
JALカープ女子
ナビゲート企画

カープOB大野豊さん
直撃インタビュー

おすすめのマイルの
ため方&つかい方!

vol.1

vol.2

カープOB大野豊さんもおすすめ！

たくさんのお申し込み
お待ちしております！

詳しくは カープ　JALカード 検索
期間中、キャンペーン専用サイトから初めて JAL カードにお申し込みいただき、

入会された本会員の方に、最大 10,550 マイルをプレゼント！ さらに抽選でカープOB大野豊さんの直筆サイン入り

プロモデルトレーニングジャケット、サインボール、そしてユニフォームチケットホルダーのいずれかを

プレゼントいたします。また、2019 年 6月 21日(金) JALナイター限定企画として、JAL カード入会受付カウンターにて

「JALカード大抽選会」を実施！ 当日 JAL カードに申し込みいただいた方、既に JAL カード会員の方を対象に

大野豊さん直筆サイン入りグッズを抽選でプレゼントいたします。
※グッズおよびサイズの指定はできません。
※PRESENT1「入会マイル」は、キャンペーン参加登録が必要です。詳しくは、Webサイトをご覧ください。
　直筆サイン入りプロモデルトレーニングジャケット、サインボール、ユニフォームチケットホルダーは 2019 年 11 月末頃（予定）に、JALカードに登録のご自宅住所あてに郵送いたします。
※本入会キャンペーンは、提携ブランドを問わず、退会後 1 年以内に再入会された方、既に JALカード会員（家族全員を含む）の方は対象となりません。
※キャンペーンには各種条件があります。

キャンペーン期間：2019年6月21日（金）～2019年8月20日（火）〈Web受付日〉

JALカード入会キャンペーン実施中!!おトクな特典が満載！
初めて入会する方は必見！

JALカード & カープ応援をもっと楽しむマガジン

大野豊さん直筆
サインボール

名様24

最大10,550マイルを
期間限定でプレゼント！

Webからのお申し込みで

名様5
※ プラチナ、CLUB-Aゴールドカード、
　 CLUB-Aカードにご入会、
　 または JALカードショッピングマイル・プレミアム
    ご入会の方のなかから抽選いたします

※ 詳細はキャンペーン専用サイトをご覧ください

大野豊さん直筆サイン入り
プロモデル
トレーニングジャケット

名様100

ユニフォーム
チケットホルダー

JALカード
でカープ応

援をさらに
エンジョイ！

マイルをためる大チャンス！
海外旅行も夢じゃない!?  1

 2 さらに、抽選で当たる!
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カープOB大野豊さんにズバリ聞きました♪

一宮美希岩崎佑美 タン ペイディ
日本航空  羽田空港スタッフ

「フライトはもちろん食事やショッピングも楽しみたい！」
そんな欲張りなカープファンにJALカープ女子の３人が
おすすめのカードのつかい方を伝授！

まずはマイルの
ため方をご紹介！

乗れば乗るほどたまるフライトマイル
JALカード会員限定のボーナスも！
JALカード会員には『入会搭乗ボーナス』（最大5,000マイル）、『毎年初回搭乗
ボーナス』（最大2,000マイル）、さらには通常のフライトマイルからさらに最大

25％のマイルが『ご搭乗ごとのボーナス』として加算され、驚
くほどのスピードでマイルがたまっていきます。早めに予約す
ることで航空券をおトクに購入できるJALグループ国内線割
引運賃『先得』も、JALカード会員ならJAL Webサイトから限
定で一般の方の受付開始前に予約ができる特権もあります！

JALカード会員だけ“毎年”
初回搭乗ボーナスマイルがもらえるんです！

カープファン同士の飲み会やホテル宿泊も
マイルがたまる！特約店は２倍のチャンス！
遠征先の宿泊費や飲食代はもちろん、普段使いのカードとしても力強い味方と
なってくれるのがJALカード。カードご利用金額に応じて、ショッピングマイ
ルがどんどんたまります！ もちろん毎月の光熱費や携帯電話
代の支払いはもちろんコンビニでの支払いもショッピングマイ
ルの対象に！現金でのお支払いよりも断然おトクです！さら
に全国に約54,000店舗あるJALカード特約店を利用すると、
ショッピングマイルが2倍に。目標マイル達成へ一直線！

実は街中に溢れている特約店！
マイルが2倍はインパクト大！

空港店舗で最大 10％の割引も！
ショッピングマイル・プレミアムへの
ご入会が特典交換への近道！
国内空港にはJALカードの提示でお会計が最大10％OFFになる割引サービス

（1,000円以上購入の場合）を受けられるショップもあるんです！ お土産や行き
帰りの軽食購入の際に、大きな手助けとなること間違いなしです！ また、ショッ

ピングを楽しみたい方には、マイルが2倍たまる『JALカード
ショッピングマイル・プレミアム』へのご入会がおすすめ。JAL
カード特約店との組み合わせで最大4倍のマイルがたまる本
サービスはカード申し込みと同時に入会するのがおすすめ！

空港ではカード提示で割引店舗も！

ポイント 1

ポイント 2

ポイント 3

たまったマイルを
おトクに

つかいこなそう！

おトクにマイルをつかうには
“どこかにマイル”がおすすめ

マイルをためたら今度は特典航空券や、旅行につかえるクーポンなどに交換！
おトクにマイルを交換したいという方には『どこかにマイル』がピッタリ！ お申
し込み時に東京（羽田）、大阪（伊丹・関西）発着路線の4つの行き先候補地が表示
され、お申し込み後3日以内に決定した行き先をお知らせします。往復6,000

マイルでJALグループ国内線特典航空券へ交換して、新し
い旅の形を楽しみましょう！※通常のJALグループ特典航
空券とは一部利用条件が異なります。

行き先がどこになるかは
お楽しみ！

友達との遠征も
“おともdeマイル”でおトクに！

JALカードを持っていておトクなのは会員の皆さんだけではありません！ 『おと
もdeマイル割引』なら会員の方と同一便、同一クラスにご搭乗のうえ、同一路線
を往復するご同行者様3名までの往復航空券がとってもおトクな金額で購入でき
ます。そして会員ご本人様は往復10,000マイルで目的地と
の往復が可能になります！このサービスを上手につかえば、
お友達やご家族とのカープ応援やキャンプ見学などがさらに
お手軽になります。JALカードを楽しいカープライフに活用
してくださいね！

最大3名のご同行者様まで
通常より安く搭乗が可能に！

みんなで一致団結！
マイル合算の“JAL カード家族プログラム”

『JALカード家族プログラム』とは、ご家族それぞれがためたマイルを特典交換
の際に合算して利用できるJALカード会員限定のサービス！ 一人ではなかなか
ためきれないマイルも、家族みんなでためればあっという間に目標マイル数に

達成！ ご家族みんなでためたマイルはご自分の特典航空券に
交換しても良いですし、お食事の際に家族みんなでつかえる
JALクーポンに交換することもできます！ 登録手数料無料の
このサービスをぜひつかいこなしてください！

みんなでマイルをためれば
家族旅行もおトクに！

ポイント 1

ポイント 2

ポイント 3

J A L カ ープ 女 子 直 伝！

おすすめのマイルの
ため方！＆つかい方！

　球団史上初の3連覇を果たし、4連覇そ
して悲願の日本一を目指す今年のカープ
ですが、序盤からつまずき苦しいスタート
となってしまいました。原因としては特徴
である強力打線の得点力低下、そして投
手陣が試合をつくれず、守りにもミスが多
発したことが挙げられるでしょう。チーム
状況が悪い時は、往往にして地に足をつ
けて戦えていないものです。こういう時こ
そ、１つのミスに慌てずにどっしりと構え、
ベンチを含めた全員で勝つための空気、
良い流れをつくっていくべきでしょう。
　3 連覇を振り返ってみると、打線に助け
られたというゲームが数多くありました。
そういう意味でも今年は投手陣で勝った
というゲームを増やしてほしいと思ってい
ます。投手陣を見ると 3 年目の床田寛樹
投手が序盤から好投を続けており、存在
感を示しています。またここ数年、先発
投手が好成績を残した翌年に数字を落と
すケースが多く見受けられます。それだけ
にエースの役割が期待される大瀬良大地
投手も今年注目したい選手の一人です。

2019年カープの
見どころは？

　カープのホームスタジアムであるマツダ 
スタジアムですが、ここ数年は連日満員で
スタンドは真っ赤に染まり、選手たちも非
常に心強く感じていると思います。もちろ
ん、野球場に来たからには野球を楽しむ
ということが一番の目的ですが、この球
場はスタジアムそのものを楽しめるという
要素が非常に強いと思います。マツダ ス
タジアム独自とも言えるつくり、コンコー
スを歩けばいろんな角度から野球を楽し
めるのはこの球場ならではの魅力です。
また選手プロデュースメニューを含めた多
様なグルメ、子どもたちが楽しめる施設
などもあり、幅広い年齢層の方々が楽し
むことができます。

　私も解説のためさまざまな球場に足を
運びますが、球場を楽しむという面では、
ほかの球場と比較してもトップクラスで
しょうね。座席を見ても、スタンドの傾
斜が緩やかな設計ですから、より低い目
線でグラウンドを見ることができます。選
手たちのプレーの迫力をより感じること
ができると思いますし、非常に良い球場
なのではないかと思います。

マツダ スタジアムって
どんな所？

　マツダ スタジアムに観戦に来るカープ
ファンの方々の中には、飛行機をつかって
広島に来られる方も多くいると聞きます。
私もキャンプ地の沖縄や、解説を行う仙
台や札幌などに行く際は広島空港から飛
行機で飛び立っています。
　JAL カードを愛用させてもらっているこ
ともあり、移動の際にどれぐらいマイルが
たまっているかは気になりますね。以前と
比べてカードを利用できる場所自体が増
えてきましたし、移動先の宿泊費、そして
食事代などをカードで支払うことで、搭
乗券と交換できるぐらいのマイルがいつの
まにかたまっています。飛行機に乗る機
会が少ない方も、普段の買い物にカード
を利用することで無理なくマイルをためる
ことができるはずです。そして何よりうれ
しいのは、たまったマイルは航空券などさ
まざまな特典に換えることができること
です。JALカードは、他県からマツダ ス
タジアムにいらっしゃる方も、広島から他
県にカープを応援しに行く方も誰でも1
枚は持っていて損はないカードなのでは
ないでしょうか。

JALカードの
おすすめポイントは？

2019カープ応援のすすめ！

JALカープ女子ナビゲート企画 JALカープ女子ナビゲート企画 

大野 豊氏
PROFILE

プロ野球解説者。77年
にカープ入団。沢村賞
（88年）、最多セーブ（91
年）に輝くなど先発、ス
トッパーとして長年活躍
した名左腕。史上最年
長となる42歳での開幕
投手を務めた98年限り
で現役を引退。その後
はカープや日本代表の
投手コーチを務めた。

JALカープ女子が直撃インタビュー！
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！

※内容は2019年5月現在のものです。
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JALカープ女子
ナビゲート企画

カープOB大野豊さん
直撃インタビュー

おすすめのマイルの
ため方&つかい方!

vol.1

vol.2

カープOB大野豊さんもおすすめ！

たくさんのお申し込み
お待ちしております！

詳しくは カープ　JALカード 検索
期間中、キャンペーン専用サイトから初めて JAL カードにお申し込みいただき、

入会された本会員の方に、最大 10,550 マイルをプレゼント！ さらに抽選でカープOB大野豊さんの直筆サイン入り

プロモデルトレーニングジャケット、サインボール、そしてユニフォームチケットホルダーのいずれかを

プレゼントいたします。また、2019 年 6月 21日(金) JALナイター限定企画として、JAL カード入会受付カウンターにて

「JALカード大抽選会」を実施！ 当日 JAL カードに申し込みいただいた方、既に JAL カード会員の方を対象に

大野豊さん直筆サイン入りグッズを抽選でプレゼントいたします。
※グッズおよびサイズの指定はできません。
※PRESENT1「入会マイル」は、キャンペーン参加登録が必要です。詳しくは、Webサイトをご覧ください。
　直筆サイン入りプロモデルトレーニングジャケット、サインボール、ユニフォームチケットホルダーは 2019 年 11 月末頃（予定）に、JALカードに登録のご自宅住所あてに郵送いたします。
※本入会キャンペーンは、提携ブランドを問わず、退会後 1 年以内に再入会された方、既に JALカード会員（家族全員を含む）の方は対象となりません。
※キャンペーンには各種条件があります。

キャンペーン期間：2019年6月21日（金）～2019年8月20日（火）〈Web受付日〉

JALカード入会キャンペーン実施中!!おトクな特典が満載！
初めて入会する方は必見！

JALカード & カープ応援をもっと楽しむマガジン

大野豊さん直筆
サインボール

名様24

最大10,550マイルを
期間限定でプレゼント！

Webからのお申し込みで

名様5
※ プラチナ、CLUB-Aゴールドカード、
　 CLUB-Aカードにご入会、
　 または JALカードショッピングマイル・プレミアム
    ご入会の方のなかから抽選いたします

※ 詳細はキャンペーン専用サイトをご覧ください

大野豊さん直筆サイン入り
プロモデル
トレーニングジャケット

名様100

ユニフォーム
チケットホルダー

JALカード
でカープ応

援をさらに
エンジョイ！

マイルをためる大チャンス！
海外旅行も夢じゃない!?  1

 2 さらに、抽選で当たる!
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