サービス機能

年会費／その他

空港ラウンジサービス
ゴールドカード会員ご本人様が、
無料でご利用いただけるラウンジをご用意して
おります。
ご出発前のひとときをゆったりとお過ごしください。
■同伴料金やラウンジの地図などの詳しいご案内は・
・
・➡

http://www.jcb.co.jp/gold/lounge.html

［空港ラウンジサービス］
のある空港一覧

【北海道・東北】
【中国・四国】
［ロイヤルラウンジ］
［スーパーラウンジ］ ・岡山空港
・新千歳空港
［ラウンジマスカット］
・函館空港
［ビジネスラウンジ A Spring.］
・広島空港
［ビジネスラウンジもみじ］
・青森空港
［エアポートラウンジ］
・米子空港
［ラウンジDAISEN］
・秋田空港
［ロイヤルスカイ］
・山口宇部空港
［ラウンジきらら］
・仙台空港
［ビジネスラウンジ］
（2カ所）
・高松空港
［ラウンジ讃岐］
・徳島空港
［エアポートラウンジヴォルティス］
【関東】
・松山空港
［ビジネスラウンジ］
［エグゼクティブラウンジ］
（2カ所）
・成田国際空港（第1・第2）
【九州
・
沖縄】
・羽田空港
（第1・第2）
［エアポーラウンジ］
（5カ所）
・羽田空港国際線
［スカイラウンジ］
（2カ所）
・福岡空港
［くつろぎのラウンジTIME］
・北九州空港
［ラウンジひまわり］
【中部・北陸】
・大分空港
［ラウンジくにさき］
・中部国際空港
［プレミアムラウンジセントレア］
・長崎空港
［ビジネスラウンジアザレア］
・新潟空港
［エアリウムラウンジ］
・熊本空港
［ラウンジASO］
・富山空港
［ラウンジらいちょう］
・鹿児島空港
［スカイラウンジ菜の花］
・小松空港
［スカイラウンジ白山］
・那覇空港
［ラウンジ華〜hana〜］
【近畿】
【海外】
・伊丹空港
［ラウンジオーサカ］
・ハワイ・ホノルル国際空港
・関西国際空港
［KIXエアポートラウンジ］
［IASS HAWAII LOUNGE
（アイ・エー・エス・
・関西国際空港
［カードメンバーズラウンジ］
（4カ所）
エス ハワイラウンジ）
］
・神戸空港
［ラウンジ神戸］

海外緊急 カード再発行

海外で日専連JCBゴールドカードの紛失や盗難にあわれた場合、
暫定的なカード
の再発行を無料で承ります。
最寄りの
「JCBプラザ ラウンジ」
および
「JCBプラザ」
へご連絡ください。

JCB ゴールド グルメ優待サービス

全国の対象店舗にて飲食代金の割引が受けられます。

ゴールド フラワーサービス

年会費
■年

会

費：加入年度無料
2年目以降 本会員10,000円＋税/家族カード1,000円＋税
■年 会 費 適 用 期 間：4月1日〜翌年3月31日までの年会費を次年度の10月に
ご請求させていただきます。
※加入年度に年会費は発生しません。
お申込月

有名コースでのゴルフコンペの開催や、
全国約1,200カ所のゴルフ場の手配を専
用デスクにて電話で承ります。

健康サービス

■人間ドックサービス
各地域に提携医療機関があり、
優待料金で利用できます。
■ドクターダイレクト24
（国内）
24時間・年中無休で、
健康や介護、
育児などに関するご相談に無料でお答えします。
■健康チェックサービス
痰などの検体を郵送するだけで、
ご自宅にいながら専門家のアドバイスや病院の
紹介が受けられます。

JCB 暮らしのお金相談ダイヤル

暮らしにまつわる税務・年金・資産運用についてのご相談を、
お電話にて承りま
す。相談料は無料です。
さらにご希望により、税理士・ファイナンシャルプラン
ナーに直接お電話で相談することも可能です。

保存版

※翌年4月以降
（2年目以降）

加入年度年会費無料

前年度お買い上げが100万円未満の場合
10,000円＋税（毎年10月にご請求）

■年間100万円以上のお買い上げで年会費が実質無料に！

年間100万円以上のお買い上げで、
ご利用感謝ポイントとして翌年度の10月に
年会費相当のポイントをプレゼント。
同時に年会費分として、
年会費相当のポイント
が減算されるため，
年会費が実質無料となります。
年間お買い上げが、
100万円未
満の場合は、
毎年10月に10,000円＋税をご請求させていただきます。
※家族カード会員様の年会費について
子会員様の年会費1,000円＋税も同様に実質無料とさせていただきます。

加入年度年会費無料
2 年目以降年会費
10,000 円＋税

日専連 JCB ゴールドカードお申込のめやす
■年
齢：25歳以上の安定した収入のある方
■年
収：400万円以上の方
■勤 続 年 数：3年以上の方
■家 族 会 員：本会員と生計を同一とする配偶者の方
※年金生活者の方でもお申し込みいただけます。

ポイント合算サービスについて
■ポイント合算サービスは、
同居家族との合算に限り可能です。
■現在お持ちの日専連カードはそのままで、
ゴールドカードを新たにお申し込みさ
れる場合は、
既存カードとのポイント合算もできます。
ポイントの集約先は、
ゴールドカードになります。

各種お問い合わせ

お電話で、
お客様のご指定先にお花をお届けしますので、
贈り物に最適です。
通常価格より5％引きでご利用できます。

ゴルフサービス

4月〜翌年3月

日専連JCBゴールドカード
サービスガイド

ゴールドカードサービス専用ダイヤル
JCBゴールドカード会員の方専用の通話無料のゴールドデスクです。
サービスに関する全般的なお問い合わせを承ります。

ゴールドデスク インフォメーションダイヤル

0120-800-920 受付時間／9：00〜17：00（年中無休）

電話番号は、
お間違いのないようおかけ下さい。
（一部の電話機でご利用になれない場合があります）

日専連パシフィックフリーダイヤル
日専連パシフィックホームページ

0120-36-7755〈平日／9：00〜17：00〉
33-2000.com

検索

とまこまい店/〒053-0022 苫小牧市表町3丁目2番11号 電話
（0144）
33-2000
（グランドホテルニュー王子向い）

む ろ ら ん店/〒050-0074 室蘭市中島町3丁目29番1号 電話（0143）
41-2000
だ

て

（サンプラザビル1F）

店/〒052-0024 伊達市鹿島町47番9号

電話
（0142）
22-2000
2019.04版

VIP会員の証

日専連パシフィックJCB ゴールドカード

サービス機能
ポイント倶楽部スーパー ポイント優遇

付帯保険（自動付帯のため事前の手続は不要です）

ゴールドボーナスポイント

海外旅行傷害保険

当年度のショッピングご利用累計額が100万円以上になると、
ゴールドボー
ナスポイントが加算されます。

国内旅行傷害保険

海外旅行先でのトラブル等に安心の
「海外旅行傷害保険」
が自動付帯され
ております。

■補償内容
⑴公共交通乗用具搭乗中の傷害事故
⑵旅館・ホテル宿泊中の火災・爆発による傷害事故
⑶宿泊を伴う旅行業者主催の旅行
（募集型企画旅行）
参加中の傷害事故

EX.
旅行先でケガをした。

〈スタンダードカード〉

前年度年間お買上累計額

100万円以上のご利用

【傷害治療費用】200万円限度
ポイント優遇なし

①公共交通乗用具搭乗中の傷害事故
②旅館・ホテル宿泊中の火災・爆発に
よる傷害事故
③宿泊を伴う募集型企画旅行参加中
の傷害事故

EX.
旅行先で急病になった。

【疾病治療費用】200万円限度
〈ゴールドカード〉

前年度年間お買上累計額

100万円以上のご利用

通常の獲得ポイントに加えて
前年度獲得ポイントの
さらに50％をポイント加算
前年度
獲得ポイント

例えば

年間獲得ポイントが 8,700ポイントの場合
年間獲得ポイントが 13,000ポイントの場合
年間獲得ポイントが20,000ポイントの場合

※1ポイント単位。
小数点以下は切り捨てとなります。

▲
4/1

4月

5月

3月

▲
3/31

4月1日〜翌年3月31日の年間お買い上げ
累計額が130万円で獲得ポイントが
8,700ポイントの場合

EX.
ホテルの備品を壊した。

【賠償責任】
3,000万円限度
■事故時の連絡先
（海外から）

3 03-5213-0285 受付時間 24時間（年中無休）

4月

5月
▲
毎年5月10日に加算されます。
年間獲得ポイント
8,700ポイント×50％
4,350ポイント加算

■ポイント優遇の開始時期について
切替により年度の途中からご加入いただいても、
当年度の期首にさかのぼ
り
「ポイント優遇」
の対象となります。

キャッシングサービス
■実質年率9.0％でご利用いただけます。
■7日間以内のご返済は、
いつでも無金利でご利用いただけます。

■保険の補償を受けられる方
ゴールドカード本会員および家族会員

補償金額

本会員・家族会員

家族特約対象者

傷 害 に よ る 治 療 費 用

200万円限度

200万円限度

疾 病 に よ る 治 療 費 用

200万円限度

200万円限度

3,000万円限度

2,000万円限度

携行品の損害（自己負担額/1事故3,000円）

50万円限度

50万円限度

救

200万円限度

200万円限度

傷 害 に よる 死 亡・後 遺 障 害

賠

償
援

者

責
費

任
用

等

手

術

通

院

最高5,000万円
日額5,000円

5,000円×（10〜40倍）
日額2,000円

■事故時の連絡先
（日本国内）

損保ジャパン日本興亜JCB事故受付デスク
（JCBカード自動付帯サービス専用）

7 0120-258-554

受付時間 9：00〜17：00
（日・祝 休）

日専連JCBゴールドカードで購入された品物を購入日から90日間、年間最高
100万円まで補償いたします（1事故につき自己負担額1万円）。
ショッピングガード保険の詳細については、
「日専連カードショッピングプロ
テクション保険補償規定」
にてご確認ください。
※保険の対象とならない品物がございます。
※保険金の受け取りには、
JCBカードで購入された際の
「売上票
（お客様控え）
」
が必要です。

！ こんな時、こうやって使う！

■補償期間
日専連JCBゴールド会員である期間
補償項目

院

ショッピングガード保険

損保ジャパン日本興亜日本語安心サービス
（海外からはコレクトコール利用可）

ゴールドボーナスポイント加算について

〈例〉

【携行品損害】1旅行中50万円限度

4,350ポイント加算
6,500ポイント加算
10,000ポイント加算

死亡・後遺障害

入

保険金をお支払いする場合、
お支払いできない場合、
事故の際の連絡先
などの保険の内容につきましては、
必ず別添の
「保険のご案内」
にてご確
認いただけますようお願いいたします。

EX.
カバンを盗まれた。

×50％

国内旅行の事故にも、
最高5,000万円の
「国内旅行傷害保険」
が自動付帯
されております。

最高5,000万円

最高1,000万円

JCBカードで
購入した品物が
90日以内に

破損

等 被害にあって

盗難 しまったとき。

※紛失は対象外です。

すぐにご連絡ください
日専連パシフィック事故受付デスク 受付時間

0120-36-7755 （土・日・祝 休）
9：00〜17：00

