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2013年 3月 21日 

フリークエント・トラベラー待望、究極のマイル獲得型カード 

「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」誕生 

～航空券購入でポイント 5倍・失効なし、14の航空会社のマイルに移行可能～ 
 

アメリカン･エキスプレス･インターナショナル, Inc. （東京都杉並区/日本社長：ロバート･サイデル）は、同社

のプレミアム・カードのラインアップを拡充する新商品として、究極のマイル獲得型カード「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」の会員募集を 2013年 3月 22日（金）より開始します。 

 

アメリカン・エキスプレスの調査（参考資料②P.5参照）によると、日本のマイル保有者の 2人に 1人（51%）

がマイルを失効した経験があり、失効理由の大多数（74%）が「特典航空券に交換できるほど貯められなか

った」ことを挙げています。そのようなジレンマを解消するこのカードは、マイルの失効や分散化などを軽減

するように設計されており、ビジネスやプライベートで国内外を問わず頻繁に旅行するフリークエント・トラベ

ラーの利便性を追求する一枚です。このカードの主な特長は下記の通りです。 

 

特長 1：航空券の購入でポイントが 5倍。ポイントを効果的に貯められる航空会社の選択肢を拡大 

通常100円＝1ポイントで付与される「メンバーシップ・リワード®」のポイントは、このカードを利用して対象航

空会社 12 社から航空券を直接購入した場合、航空券購入代金分のポイントが自動的に 5 倍（100 円＝5

ポイント）になります。マイルを効果的に貯めたいという理由で利用航空会社を限定していたフリークエント・

トラベラーは、このカードを利用することで航空会社の選択肢を広げることが可能です。 

  

特長 2：ポイントはアライアンスに縛られない 14の航空会社のマイレージプログラムに移行可能 

貯まったポイントは航空会社 14 社のマイレージプログラムに 1ポイント＝1 マイル換算にて 1,000 ポイント

（=1,000 マイル）単位で移行できます。14 の航空会社の多くはスターアライアンス、スカイチーム、ワンワー

ルドのいずれかの航空アライアンスに所属しているため、アライアンスの枠を超えて好きな航空会社のマイ

レージプログラムにポイントを移行できます。 

 

特長 3：貯めたポイントは無期限。ゆっくり貯めて好きな時にマイルに移行可能 

貯まったポイントには有効期限がありません。旅行に行きたい時期、場所に応じてポイントを 14の航空会社

のマイレージプログラムに移行できます。これにより、特典航空券に交換する前にマイルを失効してしまうと

いうリスクは無くなります。 

 

特長 4：特典航空券の獲得を加速する充実のボーナスポイント特典 

カードの入会時・継続時、このカードを利用して初めて航空券を購入した時など、ボーナスポイントを獲得す

る機会が充実しているのもこのカードの特長です。特に、2013 年 6 月末までに入会し、入会後 3 カ月間で

50万円以上のカード利用があるカード会員は期間限定のボーナスポイントを獲得でき、短期間で57,000ポ

イント（=57,000 マイル）獲得を達成することができます。これは航空会社によっては東京－グアム間の大人

2人分往復航空券（エコノミークラス）に交換できるポイント数です（2013年 3月現在）。 

 

特長 5：旅行を安心・快適にするアメリカン・エキスプレスのプレミア特典を付帯 

同伴者 1名と一緒に無料で利用できる空港ラウンジや帰国時の手荷物無料宅配サービスなど、旅行を快適

にするサービスが付帯されています。また、旅行傷害保険に加えて、航空便の遅延で臨時に出費した宿泊

費や食事代、予定していた旅行やコンサートに行けなくなってしまった場合のキャンセル費用を補償するな

ど、安心のプロテクションが付帯されているのも大きな特長です。 
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1. カードデザイン 

成層圏を飛ぶ飛行機の尾翼をイメージしたスタイリッシュなデザインを採用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. URL: www.americanexpress.co.jp/premier-sky   

3. 年会費:  36,750円（税込）／家族カード 18,375円（税込） 

4. カードの主な特長の補足情報： 

 

特長 1：航空券の購入でポイントが 5倍。ポイントを効果的に貯められる航空会社の選択肢を拡大 

 対象航空会社12社＊1（2013年3月現在）の航空券を、その航空会社のウェブサイトから、もしくは日本

国内外で直接その航空会社からカードで購入した場合、航空券購入代金のポイントが通常の 5倍。 

 それ以外のお支払いの場合は、通常 100円で 1ポイントが貯まります。 

＊1: ポイント 5倍対象航空会社（12社）：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、エティハド航空、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、アリタリア‐イタリア航空、フィンランド航空 

特長 2：ポイントはアライアンスに縛られない 14の航空会社のマイレージプログラムに移行可能 

 カード利用で貯まったポイントは、航空会社 14社＊1（2013年 3月現在）のマイレージプログラムに移行

できます。 

 1ポイント＝1マイル換算にて 1,000ポイント（＝1,000マイル）単位で移行＊2することができます。 

＊1: ポイントを移行できる航空会社（14社）：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、エティハド航空、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、アリタリア‐イタリア航空、フィンランド航空、タイ

国際航空、中国南方航空 

＊2: 各航空会社のマイレージプログラムへの登録手続きが必要。日本航空、ANA へのポイント移行に

は、別途参加登録費が必要です。日本航空（年間 9,000 円/税込、2 年目以降自動更新）、ANA

（年間5,250円/税込、2年目以降自動更新）。日本航空、ANAへのポイント移行は、年間150,000

ポイント（日本航空）、80,000ポイント（ANA）まで可能です。 

 

特長 3：貯めたポイントは無期限。ゆっくり貯めて好きな時にマイルに移行可能 

 カード利用で貯めたポイントは有効期限がありません。カードを退会するまで保持でき、お好きな時に航

空会社 14社の中からご自身が加入しているマイレージプログラムに移行可能です。 

 

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 
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特長 4：特典航空券の獲得を加速する充実のボーナスポイント特典 

 通年付与されるボーナスポイントとして、カード入会で 5,000 ポイント、また 2013 年 6 月末までに入会

すると追加で 2,000ポイントの付与、更に入会後 3 カ月間のカード利用金額が 50万円に達すると、50

万円のカード利用分で通常貯まる 5,000ポイントに加えて 45,000 ポイントがボーナスとして付与され、

57,000 ポイント（=57,000 マイル）を獲得できます。これは航空会社によっては東京―グアム間の大人

2人分のエコノミークラス往復航空券に交換できるポイント（マイル数）です。 

 また、カード入会後 1年以内に、対象航空会社 12社のいずれか1社の航空券を直接カードで購入する

と 10,000ポイント、加えて毎年カードを継続すると 5,000ポイントがカードの基本特典として付与されま

す。 

特長 5：旅行を安心・快適にするアメリカン・エキスプレスのプレミア特典を付帯 

 同伴者 1名と一緒に国内 28・海外 2の空港ラウンジを無料で利用できます。利用可能な空港ラウンジ

は専用ウェブサイト（www.americanexpress.co.jp/lounge）に記載しています。 

 海外旅行からの帰国時に、羽田空港、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港から自宅までカー

ド会員１名につきスーツケース 1個を無料配送します。 

 航空券やパッケージ・ツアーをこのカードで支払うと、航空便の遅延により臨時に出費した宿泊費、食事

代、手荷物の到着・紛失により必要となった生活必需品の購入費用を補償します。 

 突然の病気やけが、急な出張等が原因で、チケット購入済みのコンサートや予約済みの旅行をキャン

セルした際のキャンセル費用を補償します。 

 

# # # 

 

＜アメリカン・エキスプレスについて＞ 

（www.americanexpress.co.jp | www.facebook.com/americanexpressjapan） 

1850 年（嘉永 3 年）米国ニューヨーク州にて創立したグローバル・サービス・カンパニーです。多様な商品・

サービスを通して個人顧客には「特別な体験」をお届けし、また優れたデータ分析や経費削減ツールを用い

て幅広い法人顧客のビジネス成長を支援しています。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、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。 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.   

広報部 津釜 Tel: 03-3220-6240 / Fax: 03-3220-6717 

 

アメリカン・エキスプレス広報代行 株式会社 電通パブリックリレーションズ 

担当： 日高・東川 Tel: 03-5565-6766 / Fax: 03-3546-2017 
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＜参考資料 ①：商品概要＞ 

名称 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 

基本カード年会費 36,750円（税込） 

家族カード年会費 18,375円（税込） 

通常の利用 100円につき 1ポイント 

ポイント有効期限 なし （ポイントは会員資格を喪失した場合、無効となります） 

航空券購入ポイント 通常の 5倍＊1 

＊1対象航空会社 12社より直接購入される航空券以外の利用は対象外。旅行会社・旅行代理店での購入、パッケージ・ツアー、機内販売、

通信販売、空港売店、貨物等は対象となりません。1年間（1月から12月）で通常ポイントと合わせて合計100,000ポイント（航空代金合計200

万円ご利用分相当）が上限となります。 

ポイント 5倍対象航空会社（12社） 

（2013年 3月現在） 

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、 

エティハド航空、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、アリタリア-イタリア航空、フィンランド航空 

マイル移行対象航空会社（14社） 

（2013年 3月現在） 

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、エティハ

ド航空、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、アリタリア-イタリア航空、フィンランド航空、タイ国際航空、中国南方航空 

ボーナスポイント付与 

入会ボーナスポイント 5,000ポイント（=5,000マイル） 

ファーストフライト・ボーナスポイント 10,000ポイント（=10,000マイル）
*2 

*2 カード入会後1年以内に、航空会社12社いずれか 1社の航空券を日本国内でその航空会社から直接カードで購入することが条件 

旅行会社・旅行代理店での購入、パッケージ・ツアー、機内販売、通信販売、空港売店、貨物等は対象となりません 

継続ボーナスポイント 毎年カードを継続すると 5,000ポイント（=5,000マイル） 

期間限定入会キャンペーン 

 

2013年 6月末までの入会で更に 2,000ポイント（=2,000マイル） 

入会後 3 カ月間、カード利用金額が 50万円に達すると 45,000ポイント（=45,000マイル） 

アメリカン・エキスプレスが提供する主なサービス 

付
帯
サ
ー
ビ
ス 

空港ラウンジ カードと搭乗券の呈示で、空港ラウンジを、カード会員と同伴者 1名に限り無料でご利用が可

能 （国内 28 カ所、海外 2 カ所） 

手荷物無料宅配サービス 海外旅行からのご帰国時に空港からご自宅まで、カード会員 1名につき 

スーツケース 1個を無料で配送（成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港） 

空港パーキング 空港周辺の空港パーキングにて、旅行中にお車を最大 40％オフでお預かり 

オーバーシーズ・アシスト 海外の旅先で、レストランの予約や医療機関の紹介などを 24時間日本語で提供 

レンタカーの国内利用 提携レンタカー会社を国内でご利用の際、基本料金から 5％割引でご提供＊4 

*4
 
提携レンタカー会社： オリックス自動車レンタカー、トヨタレンタカー、日産レンタカー、ニッポンレンタカー、マツダ・レンタカー

 

トラベル・サービス・ 

オフィス 

世界 140余カ国で、各種旅行の手配やカードの緊急再発行などを実施 

（ご提供できるサービスは拠点により異なります） 

贅の宿 全国から厳選した高級旅館・リゾートホテルの特別ご優待 

保 

険 

海外旅行傷害保険 最高 5,000万円（利用付帯） 

国内旅行傷害保険 最高 5,000万円（利用付帯） 

航空便遅延費用補償 航空便の遅延により臨時に出費したご宿泊料金やお食事代等を補償 

ショッピング 

プロテクション
®
 

破損・盗難等の損害を購入から 90日間、年間最高 500万円まで補償 

キャンセル・プロテクション コンサートや旅行のキャンセル料金を補償 

保険サービス カード会員限定の保険商品をご紹介 

カード盗難・紛失の場合の

緊急再発行 

国内外でカード盗難や紛失の際、無料でカードを緊急再発行 
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そ 

の 

他 

アメリカン・エキスプレス・セレクト 世界中の主要都市で利用できるホテル・レストラン・ショッピングなどの優待特典 

ダイニング・ア・ラ・カード 食事代最高 20%キャッシュバック、もしくはメンバーシップ・リワードのポイントが最大 5倍 

オンライン・サービス 最新のカードご利用額や過去のご利用明細書などウェブサイト上で確認可能 

アメックス・モバイル 携帯電話からカードご利用状況が簡単に確認可能 

アメリカン・エキスプレス  

サービス・アプリ 

（スマートフォン用） 

カードのご利用状況やポイント数をいつでも確認できる 

スマートフォンのサービス・アプリ。アプリダウンロードは無料 

ス マ ー ト フ ォ ン サ イ ト

「NAVichi（ナビいち）
SM
」 

スマートフォンで、お近くのレストランやホテル・旅館の情報など、 

特典がある加盟店をご案内 

スマートチェック・メール カードご利用代金の引き落とし日より前に、 

「口座振替金額」「口座振替日」をメールでお知らせ 

チケット・アクセス カード会員専用に厳選したエンターテインメント・チケットを用意 

オンライン・ショッピング・  

モール 

百貨店、食品スーパー、書店等、アメリカン・エキスプレスのカードご利用可能 

オンライン・ショップをご紹介 

メンバーシップ・サービス・ 

センター 

各種サービスや特典のお問い合わせにお応え。 

ご請求金額の確認等は自動音声にて 24時間受付 

家族カード 家族にも基本カード会員と同様の幅広い特典とサービスを提供 

ETC カード 基本カード会員 1名につき 5枚まで発行（家族カード会員は 1名につき 1枚） 

 

＜参考資料 ②：マイレージサービスに関する調査＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、ご自身が加入している「マイレージサービス」で、
貯まったマイルが失効（有効期限切れ）になったことはあり
ますか。

マイル失効経験

あなたがマイルを失効（有効期限切れ）させた理由についてお
知らせください。
n = 382

マイルの失効理由

73.6
39.3

4.5

4.2

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

特典交換するほど貯められなかったため

気付かないうちに、失効していた

複数のマイレージカードにマイルが分散してしまったため

失効させるまで、マイルに有効期限があることを知らなかったため

その他

◆調査対象者： 首都圏、および近畿圏の 25～59歳男女 800サンプル（マイレージカード保有者） 

◆調査方法： インターネット調査 

◆調査期間： 2012年 12月 

n=750

失効させたこと

がある

50.9%

失効させたこと

はない

39.2%

わからない

9.9%


