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日本 お問い合わせ窓口 ログイン

お知らせ

スカイ・トラベラー・カードに関するお知らせ

「スカイ・トラベラー 3倍ボーナス」、「スカイ･トラベラー 5倍ボーナス」および「ファーストトラベ

ル・ボーナスポイント」の変更について -2014年2月1日

2014年2月1日より「スカイ・トラベラー 3倍ボーナス」、「スカイ･トラベラー 5倍ボーナス」および「ファーストトラ

ベル・ボーナスポイント」の対象となるご利用に「アシアナ航空」、「エア タヒチ ヌイ」、「エバー航空」、「ガルー

ダ・インドネシア航空」、「フィリピン航空」、「トップツアー」が加わり、さらに便利にご利用いただけるようになり

ました。

>>サービスの適用条件

対象航空会社26社（＊1）の航空券を円建て（＊2）で対象航空会社のウェブサイトなどから直接カードで購入さ

れた場合、または、対象旅行代理店3社の指定旅行商品（＊3）を円建て（＊2）で対象旅行代理店のウェブサイ

トや指定店舗などから直接カードで購入された場合となりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げ

ます。

※スカイ・トラベラー・ボーナスポイントは、通常ポイントと合わせて年間（1月～12月）60,000ポイント*（200万円

カードご利用での獲得分）が上限となります。*プレミア・カードは、100,000ポイント

※ファーストトラベル・ボーナスポイントは、カードご入会後1年以内に上記適用条件のもと、対象航空券また

は対象旅行商品のいずれかを初めて購入された場合にボーナスポイントが付与されます。

（＊1）対象航空会社（26社／五十音順）

アシアナ航空、アリタリア-イタリア航空、ヴァージン アトランティック航空、エア タヒチ ヌイ、ANA、エールフラ

ンス航空、エティハド航空、エバー航空、エミレーツ航空、オーストリア航空、ガルーダ・インドネシア航空、カン

タス航空、キャセイパシフィック航空、KLMオランダ航空、シンガポール航空、スイスインターナショナル エアラ

インズ、スカンジナビア航空、スターフライヤー、大韓航空、チャイナエアライン、デルタ航空、日本航空、フィリ

ピン航空、フィンランド航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、ルフトハンザ ドイツ航空

※対象とならないご利用

・ 航空会社にて直接購入される航空券以外のご利用

・ パッケージ・ツアー、機内販売、通信販売、空港売店、貨物などのご利用

・ 空港カウンター業務が他の航空会社へ委託されているカウンターでのご購入

・ ペイパルなどの決済代行会社を通したご利用

（＊2）表示価格が日本円、かつお支払いが日本円でカード決済されるものを指します。

（＊3）対象旅行代理店（3社）および指定旅行商品

・ 日本旅行（日本旅行のウェブサイトおよび日本旅行の全店舗）：

上記対象航空会社の航空券、パッケージ・ツアー、前払いで手配されるホテル等の宿泊代金、JR・バスのチ

ケットのご購入

・アップルワールド（ウェブサイト）：前払いで手配されるホテル等の宿泊代金

・トップツアー（ウェブサイトおよびトップツアーの全店舗） ：

上記対象航空会社の航空券、パッケージツアー、前払いで手配されるホテルなどの宿泊代金、JRのチケット

のご購入

※対象とならないご利用・ 現地決済、および代理業・特約店など、旅行代理店が決済業務を他社へ委託して

いる場合

・ ペイパルなどの決済代行会社を通したご利用

「スカイ・トラベラー 3倍ボーナス」、「スカイ･トラベラー 5倍ボーナス」および「ファーストトラベ

ル・ボーナスポイント」の変更について -2013年12月4日

2013年12月4日より「スカイ・トラベラー 3倍ボーナス」、「スカイ･トラベラー 5倍ボーナス」および「ファーストトラ

ベル・ボーナスポイント」の対象となるご利用に「エミレーツ航空」と「アップルワールド」が加わり、さらに便利

にご利用いただけるようになりました。

>>サービスの適用条件

対象航空会社21社（＊1）の航空券を円建て（＊2）で対象航空会社のウェブサイトなどから直接カードでご購入

された場合、または、対象旅行代理店2社の指定旅行商品（＊3）を円建て（＊2）で対象旅行代理店のウェブサ

イトや指定店舗などから直接カードでご購入された場合となりますので、ご了承くださいますようお願い申し

上げます。

※「スカイ･トラベラー 3倍ボーナス」は1年間（1月～12月）で、通常ポイントと合わせて合計60,000ポイント（合

計200万円ご利用分相当）が上限となります。

※「スカイ･トラベラー 5倍ボーナス」は1年間（1月～12月）で、通常ポイントと合わせて合計100,000ポイント（合

計200万円ご利用分相当）が上限となります。

※ファーストトラベル・ボーナスポイントは、カードご入会後1年以内に上記適用条件のもと、対象航空券また

は対象旅行商品のいずれかを初めてご購入された場合にボーナスポイントが付与されます。

（＊1）対象航空会社（21社／五十音順）

アリタリア-イタリア航空、ヴァージン アトランティック航空、ANA、エールフランス航空、エティハド航空、エミ

レーツ航空、オーストリア航空、カンタス航空、キャセイパシフィック航空、KLMオランダ航空、シンガポール航

空、スイス インターナショナル エアラインズ、スカンジナビア航空、スターフライヤー、大韓航空、チャイナエア

ライン、デルタ航空、日本航空、フィンランド航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、ルフトハンザ ドイツ航空

※対象とならないご利用

・ 航空会社にて直接購入される航空券以外のご利用

・ パッケージ・ツアー、機内販売、通信販売、空港売店、貨物などのご利用

・ 空港カウンター業務が他の航空会社へ委託されているカウンターでのご購入

・ ペイパルなどの決済代行会社を通したご利用

（＊2）表示価格が日本円、且つお支払いが日本円でカード決済されるものを指します。

（＊3）対象旅行代理店（2社）および指定旅行商品

・ 日本旅行（日本旅行のウェブサイトおよび日本旅行の全店舗）：

上記対象航空会社の航空券、パッケージ・ツアー、前払いで手配されるホテル等の宿泊代金、JR・バスのチ

ケットのご購入

・アップルワールド（ウェブサイト）：前払いで手配されるホテル等の宿泊代金

※対象とならないご利用

・ 現地決済、および代理業・特約店など、旅行代理店が決済業務を他社へ委託している場合

・ ペイパルなどの決済代行会社を通したご利用

アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード「航空券購入代金のポイントが3倍」／アメ

リカン・エキスプレスR・スカイ・トラベラー・プレミア・カード「航空券購入代金のポイントが5倍」

および「ファーストフライト・ボーナスポイント」の変更について -2013年9月2日

「航空券購入代金のポイントが3倍」、「航空券購入代金のポイントが5倍」および「ファーストフライト・ボーナス

ポイント」のサービス名称と適用条件が、2013年9月2日より変更となり、さらに便利にご利用いただけるよう

になりました。

>>サービスの名称変更

■「航空券購入代金のポイントが3倍」 → 「スカイ・トラベラー 3倍ボーナス」

■「航空券購入代金のポイントが5倍」 → 「スカイ・トラベラー 5倍ボーナス」

■「ファーストフライト・ボーナスポイント」 → 「ファーストトラベル・ボーナスポイント」

>>サービスの適用条件

対象航空会社20社（＊1）の航空券を円建て（＊2）で対象航空会社のウェブサイトなどから直接カードでご購入

された場合、または、対象旅行代理店1社の指定旅行商品（＊3）を円建て（＊2）で対象旅行代理店のウェブサ

イトや指定店舗などから直接カードでご購入された場合となりますので、ご了承くださいますようお願い申し

上げます。

※「スカイ･トラベラー 3倍ボーナス」は1年間（1月～12月）で、通常ポイントと合わせて合計60,000ポイント（合

計200万円ご利用分相当）が上限となります。

※「スカイ･トラベラー 5倍ボーナス」は1年間（1月～12月）で、通常ポイントと合わせて合計100,000ポイント（合

計200万円ご利用分相当）が上限となります。

※ファーストトラベル・ボーナスポイントは、カードご入会後1年以内に上記適用条件のもと、対象航空券また

は対象旅行商品のいずれかを初めてご購入された場合にボーナスポイントが付与されます。

（＊1）対象航空会社（20社／五十音順）

アリタリア-イタリア航空、ヴァージン アトランティック航空、ANA、エールフランス航空、エティハド航空、オース

トリア航空、カンタス航空、キャセイパシフィック航空、KLMオランダ航空、シンガポール航空、スイス インター

ナショナル エアラインズ、スカンジナビア航空、スターフライヤー、大韓航空、チャイナエアライン、デルタ航

空、日本航空、フィンランド航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、ルフトハンザ ドイツ航空

※対象とならないご利用

・ 航空会社にて直接購入される航空券以外のご利用

・ パッケージ・ツアー、機内販売、通信販売、空港売店、貨物などのご利用

・ 空港カウンター業務が他の航空会社へ委託されているカウンターでのご購入

・ ペイパルなどの決済代行会社を通したご利用

（＊2）表示価格が日本円、且つお支払いが日本円でカード決済されるものを指します。

（＊3）対象旅行代理店（1社）および指定旅行商品

・ 日本旅行（日本旅行のウェブサイトおよび日本旅行の全店舗）：

上記対象航空会社の航空券、パッケージ・ツアー、前払いで手配されるホテル等の宿泊代金、JR・バスのチ

ケットのご購入

※対象とならないご利用

・ 現地決済、および代理業・特約店など、旅行代理店が決済業務を他社へ委託している場合

・ ペイパルなどの決済代行会社を通したご利用

アメリカン・エキスプレスR・スカイ・トラベラー・カードの「航空券購入代金のポイントが3倍」の

対象航空会社拡大について -2013年7月22日

「航空券購入代金のポイントが3倍」となるサービスにつきまして、2013年7月29日のご利用分より、ご希望の

航空会社1社の事前登録は不要となり、1社に限らず以下の対象航空会社全てがボーナスポイントの対象にな

ります。諸条件につきましては、こちらよりご確認ください。

◆対象航空会社（2013年7月29日現在）

日本航空、ANA、チャイナエアライン、デルタ航空、ヴァージン アトランティック航空、キャセイパシフィック航

空、シンガポール航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、スカンジナビア航空、エティハド航空、アリタリア-イタリ

ア航空、フィンランド航空

アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード「航空券購入代金のポイントが3倍」／アメ

リカン・エキスプレスR・スカイ・トラベラー・プレミア・カード「航空券購入代金のポイントが5倍」

および「ファーストフライト・ボーナスポイント」の加算条件の変更について -2013年7月8日

アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード「航空券購入代金のポイントが3倍」／アメリカン・エキスプ

レス・スカイ・トラベラー・プレミア・カード「航空券購入代金のポイントが5倍」および「ファーストフライト・ボーナ

スポイント」のポイント加算条件が、2013年7月29日より変更となります。対象となるご利用は、「航空券を円建

て*で対象航空会社のウェブサイトなどから、直接カードでご購入された代金」とさせていただきますので、ご

了承くださいますようお願い申し上げます。

*表示価格が日本円、且つ日本円でカード決済されるものを指します。

「中国南方航空」および「タイ国際航空」にて、航空券購入によるポイント3倍特典がご利用い

ただけない事象について -2013年2月20日

アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カードの「航空券購入代金のポイントが3倍」となる特典におい

て、「中国南方航空」および「タイ国際航空」のご登録は、当面の間、受付を中止させていただく事になりまし

た。

ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

お知らせ一覧に戻る

アメリカン・エキスプレスのカー

ド・ラインナップ

アメリカン・エキスプレスR・カード

旅や日常に役立つサービスが充実。

アメリカン・エキスプレス・カードの

主な特長

アメリカン・エキスプレスR・ゴールド・

カード

ワンランク上のゆとりと安心をご提

供。

アメリカン・エキスプレス・ゴールド・

カードの主な特長

会社案内 お問い合わせ窓口 カードの紛失・盗難のご連絡 ヘルプ＆サポート サイトマップ

カードのお申し込み 個人のお客様向け  経営者／個人事業主のお客様向け  法人のお客様向け  プリペイド・プロダクト

カード会員様専用サービス ログイン  ご利用代金明細のご確認  カードラインアップ（特長）  付属カード

ウェブサイト規約  プライバシーについて  個人情報の利用  会員規約・規定集

本ウェブサイトへアクセスするすべてのユーザーはウェブサイト規約と顧客プライバシーの条項・条件を認知、同意したものとみなされます。
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