2020 年 3 月 30 日
全日本空輸株式会社
東京地下鉄株式会社
株式会社ジェーシービー

「ANA To Me CARD PASMO JCB（ソラチカカード）」に
待望のゴールドカードが誕生！
～本日より募集開始～
全日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平子 裕志、以下：ANA）、東京地下鉄株式会社（本社：東
京都台東区、代表取締役社長：山村 明義、以下：東京メトロ）、株式会社ジェーシービー （本社：東京都港区、代表取締
役会長兼執行役員社長：浜川 一郎、以下：JCB）は、「ANA To Me CARD PASMO JCB（ソラチカカード）」のゴールド券種
「ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD（ソラチカゴールドカード）」の会員募集を 2020 年 3 月 30 日（月）より開始します。

ソラチカゴールドカードは、ANA カードと PASMO 機能がひとつになったカードです。ANA および提携航空会社の国内
線・国際線ご搭乗で ANA フライトマイル、東京メトロでの PASMO によるご乗車でメトロポイント、JCB 加盟店でのショッピ
ングのご利用で JCB カードの Oki Doki ポイントが、ソラチカ一般カードよりもさらに貯まりやすくなった大変便利でお得な
多機能カードです。相互に交換可能なマイルとメトロポイント、またこれらのポイントへ移行可能な Oki Doki ポイントをこの
1 枚でより効率的に貯めることができます。
ソラチカゴールドカード発行記念として、各種入会キャンペーンの他、発行初年度に本会員と同時にご入会の家族会員
1 名様に限り、家族カードの年会費（2,200 円（税込）/1 名様）を、3 年間限定でキャッシュバックするキャンペーンを実施い
たします。
今回のゴールド券種の発行は、ソラチカ一般カードをお持ちのお客様の「ANA のゴールド券種はほしいが、PASMO 機
能も引き続き使用したい」等のお声から、より付加価値の高いカードをご提供させていただき、お客様のご要望にお応えし
たいとの想いから実現しました。
今後も、お客様のニーズに応える商品やサービスの開発を進め、お客様の満足度向上に努めてまいります。
ソラチカゴールドカードの特典・サービスの詳細は別紙のとおりです。
■ソラチカゴールドカードの主な特徴
・入会・継続ボーナスマイル：2,000 マイル、搭乗ボーナスマイル：区間基本マイレージ × クラス・運賃倍率 ×25％
・メトロ乗車ポイント：平日 20 ポイント、土休日 40 ポイント（※定期券・企画券区間内のご乗車は対象外）
・旅行傷害保険：最高 1 億円（海外）、最高 5,000 万円（国内） 国内航空傷害保険：最高 5,000 万円

別紙
■ANA To Me CARD PASMO JCB Series（ソラチカカード）概要
ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD
（ソラチカゴールドカード）

名称

【参考】ANA To Me CARD PASMO JCB
(ソラチカ一般カード)

カード券面

お申込み対象

20歳以上(学生不可)で、ご本人に安定継続収入のある方。

18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方。
または高校生を除く18歳以上で学生の方。

年会費

<本会員>15,400円（税込）
<家族会員>2,200円（税込）
※発行初年度にご入会の家族会員1名様は3年間限定で年会費
キャッシュバックキャンペーンを実施 （本会員と同時入会のみ）

<本会員>2,200円（税込）
<家族会員>1,100円（税込）
※初年度年会費無料（家族会員は本会員と同時入会のみ）

PASMO機能

電子マネー機能・定期券機能・オートチャージ機能あり

電子マネー機能・定期券機能・オートチャージ機能あり

入会・継続ボーナスマイル

2,000マイル

1,000マイル

搭乗ボーナスマイル

基本区間マイルの25%

基本区間マイルの10%

乗車ポイント
(メトロポイント)

1乗車につき
平日 20ポイント
土休日 40ポイント
※定期券・企画券区間内のご乗車はポイント対象外

1乗車につき
平日 5ポイント
土休日 15ポイント
※定期券・企画券区間内のご乗車はポイント対象外

電子マネーポイント
（メトロポイント）

自動販売機 100円利用で2ポイント
店舗で200円利用で2ポイント

自動販売機 100円利用で1ポイント
店舗 200円利用で1ポイント

ショッピングでOki Dokiポイントが貯まる
ご利用合計金額1,000円で1ポイント
カード会社ポイント
（Ｏｋｉ Ｄｏｋｉポイント）

ショッピングでOki Dokiポイントが貯まる
ご利用合計金額1,000円で1ポイント

＜マイル自動移行コースの場合＞
ご利用合計金額1,000円につき、
10マイルコース 10マイル

＜マイル自動移行コースの場合＞
ご利用合計金額1,000円につき、
5マイルコースの場合
5マイル
10マイルコースの場合 10マイル

マイル移行手数料

10マイルコース

10マイルコース
5マイルコース

海外旅行障害保険

＜海外＞最高1億円
＜国内＞最高5,000万円

＜海外＞最高1,000万円
＜国内＞ー

国内航空傷害保険

最高5,000万円

最高1,000万円

ショッピングガード保険

＜海外＞最高500万円
＜国内＞最高500万円

＜海外＞最高100万円※自己負担額
＜国内＞ー

空港ラウンジサービス

あり

なし

■ポイント交換イメージ

無料

5,500円（税込）／年間
無料

1事故につき１万円

■Web 入会お申し込み方法
募集開始日時：2020 年 3 月 30 日（月）15 時 30 分～
以下のいずれかのＵＲＬより、ご入会ください。
ANA： https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/promo/sorachika_gold/
東京メトロ：https://www.to-me-card.jp/admission/tome-ana-gold/
JCB： https://www.jcb.co.jp/promotion/jcb_anacard/cp3.html
■各種キャンペーンについて
ソラチカゴールドカードの発行を記念して、家族カードの年会費をキャッシュバックするキャンペーンや、各社での入会キ
ャンペーンも実施しています。条件を満たせば各種特典をそれぞれ受け取ることができます。詳細は以下の表や各社の
キャンペーン URL をご参照ください。
・家族会員の年会費キャッシュバックキャンペーン
対象期間

2020 年 3 月 30 日（月）～2021 年 3 月 29 日（月）受付

対象会員

本会員と同時にご入会された家族会員１名

キャンペーン特典

初年度から 3 年間限定で家族会員様の年会費をキャッシュバックします。

・各社対象入会キャンペーン
ANA
キャンペーン

東京メトロ

JCB

ANA カード入って！乗って！

PASMO オートチャージサービ

新規入会 My JCB 登録・利用促進

使おう！キャンペーン 2020

ス利用でメトロポイントプレ

キャンペーン

ゼント
対象期間

入会

2020 年 3 月 2 日（月）
～6 月 30 日（火）受付

利用
対象カード

2020 年 3 月 30 日（月）

2020 年 3 月 1 日（日）

～6 月 30 日（火）受付

～4 月 30 日（木）受付

入会～2020 年 8 月 31 日（月）

入会～2020 年 8 月 31 日（月） 入会～2020 年 7 月 31 日（金）

ソラチカゴールドカード

ソラチカゴールドカード

その他 ANA カード全券種

ソラチカゴールドカード
その他 ANA JCB カード
※一部対象外

参加登録

あり

なし

あり

キャンペーン特典

最大 35,000 マイル

最大 2,000 メトロポイント

最大 10,200 Oki Doki ポイント

・キャンペーン URL
ANA：https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/promo/sorachika_gold/
東京メトロ：https://www.to-me-card.jp/admission/tome-ana-gold/
JCB：https://www.jcb.co.jp/promotion/jcb_anacard/cp3.html
■お客様のお問い合わせ先
ANA マイレージクラブ・サービスセンター
TEL:0570-029-767（月～金：9:00～19:00 土：9:00～17:00／日・祝・年始休）
東京メトロお客様センター
TEL:0120-104106（年中無休 9：00～20：00）
JCB 入会ご案内専用ダイヤル
TEL:0120-015870（受付時間 9：00～17：00 日・祝・年末年始休）

