※マイレージサービスの約款(HPより抜粋)P6詳細資料
会社名

全日本空輸（ANA）

中国国際航空

エールフランス

入会条
件

マイルの譲渡や購入

・入会を認められた個人(２条)
・会員の２親等以内の親族(11条)

・会員カードの所有権はＡ ・会員の２親等以内親族の続柄を証明でき ・マイルの不正取得、 ・会員資格取り消し
ＮＡ。会員に貸与。
る書類提出をする場合がある（11条）
利用、虚偽通知(29条) ・マイル没収
会員はカードの貸与、譲 ・特典申込時に本人確認(１２条)
・19条2項に該当が
・特典利用停止
渡などを一切してはなら
あった場合(29条)
・返還請求
ない(５条)
・ＡＮＡとの信頼関係を を行うことがある（29
・会員本人のみ(12条)
損なう行為(29条)
条）
・会員または指定利用者
・本規約、手続きの違 ・マイレージクラブ参加
が提供された特典を
反(33条)
を認めない場合もある
いかなる形でも第３者へ
(２９条)
の譲渡、売買、金品交換
・29条の措置、必要に
禁止(13条)
応じ損害賠償の法的措
置を行うことがある（33
条）
・正規普通運賃を会員
・会員カードの譲渡はでき ・予約時に会員カード番号、名前を申し出 ・会員専用ページ内で ・会員資格剥奪
ない(会員特典及び義務 （会員規約2.）
の操作は会員自身
・マイル抹消
1.)
・特典譲渡申込書に記入、身分証明書コ
の管理のもと行われ ・法的処置、損害賠償
・会員１人につき６人まで ピーを添えホットラインへ申し込む(譲り受け ているとみなされる。 請求(会員特典及び義
登録、譲受人はＤＦＰ会員 人の登録1.)
(会員規約4.)
務2.、6.1)
で(譲り受け人の登録3.) ・特典譲渡申込書に記入、譲渡人のパス
・手順に違反、虚偽
・譲渡手続き後、市内発 ポートか署名入りＩＤカードのコピーを添え データ提出(会員特典
券カウンターで発券、会 ホットラインへ申し込む(特典譲渡の申請) 及び義務2.)
員はウェブサイトの会員 ・支店に直接申請の場合は公的身分証明 ・架空名義のマイル獲
ページで特典航空券に交 書も提示(特典譲渡申込書より)
得、特典の売買(会員
換できる (特典との交換
特典及び義務6.1)
・会員本人と会員指名の ・会員カード提示
・チェックインに会員名 ・損害及び訴訟費用支
人は会員に知らされた条 ・受取人が会員でない場合会員カード
を詐称したばあいは 払い
件および制限下において (コピー可)
加算されない(1.4.4)
・アカウント取消
利用(3.16)
会員の身分証明書、会員署名委任状提示 ・いかなる代償との引 ・入会資格はく奪
(3.12)
換による販売、購入、 ・マイル没収
仲介、転売も禁止。
・未使用分特典取消(行
(1.4.7)
う場合がある記
載)(1.4.7)
・申請者が会員以外の場 ・渡航書類、身分証明書、会員直筆の委任 ・いかなる場合でも会 ・マイル失効(3.11)
合、
状
員がマイル販売、交 ・特典無効(3.11)
会員のアカウントプロ
・会員の身分証明書のコピー提示(9.11)
換できない(4.18)
・退会させる権利(3.11)
フィールに」Eアドレスが
・登録情報虚偽でイタ
無登録なら発券できない
リア刑法で処罰なら責
(9.10)
任負いかねる(5.11)
・支払いは5000マイルか
・規約違反、詐欺、虚
ら(9.26)
偽報告は所轄政府担
当局、主催者により法
的行為の対象になる
(10.8)
・第三者に対して販
売、交換、競売譲渡で
きない(10.4)
・売買、仲介、無許可
の商品購入、不正使
明記される場合を除きマ ・記載なし
・特に譲渡が許されて ・特典の利用差止めま
イルやマイル口座の譲渡
いる場合を除き、第三 たは没収(2.4.7)
は出来ない(2.1)
者への譲渡は禁ずる ・マイル引換拒否(2.4.7)
(2.4.8)
・損害賠償請求(2.4.7)
・マイルの移行、マイ ・即時契約終了、会員
ルやアワード利用権 資格剥奪(3.1)
の不当利用禁止
・マイル口座封鎖(3.1)
(2.4.8)
・再入会拒否(3.1)
・マイル数５０％以上所有 ・第三者による特典航空券の受け取りは、 ・移譲や販売、物々交 ・会員資格の剥奪、一
の会員は、特典航空券交 主要会員の許可書状、会員カードコピー
換禁止(A.1)
時停止、特典失効措置
換で提携会社から残り５ (H.5.)
・登録に関する不正使 の可能性(A.1)
０％まで購入できる（Ｉ、マ
用の規約は見当たら ・損害賠償を請求する
イルの加算a）
ず
権利(A.1)
・購入したマイルはすぐに
・本利用規約に違反し
特典航空券に交換（Ｉ、マ
た場合(C.２)
イルの加算a）
・購入マイルは払い戻し
不可（Ｉ、マイルの加算a）

有
（審査
有）

・２歳以上なら誰でも（２歳～１２歳条件
あり）（会員資格1.）
・家族や友人に特典譲渡できる(譲り受
け人の登録1.)
・規約に従って獲得・利用(会員特典及
２歳から び義務8.)

・２歳以上の個人(1.3.1)
・会員、会員指定の者(3.2)
・有効期限発行日から１２ヶ月(3.5)
・規約の記載方法、条件に従い発券
２歳から
(3.13)

・特典利用者は全員アンド消費者、個
人または法人(2)
・提携会社ではないコードシェア便は利
用できない(9.1)
・有効期限、発券日から12ヶ月延長な
し(9.2)
・会員本人、会員指定の利用者(9.6)
アリタリア-イタリア航空

無

・会員個人が相互交流関係を持つ親
族、友人、知人に譲渡できる(2.4.7)
ルフトハンザドイツ航空

無

・最大５人まで指定なし(子供乳幼児も)
（Ｈ.１.）
・企業法人は対象外(H.1)
シンガポール航空

２歳から

登録者確認

不正使用

不正使用者に
対する措置

特典航空券利用者の範囲

不正使用に
不当条項＊参考程度
よる被害の救済策
・記載なし

・記載なし

・記載なし

・記載なし

・他人の成りすまし行為による特典
の詐取は責任を負わない(4条)
・提携会社のサービスは提携会社の
責任。ＡＮＡは保証せず責任を負わ
ない(６条)
・積算マイルは提携会社の特典と共
有、合算はできない(６条)
・提携会社のマイレージクラブ撤退、
特典取り消しなどの変更について責
任を負わない(６条)
・利用できなかった特典を保証する
責任を負わない(１５条)
・取得されたマイルの価値に影響を
及ぼすか否に問わず予告なく変更
・特典および特典航空券用座席数を
制限する権利
・パートナーマイルの企業決定に関
与せず。内容は予告なしに変更(会
員特典及び義務7.)

・欠航便は付与されない(2.5)
・プログラム特典の欠陥や不具合に
起因するいかなる損失、弁護士費
用、事故、不都合にも責任を負わな
い(3.3)＊ワルソー条約(改正後)、モ
ントリオール条約に規定がない限り
・紛失、盗難、期限切れは払い戻し、
交換、延長できない。(3.4)
・いかなる場合でも主催者はマイル
を付与しない
いつでも取消できる権利を有する
(4.19)
・取消マイル通知義務を放棄(4.21)

マイルカスタマーセンター

〇

×

×

×

・記載なし

・プログラム、規約変更や改定する
権利、それにより会員に生ずる損害
賠償の義務は負わない(4.4)

〇
・記載なし

・特典との交換など、会員の権利に
影響を与える場合でも、当社のクリ
スフライヤープログラム/PPSクラブ
の会員資格、またはその一部をいつ
会員ログイン後、PPS
でも事前の通告なしに停止・剥奪す
クラブサービス専用電
る権利を有します。(C..2)
話番号のリスト（△）

会社名

エミレーツ航空

大韓航空

日本航空（JAL）

入会条
件

無

無

無

特典航空券利用者の範囲

・自分自身、他会員のア ・必要確認手続き後、
カウントに加算できる(9.1)
・別のスカイわーずアカウ
ントに譲渡できる(10.1)
＊ともに最低１回のマイ
ル獲得が条件
・マイルを現金、同等物と
交換、第三者から購入で
きない(9.5)
・家族会員、会員本人含めて５人まで
・家族に譲渡の場合
合算して特典を利用できる(ガイドP22)
家族登録には申請書と続柄の記載された
家族関係を確認できる書類（発行日より6カ
月以内の住民票・戸籍謄本など(家族会員
制度ガイドP22)
・それ以外の場合
特典発行申請書、会員本人の
会員カードと身分証明書を提出
・ 第三者が代理で交換の場合、会員本人
が署名した特典発行申請書、会員本人の
会員カード、身分証明書と申請者の身分証
明書を提示(ガイドP23)
・会員、会員の.２親等以内の親族(16 ・特典の引換は会員本人 ・会員との続柄を証明できる公的書類提出
条)
だが会員指定でＪＭＢに を求める場合がある（16条）
・乳幼児２歳、３歳未満、小児(２～１１ 認められた代理人はでき ・特典引き渡しの際に身分証の提示(21条)
歳)
る(20条)
も利用できるが大人と同マイル必要
(5条、6条)

ブリティッシュ・エアウェイズ １８歳から

・会員以外を乗客として利用できる(特
典の譲渡)

カンタス航空

登録者確認

・最低１回のマイル獲得履歴が条件
(10.1)
・８名以内の家族(本人の配偶者、親、
兄弟姉妹、子、祖父母、孫、義父母、
継父母、継子、メイド)(17.1)

・個人メンバーのみ(12.1)
・名義を自由に指定(15.2)
・満2歳も可（席を占有した場合１人分
のポイントが必要）(15.4)
・年齢制限がない家族会員口座で７人
登録できるがクラブメンバーで(18)
・家族口座のみ５人までお友達メン
バーを登録できる(19.1.4)

ＤＥＲＴＡ航空

マイルの譲渡や購入

無

＊英語表記

・メンバー本人か委任さ
れた第三者(15.4)
・満2歳も可（席を占有し
た場合１人分のポイント
が必要）(15.4)

11.2サービスパートナー利用時、メンバー氏
名及びメンバーシップ番号を明示、
必要に応じてカードの提示や追加情報提供
を求める場合がある(11.2)
・特典航空券に名前が記載されているメン
バー、同伴者についてメンバーが自己責任
で確認(20.3)
・有効な旅券や査証、健康診断書、旅行関
連書類がそろっている事(20.3.2)
・書類に不備があれば搭乗を拒否される場
合がある(20.3)

・特典航空券発券後は譲 ・特になし
渡できない(一般規約)

不正使用

不正使用者に
対する措置

不正使用に
不当条項＊参考程度
よる被害の救済策

・不法、不正な活動に
使うこと(2.4)
・規約に反し売却、譲
渡、提供、宣伝(2.4)

・会員資格停止(2.4、
・記載なし
12.11)
・予告なくマイル取消、
没収(12.11)
・通常運賃支払い
(12.11)
・法的措置(12.11)

・いつでも会員資格の一時中止、取
り消し、停止ができる(1.6)
・法により責任免除されないかぎりい
かなる保証をしない(11.6)
・獲得マイルの変更、航空券価格変
更、制限(13.17)

・各種証明書類偽造・
変造、書類の虚偽記
載、会員規定違反や
悪用(12条)

資格剥奪、口座の閉
・記載なし
鎖、マイルの削除、特
典取消、当該会員
再加入認めない
不当な方法で特典を発
行し使用した場合、大
韓
航空は有償運賃に相当
する現金賠償請求、及
び必要な法的措置(12
条)

・特になし

・会員資格取り消し(39 ・記載なし
条)
・マイル没収(39条)
・未使用特典の取消(39
条)
・普通運賃及び付随す
る料金の損害賠償請求
(39条)
・マイレージクラブ再入
会拒否(39条)
・行政処分、法的措置
(39条)
・特典の没収20.2)
・記載なし
・メンバーシップ停止、
カードの使用権停止、
資格停止の延期、会員
ランクの降格、ポイント
削除、将来も行為に及
ばないことを要求する
場合も(24.1)
・積算ポイント、特典航
空券の取り消し(24.2)
・正規運賃総額、手数
料の賠償責務(24.3)
・メンバーカード、提携
金融カード返却(24.4)

・利用できなかった特典を補償する
いかなる責任も負わない(15条)
・会員の故意又は過失に起因しｔ第
三者より使用されたサービスで生じ
た損害は一切責任を負わない(33条)

・口座取消（会員資格 ・記載なし
終了）
・アップグレード特典、
航空券無効、没収、該
当運賃支払い義務(売
買および交換の禁止、
アップグレード特典１３)

・規定、特典、参加条件、ならびにマ
イルレベルの全てまたは一部の変更
および終了に関して、マイルの価値
に影響するものであっても、いつでも
事前の通知なく行う当プログラムは、
通知のあるなしにかかわらず、いつ
でもデルタ航空により終了する
・制限を受けることなく特典廃止(アッ
プグレード特典15)

・特典を売買・交換は
できない(29条)
・オークションサイト出
品禁止(29条)
・正しい会員登録デー
タがされない(39条)
・マイル積算、特典利
用時に虚偽の申告、
通知
・規約に認められない
行為(39条)
・ＪＡＬとの信頼関係を
・規約違反
・ポイント不正獲得
・サービスの誤用や濫
用(2)
・換金、払い戻し、交
換はできない、他人に
譲渡できない(20.2)
・いかなる形でも譲渡
できない(22.1)
・他人に発行されたポ
イントの意図的な購
入、販売、交換利用
条件違反のポイント利
用(22.2)
・22.2条規定される違
反行為が、契約違反
の誘因、事業の妨
害、刑法犯罪を構成
・売買・交換はできな
い
(アップグレード特典
13)
・不正に入手したアッ
プグレード特典、航空
券(アップグレード特典
13)

マイルカスタマーセンター

×

〇

×

・特になし

〇

〇
×

