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2016 年 1 ⽉ 14 ⽇

位

全⽇本空輸株式会社
三井住友カード株式会社

新ANAマイレージクラブカード「ANA VISAプリペイドカード」誕⽣！
チャージした額だけ、国内外3,800万店のVisa加盟店*で使えて、マイルが貯まる
本邦航空会社として初めてのVisaプリペイド⼀体型マイレージカ-ドを発⾏します
全⽇本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：篠辺 修、以下：ANA）と、三井住友カード株式
会社（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：久保 健、以下：三井住友カード）は、プリペイド（事前⼊⾦型）決
済機能付 ANA マイレージクラブカード「ANA VISA プリペイドカード」の会員募集を、2016 年 1 ⽉ 15 ⽇（⾦）より
スタートいたします。
ANA VISA プリペイドカードは、ANA マイレージクラブの機能と、国内外 3,800 万店の Visa 加盟店*で、事前にチャー
ジ(⼊⾦)した⾦額分をご利⽤頂ける Visa プリペイド機能が 1 枚になった、⼊会⾦・年会費無料の新しい ANA マイレージク
ラブカードです。フライトはもちろん、提携パートナーのご利⽤でマイルが貯まるほか、プリペイドカードの利⽤⾦額合計 1,000
円（税込）につき、ANA マイル５マイルが⾃動的に貯まり、貯まったマイルは特典航空券などに交換できます。
「ANA VISA プリペイドカード」は、＜チャージ限定型＞と＜オールチャージ型＞の２種類をご⽤意しました。
＜チャージ限定型＞は、ANA VISA／マスターカード会員の 13 歳以上のお⼦様がご利⽤いただけ、チャージはお申込み者
（保護者）の⽅の ANA VISA／マスターカードに限定されます。ご利⽤の都度、利⽤情報がメール通知されますので、お
⼦様へのお⼩遣いとして、⼀⼈暮らしや海外留学など、離れて暮らすご家族への送⾦にも便利に且つ、安⼼してお使いいた
だけます。
⼀⽅、＜オールチャージ型＞は、15 歳以上の⽅がご利⽤いただけます。パソコンやスマートデバイスにてお申し込みの上、
クレジットカード（Visa／MasterCard）、コンビニ、ペイジーなどの決済⽅法でチャージいただけます。こちらもご利⽤の都度
利⽤情報がメール通知されますので、安⼼してお使いいただけます。詳細は別添資料１をご参照ください。
チャージ限定型は専⽤申込書にて、オールチャージ型は専⽤ Web サイト上で、1 ⽉ 15 ⽇(⾦)よりお申込み頂けます。
＊ 各種公共料⾦など⽉々の料⾦のお⽀払、ガソリンスタンド、⾼速道路料⾦など、⼀部ご利⽤いただけない店舗・サービスがございます。

カードデザインは、以下の３⾊からお選びいただけます。（チャージ限定型・オールチャージ型同様のデザインです。）

このたび新規カード発⾏を記念して、2016 年 1 ⽉ 15 ⽇〜2016 年 4 ⽉ 30 ⽇の期間にご⼊会いただいた⽅に、もれ
なく 1,000 円分のバリューをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。
＜ANA VISA プリペイドカード 発⾏記念キャンペーン＞
ANA VISA プリペイドカード新規⼊会で 1,000 円分のバリュー付与！！
期間：2016 年 1 ⽉ 15 ⽇〜2016 年 4 ⽉ 30 ⽇（初回チャージ⼿続き完了分＊）
対象：上記期間中に ANA VISA プリペイドにご⼊会された⽅全員
バリュー付与時期：初回チャージ⼿続き完了⽇の翌⽉ 10 ⽇頃
＊オールチャージ型の⽅は、専⽤ Web サイトにて初回チャージ⼿続きまで完了された⽅。
チャージ限定型の⽅は、申込書郵送後、上記期間中に専⽤ Web サイトより初回チャージ
⼿続きを完了された⽅（申込書郵送後、専⽤ Web サイトでお⼿続きいただけるまで、
約⼀週間ほど要します）。初回チャージは、カード発⾏⼿続き時に必要です。

ANA と三井住友カードは今後も協⼒し、お客様にご満⾜いただける商品・サービスの展開を図ってまいります。

【資料配布先】 東商記者クラブ、⾦融記者クラブ（⽇銀）、国交省記者クラブ

◆本件（ニュースリリース）に関するお問い合わせ先◆
全⽇本空輸株式会社
／ 広報部
三井住友カード株式会社 ／ 経営企画部広報室

TEL：03-6735-1111
TEL：03-5470-7240

（別添資料１）
■＜ANA VISA プリペイドカード＞概要
名称

ANA VISA プリペイドカード

ANA VISA プリペイドカード

＜オールチャージ型＞

＜チャージ限定型＞

利⽤可能店舗

国内・海外の Visa 加盟店 （インターネット加盟店も含む）

対象

15 歳以上の⽅

有効期限

発⾏から 5 年間

申込：ANA VISA／マスターカード個⼈会員
利⽤：申込者のお⼦様で 13 歳以上の⽅

専⽤申込書にて申込
※申込書は、専⽤ Web サイト
http://vpass.jp/anaprepaid-cl/
またはお電話(0120-919324)にて、
資料請求できます。（資料番号 1899）
2016 年 1 ⽉ 15 ⽇（⾦）10 時より

⼊会申込⽅法

専⽤ Web サイトから申込
http://vpass.jp/anaprepaid-ac/
2016 年 1 ⽉ 15 ⽇（⾦）10 時より

チャージ⽅法

専⽤ Web サイトにて、チャージ⾦額およびチャージ⼿段を指定

チャージ⼿段
チャージ⼿数料

クレジットカード（Visa,MasterCard）
コンビニ、ペイジー
200 円（税込）
※三井住友カード発⾏のクレジット
カードでのチャージの場合無料

申込者の ANA VISA/マスターカード
無料

残⾼上限額

300,000 円

マイル積算

ご利⽤⾦額 1,000 円につき 5 マイル付与（⾃動積算）

⼊会⾦・年会費

無料

発⾏⼿数料

200 円（税込）※当⾯無料にて発⾏

発送⼿数料

440 円（税込）※当⾯無料にて発⾏

セキュリティ

・ご利⽤ごとに登録アドレスへ「利⽤通知メール」を送付
・カードを使わない時に「ご利⽤ロック」の設定が可能
・インタ―ネット決済では「VISA 認証サービス(注)」に対応

Web サービス

申込みに必要な
書類

・プリペイド残⾼照会、チャージ、利⽤履
歴照会、ご利⽤ロックが可能

・申込者はプリペイド残⾼照会、チャージ、利⽤
履歴照会、ご利⽤ロックが可能
・利⽤者がご利⽤いただける残⾼照会専⽤画
⾯をご⽤意

・本⼈確認書類（運転免許証、健康
保険証、パスポート等）を専⽤ Web サ
イト上へアップロードする必要あり

・申込者と利⽤者の親⼦関係を証明できる健
康保険証または住⺠票の写しのご提出が必要

(注) VISA 認証サービスとは、対象店舗でのインターネット取引の際、通常の取引情報に加え「Vpass パスワード」または「ワンタイムパ
スワード」を⼊⼒することで本⼈認証を⾏うサービスのことです。

（別添資料２）
＜ANA CARD（クレジットカード）との違い＞
名称

ANA VISA カード(クレジットカード)

対象

18 歳以上の⽅（⾼校⽣除く）

15 歳以上の⽅
※＜チャージ限定型＞は 13 歳以上の⽅

年会費

有料

無料

必要

不要

ご利⽤可能額

与信額の範囲内でのご利⽤

残⾼の範囲内でのご利⽤

お⽀払い⽅法

後払い
（後⽇登録⼝座よりお引き落とし）

銀⾏⼝座・
⼝座振替登録

マイル積算

15 マイルコース
（1,000 円=1 ポイント=15 マイル）
10 マイルコース
（1,000 円=1 ポイント=10 マイル）
5 マイルコース
（1,000 円=1 ポイント=5 マイル）
※15 マイルコースは ANA VISA プラチ
ナ プレミアムカードのみ
※⾃動移⾏コース／都度移⾏コース選
択可能

ANA VISA プリペイドカード

先払い（事前に必要な⾦額をチャージし、
商品購⼊時＊にお引き落とし）
＊ご利⽤店舗により⼀部例外あり

1,000 円=5 マイル（⾃動積算）

