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JALの取り組み
1月号では、JALあんしんPCRサポートのサービス拡充や、ワーケーションについてご案内させていただきます。
本年も最新の情報をJAL Timesで発信してまいります。ご出張や旅の参考に、是非ご覧いただけますと幸いです。
国内線/国際線

JALあんしんPCRサポート、対象拡大！

国内線のご利用時に加えて、国際線を利用し日本に入国されるお客さまもご利用いただけるようになりました。
※当サービスは陰性証明書の発行がないため、各国の入国要件として必要なPCR検査にはご利用いただけません。
国内線

JALグループ国内線航空券・ツアー商品をご購入済で、検査キットの
配送先が日本国内のすべてのお客さま(*1)

国際線

JAL国際線を利用し日本に入国されるお客さま(*2)

対象のお客さま

2021年7月1日(木)～2022年3月31日(木)

対象搭乗期間

対象運賃

※お申込み期間については、下記Webサイトからご確認ください。

国内線

JALグループ国内線 すべての運賃(*3)

国際線

JALグループ国際線・すべての運賃(*4)

国内線

価格
国際線
*1
*2
*3
*4

(JAL便名かつJAL運航便のみ コードシェア便は対象外)

出発前、または到着後(1回) 1,980円(税込)もしくは2,500マイル
出発前・帰着後(2回) 3,960円(税込)もしくは、5,000マイル
日本入国後(1回)のお申し込み 1,980円(税込)もしくは2,500マイル

提携航空会社運航のコードシェア便、すべての団体運賃、JALダイナミックパッケージ、特典航空券、国際線航空券に含まれる国内区間含む
JAL便名かつJAL運航便のみ。コードシェア便は対象外
提携航空会社運航のコードシェア便、すべての団体運賃、JALダイナミックパッケージ、特典航空券(提携他社航空会社マイル利用含む)国際線航空券に含まれる国内区間(他社券含む)を含む
すべての団体運賃、特典航空券（ワンワールド特典、提携他社航空会社のマイル利用）、他社券を含む

■お申込み、その他の注意事項など詳しくはこちら(JAL Webサイト)をご参照ください。

国内線

JAL SMART AIRPORT 伊丹、那覇空港全面オープン
JAL SMART AIRPORTでは、洗練された全体のデザイン、新しい機器の導入
による手荷物預けのセルフ化などにより、スマートで安全・安心な旅の始まりを
ご提供いたします。
羽田空港・新千歳空港に続き、伊丹、那覇が全面オープンしました。
伊丹空港で自動手荷物預け機の供用開始、那覇空港では、「JALスペシャル
アシスタンスカウンター」をはじめとした有人カウンターを
全面リニューアルしています。

伊丹
さらに
羽田空港
では

是非ご利用ください。

スムーズなお手続きができるよう羽田空港のデジタルサイネージに、出発ロビー
(保安検査場、自動手荷物預け機、有人カウンター)の混雑情報を表示して
います。空港到着前に、JALアプリでもご確認いただけます。

■詳しくはこちら(JAL Webサイト)をご参照ください。
JALアプリ画面イメージ
上記の情報は、2022年1月13日時点の情報に基づきます。最新の情報はJAL Webサイトでご確認ください。

JALのワーケーションの取り組み
JALは日本各地で地域や自治体さまとの連携のもとワーケーションを活用した「地域と共創型のNew Normalな
新しいワークスタイル」の検証、商品化に取り組んでいます。

「ワーケーション」 とは
「ワーク(Work)」と「バケーション(Vacation)」を組み合わせた造語で、リゾート地や観光地などの旅先で普段の仕事を継続
しつつ、その地域ならではの楽しみ方を味わうといった新しい生き方・働き方・旅のカタチです。

地域や自治体さまとの連携事例 （長崎県壱岐市）
地方創生SDGsの達成に向けて優れた取組みを提案し「SDGs未来都市」に選定されている長崎県壱岐市さまと
チャレンジし続ける学びと実りの島“壱岐”で、新しい働き方を体験するモニターツアーを実施しました。
●企画コンセプト
・参加者自身が、目的に合ったワーケーションを見つけられる企画を立案。
・現地プログラムは選択制、参加者自身が自分の時間のなかでスケジュールのアレンジを可能に。
・現地の人たちとの交流を通じ、地域から学びを得られるような企画立案。
・前泊に福岡での滞在を織り交ぜることで国境離島と、都市部で異なる形のワーケーションを実現。
・参加を通じた企業と地域のマッチング支援のトライアル。
●行程

●自治体・関係者さま協力のもと、特別な体験プログラムを企画
・JAL によるワーケーション制度導入に向けたサポート講座
・地域の課題解決に挑戦する研究員とのディスカッション
・古代遺跡での「歩行ラリー」を通じた
「自律型人材育成プログラム」体験
・デュアラー（二拠点生活者）のお仕事拝見ツアー
・地域の熱い想いに触れる焚火トーク
・イルカパークにおける各種アクティビティや SUP・カヤックなど
（有料）

👉自治体さまと連携し、可能性を秘めたワーケーションを更に推進し、多様なモニターツアーを実施する
など、さまざまな取り組みを展開することで、地域や人、企業を結び付ける支援を行ってまいります。

【個人向け】ジャルパックのワーケーション
ジャルパックでは、
・滞在先のホテルで仕事をする「ホテルワーケーション」
・旅先のシェアオフィスを利用し仕事をする
「シェアオフィスワーケーション」
という旅のカタチを提案し、専用商品をご用意しております。

ジャルパック ワーケーション

旅と仕事の切り替えがばっちりできるシェアオフィスをご用意！
クラブラウンジやホテルランチ等の特典が付いたプランを多数ご用意

検索
上記の情報は、2022年1月13日時点の情報に基づきます。最新の情報はJAL Webサイトでご確認ください。
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海外出張にさらなるメリットを！ 御社の経費削減をサポートいたします。
法人向け国際線出張プログラム 「JAL コーポレートフライトメリット（JCFM）」のおトクなキャンペーンをご紹介します。
ぜひこの機会に、経費削減をサポートするJCFMへご入会ください。

JAL コーポレートフライトメリット（JCFM）とは
ご登録いただいた法人・団体の皆さまに、海外への出張でJAL便およびアメリカン航空便をご利用された実績に応じて、
航空券の割引や出張に使えるさまざまな特典をご提供するプログラムです。入会金・年会費は無料です。

メリット1

JAL国際線 ビジネスクラスからエコノミークラスまで、幅広い運賃の割引を
ご提供いたします。

メリット2

ご利用実績に応じて獲得したポイントをさまざまな特典に交換いただけます。

メリット3

ご利用実績の積算期間は1年間。2021年よりアメリカン航空も対象となり、
特典を獲得しやすくなりました。

国際線

入会して即メリット！国際線航空券2%割引キャンペーン

◆対象のお客さま
新規のお客さまにも朗報！
JCFMにご入会いただいている法人・団体の皆さますべて
◆ご提供内容
国際線航空券の割引対象運賃から2％割引
◆割引対象期間
2022年12月まで受付中
2022年4月1日-2023年3月31日 （日本発往路ご搭乗日より）
※ 対象予約クラス：J/C/D/I/W/R/E/Y/B/H/K/M/L/V/S/N/Q/O （2022年1月13日現在）
※ 既にキャンペーンお申し込み済みの場合、お手続きにつきましては、JCFMデスクよりメールでご案内いたします。
※ 各種条件およびお申し込み方法の詳細は、ご入会手続きの完了通知時またはJCFM Webサイトにてご案内いたします。

■2022年度 ご提供特典内容
ステージ

ご利用実績①
2019年4-12月

または

ご利用実績②
2021年1-12月

特典内容
（割引またはポイント特典をお選びいただけます）
割引特典

-

75万円未満

100万円未満

公示運賃から2％割引

ブロンズ

75万円以上
750万円未満

100万円以上
1,000万円未満

公示運賃から2％割引

750万円以上
2,200万円未満

1,000万円以上
3,000万円未満

シルバー
*2

または

公示運賃から2％割引

月200万円以上/1回
ゴールド

2,200万円以上
3,700万円未満

3,000万円以上
5,000万円未満

公示運賃から3％割引

プラチナ

3,700万円以上

5,000万円以上

公示運賃から5％割引

または

ポイント特典*1
-

新規のお客さまも

JAL旅行券
Amazon ギフト券
JCBギフトカード
空港送迎サービス
JAL国際線機内Wi-Fi

*1:ポイント特典は、2021年の実績でのみご選択いただけます。ご注意ください。
*2:ステージ 「シルバー」は、2022年12月ご搭乗までの期間限定キャンペーンとなります。
上記の情報は、2022年1月13日時点の情報に基づきます。最新の情報はJAL Webサイトでご確認ください。

2022年 ご利用実績の積算について
2023年度にご提供させていただく特典は、以下のうち条件の良いステージをお選びいただけます。
① 2019年4-12月のご利用実績
② 2022年1-12月のご利用実績
上記積算方法ではステージ「シルバー」に届かなかった場合でも、2019年4月-2022年12月の間、
単月でのご利用実績が1回でも200万円以上の場合、「シルバー」の割引特典をご提供いたします。
新規のお客さまにもチャンス！

さらに、2022年1月‐12月のご利用実績にて割引特典を獲得された場合、特別対応を実施いたします。
■2023年度 ご提供特典内容
ステージ

ブロンズ

シルバー

ご利用実績①
2019年4-12月

または

ご利用実績②
2022年1-12月

75万円以上
750万円未満

100万円以上
1,000万円未満

750万円以上
2,200万円未満

1,000万円以上
3,000万円未満

*2

または

特典内容
（割引またはポイント特典をお選びいただけます）
割引特典

ポイント特典 *1

または

₋

公示運賃から2％割引
3%割引*3

月200万円以上/1回
ゴールド

2,200万円以上
3,700万円未満

3,000万円以上
5,000万円未満

公示運賃から3％割引
5％割引*3

プラチナ

3,700万円以上

5,000万円以上

公示運賃から5％割引
2024年度も5%割引*3

JAL旅行券
Amazon ギフト券
JCBギフトカード
空港送迎サービス
JAL国際線機内Wi-Fi

*1:ポイント特典は、2022年の実績でのみご選択いただけます。ご注意ください。
*2:ステージ 「シルバー」は、2022年12月ご搭乗までの期間限定キャンペーンとなります。
*3:割引率アップ/複数年割引提供の特別対応は、2022年1-12月の実績が対象となります。2019年実績および
「月200万円以上/1回」達成の場合は、対象外となります。

アメリカン航空（AA）も実績積算の対象です
2021年よりアメリカン航空便もJCFM実績積算の対象便に追加いたしました。これまで以上に特典が
獲得しやすくなります。北米へのご出張は、ぜひアメリカン航空便・JAL便をご検討ください。
対象便

◆ アメリカン航空 運航便
◆ 日本航空が運航するアメリカン航空とのコードシェア便（アメリカン航空便名）

対象区間

① 日本⁻アメリカ合衆国間（太平洋を横断する経路を利用）
② 上記①の区間を含む航空券と同一の運賃で乗り継ぎがある場合の、
アメリカ合衆国国内区間、およびアメリカ合衆国⁻カナダ区間
※ハワイ路線は対象外となります。
※メキシコ以南行き運賃（旅程）の場合、⓵の区間のみ積算対象となります。

対象運賃

航空券番号が「001」または「131」で始まり、航空券（eチケット）に表示されている予約クラスが
F/A/J/C/D/R/W/P/Y/H/K/M/L/V/S/N/Q/O の運賃
※JCFM WEBサイトでは、アメリカン航空のご予約・発券はできません。旅行会社にてご予約をお願いします。

※各種条件および最新情報は、JCFM Webサイトをご確認ください。

JCFMに関するお問い合わせ
JCFMデスク 03-6720-8605 10:30-12:00、 13:00-16:30（土・日・祝日・年末年始を除く）
ご入会手続き・サービス詳細

www.jal.co.jp/jcfm/

JCFM

検索

上記の情報は、2022年1月13日時点の情報に基づきます。最新の情報はJAL Webサイトでご確認ください。

「JALカード入会キャンペーン」実施中！
是非この機会にお申し込みください！
キャンペーンの詳細・各種条件につきましてはJALホームページをご覧ください。
※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 (家族会員を含む）の方は対象となりません。
※⼊会に際して所定の審査をさせていただきます。
通常お申し込みからカード発⾏まで約3週間かかります。
https://jalcard.jal.co.jp/cgi-bin/cardlist/af.cgi?f=online&root=CF2583002

