
法人プラチナ・メンバーズデスク

カードご利用可能枠
ご申告内容やご利用実績に応じて設定

GOLD Basic Serviceのご案内

※カード発行に際してはプラチナ独自の審査があります。
※JCB 法人カードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれご利用可能枠の設定がありますが、同一発行会社のカードにおいて利用できる金額の合計は、カードの利用可能枠のうちで最も高い金額の範囲内と
　なります。（一部対象とならないカードがあります。）
※サービスおよび各種保険内容の詳細（対象者・保険期間・適用条件など）については、JCB 法人デスクまでお問い合わせください。また、カード送付時に各種保険内容の詳細を記したご案内を送付しますので、ご確認
　ください。本ご案内に掲載の内容は概要を説明したものであり、実際の保険金のお支払いの可否は、普通保険約款、特約、JCB カード見舞金規定およびカーアクシデントケア見舞金規定に基づきます。また事故の内容
　によっては補償の対象とならない場合もあります。
※ご利用方法、注意事項など詳しくは、ご入会後にお送りするプラチナ会員向けサービス、こちらに掲載の冊子をご覧ください。
※掲載写真はすべてイメージです。
※本誌に掲載の内容は、2021年4月現在のものです。

0120-883-623
携帯電話・スマートフォンの方は右のダイヤルをご利用ください。 0570-00-3332 ／ 06-6942-8226
9：00AM～5：00PM　日・祝・年末年始休

※上の番号または、お客様が所属されるカード発行会社までご連絡ください。

◆空港ラウンジサービス
国内の主要空港、およびハワイ  ホノルルの国際空港内
にあるラウンジを無料で利用できます。

218268-005・2103（35.0）LCF

JCB プラチナ法人カード　その他のサービス

JCB 法人デスク
（入会ご案内専用）

カードに関する全般的な
お問い合わせを法人プラ
チナ・メンバーズデスク
にてご案内

最上級の付加価値と信頼。

挑み続けるあなたのビジネスに、
エグゼクティブな約束を。

※カード使用者は、18 歳以上の方が対象となります。　※ JCB プラチナ法人カードは独自の審査基準により発行します。

年会費 カード使用者1名様の場合33,000 円（税込）／使用者追加 1名様ごと6,600 円（税込）

お申し込み対象 法人または個人事業主

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジュラシック・パーク の
アトラクション「ザ・フライング・ダイナソー」施設内に設置された
JCBラウンジでは、アトラクション優先搭乗などのサービス
を提供しております。

JCBは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。
TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment.
TM Universal Studios.　CR21-0646

※JCBラウンジは事前予約制です。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン JCBラウンジ

海外ラグジュアリー・ホテル・プラン

8  UNIVERSAL STUDIOS JAPAN JCBラウンジ

9   Luxur y Hotel  Plan

※ホテルにより、特典の内容は異なります。
　詳しくは、プラチナ・コンシェルジュデスクへお問い合わせください。

JCBが厳選した世界各地のラグジュアリーなホテルに、
さまざまな特典つきで宿泊できるサービスです。
海外へ旅行される際にはぜひご利用ください。

本物を知る大人にふさわしい、旅・食・趣味・地域情報
などを掲載した冊子を毎月お届けします。

◆会員情報誌「JCB THE PREMIUM」

〈ザ・ペニンシュラ香港〉 〈ラ レゼルヴ エデン オ ラック チューリッヒ
（スイス /リーディングホテルズ加盟）〉

入稿 2021.04.14W:420mm H:297mm　(A4見開き２ページ)JCB　法人プラチナ  パンフレット改訂  表1-表４



1   Plat inum  C oncierge   Desk

2 4 時間、3 6 5日お仕えするあなたのもうひとりの秘書。

4   Pr ior ity   Pass

世界各地のラウンジで、ごゆっくり
お過ごしください。

2   Insurance

プラチナ・コンシェルジュデスク
旅行中のケガなど、万が一のトラブル時にも
心強い各種補償が自動付帯。

国内・海外のホテル・航空券・列車・レンタカーの手配など旅行に関する各種サポートや、ゴルフ場・
チケット・レストランなどのエンターテインメントに関するご相談などを可能な限り承ります。
プラチナ法人カード会員の皆様のコンシェルジュとして、24 時間・365 日利用できます。
＜業務委託先＞株式会社 JCB トラベル

世界148の国や地域、600を超える都市にある1,300ヵ所以上の空港
ラウンジ等を無料で利用できるサービスです。
混雑する空港ターミナルのけん騒から逃れ、ごゆっくりおくつろぎください。

京都にお越しの際は、休憩のひとときに「JCB Lounge 京都」で
ゆったりとおくつろぎください。

ショッピングガード保険

国内・海外年間最高500万円
（自己負担額：1 事故につき 3,000 円）
※一部補償の対象とならない物品もあります。

カーアクシデントケア制度

自動車関連のアクシデントに対し、
5万円のお見舞金をお支払いします。

国内・海外航空機遅延保険

国内外の航空便ご利用時の乗継遅延等
で生じた宿泊・飲食費および出航遅延で
生じた飲食費や、預けた手荷物が遅延・
紛失した際の衣類購入費等を補償します。

旅行傷害保険（海 外 ／ 国 内）

カードご利用の有無にかかわらず、ご旅行中の
ケガなど、万が一のトラブルにも心強い各種補償
をご用意。
家族特約対象者にも保険が適用されます。

プライオリティ・パス グルメ・ベネフィット

5   JCB Lounge

日本の観光名所である「京都」に、
JCBの専用ラウンジをご用意しています。

7   Gourmet  B ene�t

全国の厳選したレストランの
所定のコースメニューが2名様以上
のご予約で、1名様分が無料に。

国内の厳選したレストランの
所定のコースメニューを、2名
様以上で予約すると、1名様分
の料金が無料となる期間限定
の優待サービスです。
ビジネスでの接待などに、ぜひ
ご活用ください。

3   Golf  S er vice

6   JCB Premium Stay  Plan

ビジネスやプライベートのご宿泊に
利用いただけます。

JCB Lounge 京都 JCBプレミアムステイプラン

※本サービスはお申し込みが必要です。

保険

名門ゴルフ場で
ワンランク上のラウンドを。

ゴルフサービス

CASE1

出張のときに
急な出張時のチケットの
手配。
深夜でも電話したい。

CASE2

レストランで
取引先との大事な会食。
確かな店を予約したい。

CASE3

エンターテインメント
の場合
人気のコンサート。
席を取ってもらいたい。

CASE4

ゴルフの場合
接待で人気のゴルフ場。
手配を頼みたい。

※プラチナ・コンシェルジュデスクでの手配の一例となります。

スマートに、効率的に、そしてプレミアムに。
あなたのビジネスライフにふさわしい最上級のサービスを
ご用意しております。

海外旅行傷害保険 
最高１億円

国内旅行傷害保険 
最高１億円

有名コースでのゴルフコンペの開催や、全国
約1,200ヵ所のゴルフ場の手配を承ります。
また、優待情報も毎月お届けする「JCB THE
PREMIUM」 で随時ご案内します。

イメージ 会員の皆様から人気の高
い上質なホテルと旅館を、
全国から厳選してご用意
しました。ホテル編「スペ
シャルプライスプラン」、
旅館編「厳選の宿」ともに、
お客様満足度の高い宿に
予算をおさえて宿泊でき
るプランを数多く揃えて
います。
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