2015 年 9 月

ホテルオークラ、JAL ホテルズと三井住友カードの提携クレジットカード

「One Harmony VISA」 誕生
～最大 3,200 One Harmony ポイントを進呈する誕生記念キャンペーンを実施～
株式会社ホテルオークラ
株式会社 JAL ホテルズ
三井住友カード株式会社

株式会社ホテルオークラ（本社：東京都港区、代表取締役社長：荻田敏宏、以下：ホテルオークラ）と株式
会社 JAL ホテルズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：マルセル・ファン・アルスト、以下：JAL ホテル
ズ）は三井住友カード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保健、以下：三井住友カード）とカ
ード発行事業において提携し、「One Harmony VISA」の会員募集を 2015 年 10 月 2 日（金）より開始いた
します。
本カードは、オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテル JAL シティの
3 つのホテルチェーンを国内外で 74 ホテル展開し、ホテルをご利用いただくお客様にくつろぎと快適な空
間をご提供しているホテルオークラおよび JAL ホテルズと、三井住友カードが共同で開発したクレジットカー
ドです。ホテルオークラと JAL ホテルズが運営する会員プログラム「One Harmony」の特典を享受できるう
えに、ホテルオークラと JAL ホテルズのグループホテル以外でのショッピングにおいても、クレジット決済額
に応じて、「One Harmony ポイント」がたまり、たまったポイントはグループホテルの無料宿泊特典やアップ
グレード特典などに交換できるなど、グループホテルご利用者にとって、より魅力的なカードとなるように設計
されています。カード券種は、お客様のご利用スタイルに合わせ、ゴールドカードとクラシックカードの 2 種類
をご用意いたしました。
今回の提携を通じ、国際ホテルチェーンとして展開していくホテルオークラ、JAL ホテルズのグループホテ
ルをご利用いただくお客様のさらなるサービス・利便性向上を図り、One Harmony 会員の拡大およびクレ
ジットカードの利用拡大を目指してまいります。
なお、10 月 2 日より、本カードの発行を記念して、「誕生記念キャンペーン」を実施いたします。対象期間中
に本カードに入会いただくほか、「マイ・ペイすリボ ※１」や「iDTM※２」にご登録のうえ、一定金額をご利用いた
だきますとボーナスポイントを進呈いたします。
One Harmony VISA URL: www.okura-jalhotels.com/jp/ohm/visa2015/

ゴールドカード

クラシックカード

One Harmony VISA の魅力
魅力 1： One Harmony 特典を享受できるとともに、One Harmony ポイントがさらにためやすくなり、上位
ステータスに昇格しやすくなります。
レストランご優待特典、バースデーケーキやデザートのプレゼントおよびスイートルームやデラックスルームが
50％優待になるバースデー特典、プールのご優待等の各ホテルがそれぞれの施設の特徴を活かして独自にご
用意させていただくホテルオリジナル特典など、ホテルでのご利用をよりお楽しみできる One Harmony の特典が
享受できることに加え、One Harmony ポイントがさらにためやすくなります。One Harmony ポイントは、一定の
ポイントをためるとホテル無料宿泊やアップグレード特典に交換ができます。

魅力 2： さらに One Harmony VISA ゴールドカードは、上位ステータスである One Harmony ロイヤルメ
ンバーの特典が付与されます。
上記の One Harmony 特典に加え、年間を通じてご利用ができるスイートルーム/デラックスルーム半額クーポ
ンやアップグレードクーポンが進呈される One Harmony ロイヤルメンバーの特典が付与され、本カードを保持し
ている間はロイヤルメンバー以上のステータスが保証されます。また、ホテル無料宿泊やアップグレード特典等に
交換できる One Harmony ポイントもボーナスポイントがつくなど、さらにためやすくなります。

（1）One Harmony VISA の概要
One Harmony VISA ゴールドカード

名称

One Harmony VISA クラシックカード

募集開始

2015 年 10 月 2 日（金）

国際ブランド

Visa
満 30 歳以上でご本人に安定した継続収入のある方

満 18 歳以上の方（高校生は除く）

※ゴールドカード独自の審査基準により発行させて頂きます。

対象
両カードともに、ホテルオークラと JAL ホテルズが運営する会員プログラム「One Harmony」への
事前登録が必要です。

初年度年会費無料
次年度以降 1,250 円＋税

10,000 円＋税
お客様のご選択により、下記のオプションも選択できます。

年会費

お客様のご選択により、下記のオプションも選択できます。

①

WEB 明細書サービスセット：9,000 円（税別）

①

WEB 明細書サービスセット：750 円（税別）

②

マイ・ペイすリボ（※1）セット：5,000 円（税別）

②

マイ・ペイすリボセット：翌年度無料

③

WEB 明細書サービス+マイ・ペイすリボセット

③

WEB 明細書サービス＋マイ・ペイすリボセット：

：4,000 円（税別）

翌年度無料
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One Harmony VISA ゴールドカード

名称

One Harmony VISA クラシックカード

One Harmony 公式ページの「マイアカウント（www.oneharmony.com/jp/account/login）」にログインしてい

①

ただき、One Harmony VISA のリンクからのお申し込み。

申込方法

②

専用入会申込書をご郵送

One Harmony のステータスに応じた One Harmony
の会員特典が付与されます。
特典 1

One Harmony のステータスに応じた、One Harmony
（One Harmony VISA ゴールドカードの場合は、One

の会員特典が付与されます。

Harmony ロイヤルメンバー以上のステータスが保障さ
れます。）

特典 2

One Harmony 会員が獲得できる One Harmony ポイ

One Harmony 会員が獲得できる One Harmony ポイ

ン ト に 加 え 、 カ ー ド 決 済 額 に よ り 、 下 記 の One

ン ト に 加 え 、 カ ー ド 決 済 額 に よ り 、 下 記 の One

Harmony ポイントが獲得できます。

Harmony ポイントが獲得できます。

国内グループホテル※3

国内グループホテル※3

1 ヶ月のご請求額 2,000 円ごとに 10 ポイント
海外グループホテル

1 ヶ月のご請求額 2,000 円ごとに 10 ポイント
海外グループホテル

1 ヶ月のご請求額 2,000 円ごとに 10 ポイント
ホテル外でのご利用

1 ヶ月のご請求額 2,000 円ごとに 5 ポイント
ホテル外でのご利用

1 ヶ月のご請求額 2.000 円ごとに 10 ポイント

1 ヶ月のご請求額 2.000 円ごとに 5 ポイント

（2） One Harmony の概要
「One Harmony」は、ホテルオークラと JAL ホテルズが運営する会員プログラムで、オークラ ホテルズ ＆
リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテル JAL シティの各ホテルのご利用時にさまざまな特
典・サービスをご提供します。また、お客様のご利用金額に応じ、One Harmony ポイントがたまり、たまった
One Harmony ポイントは、ご宿泊（ステイアワード）やお部屋のアップグレード（アップグレードアワード）、ホ
テルオリジナルグッズなど、多彩なポイント交換特典にご利用いただける会員プログラムです。
参考 URL：www.oneharmony.com/jp
（One Harmony 会員が獲得できるポイント）
One Harmony
エクスクルーシィヴメンバー
※4
グループホテル での ご利用金額 1,000 円につき
宿泊のご利用
20 ポイント+50％
※4
グループホテル での ご利用金額 1,000 円つきに
レストラン等のご利用
10 ポイント+50%
税金・サービス料を除く

One Harmony
ロイヤルメンバー
ご利用金額 1,000 円につき
20 ポイント+25%
ご利用金額 1,000 円につき
10 ポイント+25%
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One Harmony
メンバー
ご利用金額 1,000 円につき
20 ポイント
ご利用金額 1,000 円につき
10 ポイント

（3）誕生記念キャンペーンの概要
期間：2015 年 10 月 2 日（金）～2016 年 3 月 31 日（木）＜ご入会対象期間＞
2015 年 10 月 2 日（金）～2016 年 4 月 30 日（土）＜カード発行期間・ご利用対象期間＞
内容：
① キャンペーン期間中に新規入会した方に、通常入会ポイントに加え、もれなくボーナスポイントを進呈。
クラシックカード:

500 ポイント

※通常 250 ポイント

ゴールドカード:

1,200 ポイント

※通常 500 ポイント

② キャンペーン期間中、「マイ・ペイすリボ」に登録のうえ、ご利用期間内に合計 50,000 円（含む消費税
等）以上利用した方に、下記のポイントを進呈。※5
クラシックカード:

500 ポイント

ゴールドカード:

1,000 ポイント

③ キャンペーン期間中、「三井住友カード iD」に新規登録のうえ、ご利用期間内に「iD」にて合
計 30,000（含む消費税等）以上利用した方に、下記のポイントを進呈。
クラシックカード:

500 ポイント

ゴールドカード:

1,000 ポイント

※1「マイ・ペイすリボ」とは、毎月のお支払を元金定額 5 千円または 1 万円以上 1 万円単位で自由に設定出来るリボ払いで
のお支払い方法です。余裕があるときには、一部でも全額でも随時お好きなだけ増額して支払えます。
※2 iD は、株式会社 NTT ドコモの商標です。
※3 一部の国内グループホテル、レストランでは 5 ポイント/2,000 円の積算となります。
※4 グループホテルは、オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテル JAL シティの各ホ
テルです（一部除外ホテル・レストランがございます）
※5 「マイ・ペイすリボ」は One Harmony VISA ご入会時でのご登録が対象となります。
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＜ホテルオークラについて＞
ホテルオークラは 1958 年に設立、1962 年にフラッグシップホテルである『ホテルオークラ東京』を開業いたしまし
た。資本金 30 億円、「Best A.C.S.」（A：Accommodation、C：Cuisine、S：Service＝最高の設備、最高の料理、
最高のサービス）を企業理念とし、現在では、ホテルおよびホテル関連事業（資産所有、運営・技術指導、コンサ
ルティングなど）を幅広く展開しています。『オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ』は、ホテルオークラが運営する国際
ホテルチェーン。1978 年の発足以来、日本国内だけではなく海外の国々と質の高いグローバル・ネットワークを築
いてきました。日本文化のきめ細やかな心くばりとヨーロッパやアメリカの機能性を融合させた「オークラ」のおもて
なしは、世界中の皆様にくつろぎと快適な空間を提供いたします。2015 年 9 月 1 日現在、国内 17、海外 9 の合
計 26 ホテル、総客室数 8,096 室を擁しています。

＜JALホテルズについて＞
JALホテルズは、『ニッコー・ホテルズ・インターナショナル（NHI）』、『ホテルJALシティ（HJC）』の、2つのホテル
チェーンを運営するホテルオークラグループのホテル運営会社です。1970年、日本航空の出資による設立以来、
ホテルオペレーターとして国内外で事業を展開しています。2010年9月30日に主要株主が株式会社ホテルオー
クラへ移行し、オークラ ホテルズ ＆ リゾーツとはパートナーブランドとなり、各事業のシナジー効果を生かした
顧客の利便性の向上を図っています。資本金は42億7千2百万円で、2015年9月1日現在、NHI 37(国内20、海
外17)HJC 11（全て国内）の合計48ホテル、総客室数15,362室を展開しています。

＜三井住友カードについて＞
三井住友カードは、1967年の設立以降、日本のVisaのパイオニアとして約半世紀にわたりクレジットカード事業
を展開する、三井住友フィナンシャルグループにおける戦略的事業会社です。様々なジャンルの企業やコンテン
ツと提携したクレジットカードも数多く発行しており、魅力的な特典を付帯することでカード会員層の拡大を図って
います。2014年度のカード取扱高は10兆910億円、カード会員数は2,349万人です。

お客様からのお問い合わせ先：
One Harmony VISAについて
三井住友カード入会案内デスク
0120-816437 平日9：00～19：00/土・日・祝日9：00～17：00年中無休（12/30～1/3休）

One Harmonyについて
One Harmony事務局
0120-00-3789 9：30～18：00/土・日・祝日・年末年始を除く）

報道関係の方からのお問い合わせ先：
株式会社ホテルオークラ広報担当 天野・鈴木 TEL：03-6864-2729 FAX：03-6864-2739
株式会社JALホテルズ 広報担当 高橋 TEL：03-6864-2734 FAX：03-6864-2739
三井住友カード株式会社 広報担当 西野・松本 TEL：03-5470-7240 FAX：03-5470-7369
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