GINZA SIX MENBERSHIP

クレジットカードの付帯サービス
Mastercard コンシェルジュ

®

国内・海外でのレストラン予約や、海外のミュージカル等のチケット手配、緊急時の支援まで、
最上級のホスピタリティを提供します。世界中のほとんどの国から 24 時間、365 日ご利用いただけます。
対応カード

プレステージ

主なサービス内容
レストランの紹介や優先予約、またお料理体験のご案内などのサービスをご提供いたします。
オペラ・バレエ・演劇・コンサート・美術館などの案内から予約までをサポートいたします。
国内・海外旅行のためのトラベルプランをご提案し、旅行中も施設予約などをサポートいたします。
全国の厳選されたゴルフ場やサービスの情報提供および予約を承ります。
サービス内容の詳細はこちら
http://ginza6.tokyo/membership̲pdf/mastercard̲concierge̲service.pdf

サービス提供の流れ
1. お手元に GINZA SIX カード プレステージをご用意ください。
2. 専用ダイヤルにお電話ください。

お申込み・お問合せ
Mastercard コンシェルジュ 専用ダイヤル

®

3. コンシェルジュにカード番号の最初の 10 桁とご要望をお伝えください。

国内から

4. コンシェルジュより予約完了、プラン提案などのご連絡をいたします。

海外から

コンシェルジュの利用規約は下記よりご確認いただけます。

24 時間・年中無休

0120-984-935

81-3-4477-6130 (有料)

http://ginza6.tokyo/membership̲pdf/master̲concierge̲kiyaku.pdf

海外空港ラウンジサービス / プライオリティ・パス
世界 140 ヶ国、1,200 ヶ所以上のラウンジをご用意している
プライオリティ・パスが無料でご利用いただけます。
飲み物や軽食のご提供とともに、インターネットサービスなども
ご用意しておりますので、フライト前のひとときをゆったりとおくつ
ろぎいただけます。
対応カード

プレステージ

お申込みにあたって
プライオリティ・パスは別途お申込みが必要です。
プライオリティ・パスは、本会員様、家族会員様のいずれもお申込みいただけます。
お申込みの際は、お手元に GINZA SIX カードプレステージをご用意ください。
お申込み後、1 週間から 10 日程度でプライオリティ・パス会員カードを
発送いたします。至急発行はできませんので、あらかじめご了承ください。
プライオリティ・パス会員カード

お申込方法
プライオリティ・パスのお申込みをご希望の会員様は、以下の URL よりお申込みください。
https://www.prioritypass.com/mungsix
【カードの更新について】
プライオリティ・パス会員カードの有効期間は 1 年間です。
更新カードは、有効期限の前月にプライオリティ・パス社よりお届けいたします
※ GINZA SIX カードプレステージとプライオリティ・パスの有効期間は異なります。GINZA SIX カード プレステージが更新停止
または退会済等の場合は、プライオリティ・パスが有効期間内であってもカードサービスが止まることがあります。

ご利用にあたって
ラウンジご利用時にプライオリティ・パス会員カードと当日の搭乗券（または航空券）をご提示ください。
ラウンジの受付で作成するご利用伝票または受付票の利用人数欄をご確認のうえ、サインしてください。
ご同伴者の人数は［Guest(s)］欄に、もしくは合計ご利用人数が［TotalUsers］欄に記載されます。
［Guest(s)］欄に記載の人数 ×US$32、もしくは［Total Users］欄から 1 を引いた人数 ×US$32 を後日、
プライオリティ・パス同伴者利用料としてご請求いたします。
サービス内容およびご利用料金は、予告なく変更する場合があります。
※ ご同伴者も搭乗券（または航空券）のご提示が必要です。

【ご利用いただけるラウンジについて】
ご利用いただけるラウンジなどの詳細は、プライオリティ・パス社のWEB サイトからご覧いただけます。ご渡航の際には、
最新情報をご確認のうえご利用ください。
https://www.prioritypass.com/ja
※ 上記プライオリティ・パス社のWEBサイトからプライオリティ・パスをお申込みされた場合は、無料でご利用いただけませんのでご注意ください。
お申込みの際は必ず、https://www.prioritypass.com/mungsixよりお手続きください。
※ 提供しているサービスは各提携ラウンジにより異なります。

空港ラウンジサービス
ご搭乗前にゆったりとおくつろぎいただける空港ラウンジをご用意いたしました。ご旅行やご出張の際に
ご利用いただけます。
対応カード

プレステージ

ゴールド

ラウンジ設置空港 ( プレステージ会員様 )
新千歳空港

富山空港

関西国際空港

高松空港

大分空港

函館空港

小松空港

神戸空港

徳島空港

熊本空港

旭川空港

成田国際空港

岡山空港

松山空港

鹿児島空港

青森空港

羽田空港

米子空港

北九州空港

那覇空港

秋田空港

富士山静岡空港

出雲空港

福岡空港

仙台空港

中部国際空港

広島空港

長崎空港

新潟空港

伊丹空港

山口宇部空港

（海外ラウンジ）
ダニエル・K・イノウエ
国際空港（ホノルル）

ラウンジ設置空港 ( ゴールド会員様 ) ※海外渡航の国際線利用時に限ります
新千歳空港
福岡空港

成田国際空港

羽田空港

中部国際空港

関西国際空港

（海外ラウンジ）ダニエル・K・イノウエ国際空港（ホノルル）

ご利用にあたって
本会員様、家族会員様のいずれもご利用いただけます。
ご利用の際は受付で必ず GINZA SIX カードと当日の搭乗券（または航空券）をご提示ください。カードのお忘れなどに
より、ご提示いただけない場合は、ご利用いただけませんのでご了承ください。
各航空会社のチェックイン不要の搭乗サービス（IC チェックインサービス・スキップサービスなど）をご利用の場合は、
搭乗券の代わりにご搭乗の便名と行き先をお申し出ください。一部のラウンジでは、携帯電話やパソコンに表示される
内容確認画面など、当日の搭乗が確認できるものをご提示いただく場合がございますのでご了承ください。
貸切や満室時には、ご利用いただけない場合がございます。
ご同伴者は有料でご利用いただけます。
ご同伴者も搭乗券（または航空券）のご提示が必要です。

ラウンジの設置場所などの詳細
ご利用いただけるラウンジなどの詳細は、三菱 UFJ ニコス WEB サイトよりご確認ください。
http://cr.mufg.jp

安心のカード付帯保険
毎日のショッピングでも、海外・国内の旅先でも、あらゆるシーンでいざという時に頼れる、確かな安心を
ご用意いたしました。
対応カード

プレステージ

ゴールド

カード種類
GINZA SIX カード プレステージ

海外旅行傷害保険

最高 1 億円

海外旅行中のケガや病気の治療費から、カメラなど

〔自動付帯分最高 5,000 万円〕
+
〔利用付帯分最高 5,000 万円 *〕

の携行品の破損や盗難による損害、ホテルの設備を
壊してしまった時などの賠償責任まで、幅広く補償
いたします。

機関搭乗中の事故などによるケガを補償いたします。

最高 3,000 万円

＊出国前にご旅行代金等を GINZA SIX カード
プレステージでお支払いいただくことを条件とします。

最高 3,000 万円

国内旅行傷害保険
国内旅行における宿泊中の火災・爆発事故、交通

GINZA SIX カード ゴールド

最高 5,000 万円

国内での航空券・ホテルなどの特定の旅行費用を事前
に GINZA SIX カード ゴールドでお支払いいただくこと
を条件とします。

ショッピング保険
GINZA SIX カードを利用して購入された商品の破
損・盗難などの損害を補償いたします。

年間補償限度額 300 万円

年間補償限度額 200 万円

※自己負担額：1 事故 3,000 円

※自己負担額：1 事故 3,000 円

※一部、対象外の商品がございます。

国内・海外渡航便遅延保険
搭乗した航空便の遅延もしくは航空便に預けた手荷
物の遅延などにより、負担された費用（ホテル等客

最高 2 万円

付帯しておりません。

最高 1,000 万円

付帯しておりません。

室料や食事代金など）を補償いたします。

犯罪被害傷害保険
国内外を問わず、第三者の故意による加害行為やひ
き逃げによってケガをされた場合に、死亡・後遺障害、
入院・手術、通院保険金をお支払いいたします。

Mastercard Taste Of Premium

®

高級レストランでのご優待、出張やご旅行にご利用いただけるサービスなど価値のある時間をお過ごし
いただけるように、充実したサービスをご提供致します。
http://www.mastercard.co.jp/top
※ サイトをご利用いただくには、「GINZA SIX カード」の初めのカード番号の 10 桁をご入力ください。
※ お持ちのカードによりサービス内容は異なります。
対応カード

プレステージ

ゴールド

ETC カード
ETC マークのある有料道路の料金所をキャッシュレスでスムーズに通行
いただけます。通行区間・通行時間帯によっては通行料金が割引されて
お得です。
※お持ちいただくGINZA SIX カードの年会費は所定の金額を別途申し受けます。
※ご利用代金はお持ちいただくGINZA SIX カードと合算してご請求します。
※ ETC カードは GINZA SIX カードとお届け日が異なる ( ETC カードを先にお届けする ) 場合がございます。
※ ETC カードをご利用の際は「ETC 車載器」が必要です。
対応カード

プレステージ

ゴールド

ETC カードに関する詳細
ETC カードに関する詳細は、三菱 UFJ ニコス WEB サイトからご覧いただけます。
http://cr.mufg.jp

エクスプレス予約サービス（プラス EX 会員）
お手持ちの GINZA SIX カードに プラス して利用できる、東海道・山陽・
九州新幹線（東京〜鹿児島中央間）のネット予約 & チケットレスサービス
です。
サービスの詳細は、JR 東海 WEB サイトをご確認ください。
お申込み方法は、三菱 UFJ ニコス WEB サイトをご確認ください。
※ 東海旅客鉄道株式会社（JR東海）が提供するサービスです。
対応カード

プレステージ

ゴールド

エクスプレス予約サービスに関する詳細
エクスプレス予約サービスに関する詳細は、JR 東海 WEB サイトをご確認ください。
https://expy.jp/

