL

その他提携航空パートナー

80,000 ポイント = 40,000マイル

年間移行ポイント上限

ANA 40,000 ポイント = 40,000マイル
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