
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。
優雅なお部屋でゆったりとくつろげる「ホテル編 スイート
ルームプラン」、「旅館編 離れ・特別客室特集」を、会員限定
特典付きでご紹介します。

※カード発行に際してはザ・クラス独自の審査があります。
※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、ゴールドデスクまでお問い合わせください。本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、普通保険約款および特約に基づきます。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。

218266-008･2302（45.0）LCF

※掲載写真はすべてイメージです。　※本誌に掲載の内容は、2023年2月現在のものです。　※JCBプレミアムカードとは、JCBザ・クラス、プラチナ、ゴールド ザ・プレミア、 ゴールド、ネクサスの総称です。

※一部、特典の対象とならない施設があります。　※内容は一例となり、宿泊施設・客室タイプにより異なります。

一流のあなたに相応しい、
一流のサービスを。

上質なホテルと旅館をご利用になれます。心ゆくまで、おくつろぎください。 

本会員（お申し込み本人）　55,000円（税込）／ 家族会員 8 名様まで無料年会費
※お切り替え手数料はかかりません。　※ 生計を同一にする配偶者・親・子供（ 高校生を除く18歳以上 ）の方を対象に発行します。

JCB  プレミアムステイプラン

• 夕食時、地元の食材を使った
　一品をサービス
• レイトチェックアウト　など

会員限定特典の一例

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ます。
海外へ旅行される際は、ぜひご利用ください。

海外ラグジュアリー・ホテル・プラン 

ザ・クラス・メンバーズデスク

カードご利用可能枠

JCBプレミアムカード共通サービス

GOLD B asic Serviceのご案内

◆空港ラウンジサービス

ザ・クラス　その他のサービス

カードに関する全般的
なお問い合わせをザ・
クラス・メンバーズデスク
でご案内

国内の主要空港内、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。

◆ゴルフサービス
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。

◆会員情報誌
 「JCB THE PREMIUM」

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。

ご申告内容やご利用実績に応じて設定

0120-800-978
9：00AM～5：00PM　年中無休（年末年始を除く）

ゴールドデスク
（入会ご案内専用）

至高のステータスをあなたに。

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喧騒から逃れ、ごゆっくりおくつろぎください。
※本サービスのご利用にはお申し込みが必要です。　※家族会員の方は申し込めません。　＜提携先＞Priority PassTM

〈サービス対象者〉
JCBザ・クラス本会員または家族会員1名様以上を含むグループ

国内のさまざまな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。

グ ルメ・ベネフィット

空港ラウンジ等が無料で利用できます。
プライオリティ・パス



JCB最高位のステータスを持つ「JCB ザ・クラス」
特別に選ばれた方にふさわしいおもてなしをご用意しています。

ビジネスからプライベートまで。
専任スタッフが24時間365日あなたをサポート。

ザ・クラス・コンシェルジュデスク

※ザ・クラス・コンシェルジュデスクでの手配の一例となります。

ビジネスシーンはもちろん、プライベートな旅行の手配・予約、ゴルフ場やレストランの
ご案内など、さまざまなご相談を可能な限り承ります。
24時間365日、いつでも対応します。 厳選したアイテムのなかから、年に1回お好きな商品をひとつお選びいただける、

JCBザ・クラス会員の皆様だけの特別なサービスです。
◆たとえば、こんなときにお電話ください。

ザ・クラス メンバーズ・セレクション
日ごろの感謝の意を込めて。
毎年お送りするカタログのなかから
お好きな一品をお届けします。

※4月以降にご入会の方は翌年度のサービスから利用できます。

旅行傷害保険

◆海外旅行傷害保険  最高１億 円

海外旅行傷害保険・国内旅行傷害保険ともに、旅行代金等をクレジット
カードで支払った場合に適用となります。

傷害による死亡・後遺障害

傷害による治療費用

疾病による治療費用

賠償責任

携行品損害（保険期間中100万円限度・
１事故につき自己負担額3,000円）

救援者費用等

家族特約対象者本会員・家族会員

最高1億円

1,000万円限度

1,000万円限度

1億円限度
1旅行につき
100万円限度

1,000万円限度

万が一のトラブルに。海外でも国内でも一流の安心をご提供します。
保 険

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があります。

JCBスマートフォン保険

スマートフォンの通信料をJCBザ・ク
ラスで支払うと、お持ちのスマート
フォンに生じた損害が補償される、
もしものときに安心のサービスです。
さらに、クラス会員の方限定で、ス
マートフォンの破損以外にも、火災時や
水漏れ、盗難時の際にも手厚く補償！
※補償内容と補償限度額はカード券種によって
　異なります。

通常は入店の難しい、会員制や住所非公開の紹介
制飲食店を予約できます。

一匙（ひとさじ）
会員制・招待制の
お店をご予約

JCBザ・クラス会員限定でJCB厳選の有名シェフを
招いたイベントを開催します。

ザ・クラス
名食倶楽部
有名シェフの料理が楽しめる

「JCBトラベルデスク ザ・クラス専用ダイヤル」を通して
対象の商品を申し込むと、特典をプレゼント。

海外クルーズ
優待サービス
優雅な豪華客船の旅

業務提携会社＞株式会社 JCB トラベル ※出発日が2023年4月1日（土）以降のご旅行分より適用

◆国内旅行傷害保険  最高１億 円
本会員・家族会員

死亡・後遺障害

入院

手術

通院

 最高1億円

日額5,000円

5,000円×（10～40倍）

日額2,000円　

①航空機や電車、船舶などの
　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

※「家族特約対象者」とはJCBザ・クラス本会員の方と生計を共にするご家族で、
　19歳未満のお子様をいいます。

最高1,000万円

200万円限度

200万円限度

2,000万円限度
1旅行につき
50万円限度
200万円限度

賠償責任（国内・海外）
補償内容 補償金額

1 億円限度
100万円限度
日額1,500円
日額1,000円

5万円限度

10万円限度

身体障害
（国内・海外）

死亡・後遺障害
入院
通院

ゴルフ用品損害（国内・海外）

ホールインワン・
アルバトロス費用（国内のみ）

ゴルフプレー中のさまざまなリスクが補償される
保険です。他人を負傷させてしまった場合、ある
いはご自身のケガに対する入院治療費等、また
ゴルフ用品の盗難被害やゴルフクラブの破損・
曲損による修理費等が補償されます。
さらに、ホールインワンまたはアルバトロスを
達成された場合にも補償されます。

ゴルファー保険

国内外の航空便代金をクレジットカードで支払った場合に、航空便ご利用時の乗継遅延で生じた客室料・食事代や
出航遅延等で生じた食事代、預けた手荷物が遅延・紛失した際の衣類購入費等が補償されます。

国内・海外航空機遅延保険

※家族会員の方も補償の対象です。

※出発日が2023年4月1日（土）以降のご旅行分より適用

パリでおすすめのレストランを予約したい。 ニューヨークでミュージカルを観劇するため、航空券と
チケットの手配を頼みたい。

夜中に思い立ったのだが、近場でゆったりと楽しめる
ゴルフ場はないだろうか。

週末に家族旅行を計画している。おすすめの温泉
旅館を紹介してほしい。
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