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 フィリピンに住んでいると出張、帰省、旅行などで飛行機を利

用する機会が多いですよね。その際、「マイレージ」や「マイル」

という言葉を耳にされたことがあるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ←温度差がある反応→  

           

マイレージに対する情熱は人それぞれ。突き詰めれば奥が深く

情報量も多くて複雑に感じますが、可能な範囲で楽しみながら多

少なりとも恩恵が受けられると嬉しいですよね。 

今回の特集では、フィリピン在住の方に役立つマイレージの基

本情報をご紹介します。 

どうせ貯めてもそれほ

ど貯まらないしマイレ

ージなんて興味がない。 

興味はあるけど、なんだ

かよくわからないし、め

んどうだなぁ… 

 

コツコツ貯めて 2 年に１

回は特典航空券で帰省。 

効率よくポイントを貯め

て快適フライトの恩恵を

受けています。 

マイレージマイライフ!! 

マイレージのすすめ 

          ～ 入門編 ～ 
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●基本知識のご案内● 

 

 

 

Q. そもそもマイレージやマイルって何なの？ 

マイレージプログラム、マイレージサービス、英語では、

Frequent Flyer Program[略称：FFP]と呼び方は様々ですが、航空

会社が実施しているポイントサービスのことです。マイルはその

ポイントの単位です。航空会社を利用することによってポイント

が付加され、ポイントに応じて特典(無料)航空券や座席アップグ

レードなどのサービスに交換することができるので、「(ポイント

を貯めるために)継続的にうちの航空会社を利用して下さいね。」

という顧客への付加サービスプログラムというわけです。 

 

 

Q. マイレージプログラムっていつからあるの？ 

 どういう背景ではじまったの？ 

1970 年代後半、アメリカのジミー・カーター大統領が、航空自

由化政策を実施し、それまで寡占状態だった航空業界に新規参入

を認めたことにより各社の業績が低迷することに。そんな中、ア

メリカン航空が業績改善の一策として 1981 年 5月 1日から『アド

バンテージ・プログラム』という名称でマイレージプログラムを

開始して顧客の囲い込みに成功したのです。その後北米、欧米、

アジアの大手航空会社もマイレージプログラムを取り入れ、世界

的に広がっていきました。 

 



 －４－ 

Q. マイレージプログラムにはどうやって入会するの？ 

最近は航空会社のウェブサイトから申し込むのが一般的です。

必要事項を入力し登録が完了するとお客様番号（会員番号）が表

示されますので控えておきましょう。航空会社によってはマイレ

ージカードを発行しており、後日登録住所に郵送されてきます。 

 

 

Q. マイルはどうやって貯めるの？ 

航空便に搭乗してマイルを貯めるのが最も基本的な方法です。 

 

 

 

 

 

 

航空会社によってルールは異なりますが、飛行機の区間と運賃

によってマイルが計算され、遠ければ遠いほど貯まるマイル数は

増え、上位の座席クラスになればなるほどマイルの積算率が上が

ります。飛行距離のマイル×利用運賃の積算率＝フライトマイル 

例えば…マニラ→成田(片道区間)は 1,880マイル 

エコノミークラスの割引運賃の場合  積算率 70% 1,316 マイル GET! 

エコノミークラスの普通運賃の場合  積算率 100% 1,880 マイル GET! 

ビジネスクラスの普通運賃の場合   積算率 125% 2,350 マイル GET! 

 

その他、提携しているクレジットカード、ホテルチェーン、レ

ストラン、レンタカー会社利用などでもマイルを貯めることがで

きます。 

予約時お客様番

号を伝える  

or  

当日空港カウン

ターでマイレー

ジカードを提示

する。 

搭乗後、自動的に

マイルが積算さ

れる。会員専用ペ

ージにアクセス

するとマイルの

積算実績の確認

が可能。 
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Q. 貯めたマイルはどうやって使うの？ 

 貯めたマイルを特典航空券や座席のアップグレードに交換する

のが主流で、マイルを使用して無料の航空券や、ビジネスクラス

などの上位座席の権利を手に入れるのがマイレージの大きな魅力

と言われています。 

その他、航空会社によって異なりますが航空券運賃の割引、超

過手荷物料金の支払いに充てたり、提携ホテル・レストランの利

用やギフト商品に交換したり、現金相当としてお買い物で使用で

きるクーポンに交換することも可能です。 

 

 

 

 

●アライアンスのご案内● 

 

 

  

複数の航空会社が業務提携をし、同盟を結ぶことによりできた

連合組織のことをアライアンス(Alliance)と呼んでいます。同一

連合内において、コードシェア便やマイレージプログラムを相互

に活用でき、非常時の対応などでも連携を結び、顧客の利便性を

図りつつ集客の向上を目指すシステムです。現在の航空業界で世

界的なアライアンスはスターアライアンス・ワンワールド・スカ

イチームの３つです。では、これらの３つのアライアンスについ

てご案内します。 
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スターアライアンス 

 

 世界最大規模のアライアンス。小規模なリージョナル航空会社

のみならず、世界トップの航空会社が多く含まれ、加盟航空会社

を活用することにより世界の 98%の国々を訪れることができます。 

設立年 1997年 

就航国 192カ国 

就航都市 1,300 カ所 

加盟航空会社数 28 社 

加盟航空会社名 アドリア航空(スロベニア) 

エーゲ航空(ギリシャ)、エア・カナダ(カナダ) 

エアチャイナ(中国)、エア・インディア(インド) 

ニュージーランド航空(ニュージーランド) 

ANA(日本)、アシアナ航空(韓国) 

オーストリア航空(オーストリア) 

アビアンカ航空(ラテンアメリカ) 

アビアンカ・ブラジル航空(ブラジル) 

ブリュッセル航空(ベルギー) 

コパ航空(パナマ) 

クロアチア航空(クロアチア) 

エジプト航空(エジプト) 

エチオピア航空(エチオピア) 

エバー航空(台湾) 

LOTポーランド航空(ポーランド) 

ルフトハンザドイツ航空(ドイツ) 

スカンジナビア航空(北欧)、深セン航空(中国) 

シンガポール航空(シンガポール) 

南アフリカ航空(南アフリカ) 

スイスインターナショナル航空(スイス) 

TAPポルトガル航空(ポルトガル) 

タイ国際航空(タイ) 

ターキッシュエアラインズ(トルコ) 

ユナイテッド航空(米国) 

上級会員名称 シルバー、ゴールド 
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oneworld 
ワンワールド  

 

 世界第 3位の規模のアライアンス。大規模路線を展開する世界

の主要航空会社が多数加盟しているので、高レベルのサービスと

利便性を提供しています。 

 

設立年 1999年 

就航国 154カ国 

就航都市 約 1,011 カ所 

加盟航空会社数 15 社 

加盟航空会社名 エアベルリン(ドイツ) 

アメリカン航空(米国) 

ブリティッシュ・エアウェイズ(英国) 

キャセイパシフィック航空(香港) 

フィンエアー(フィンランド) 

イベリア航空(スペイン) 

日本航空(日本) 

ラン航空(ラテンアメリカ) 

TAM航空(ブラジル) 

マレーシア航空(マレーシア) 

カンタス航空(オーストラリア) 

カタール航空(カタール) 

ロイヤルヨルダン航空(ヨルダン) 

S7 航空(ロシア) 

スリランカ航空(スリランカ) 

上級会員名称 ルビー、サファイア、エメラルド 
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スカイチーム 

 

 世界第 2位の規模のアライアンス。「Caring more about you」

を目標にアライアンス間でのカスタマーサービスの改善をしてよ

りよいサービスの提供を目指しています。 

 

設立年 2000年 

就航国 179カ国 

就航都市 約 1,057 カ所 

加盟航空会社数 20 社 

加盟航空会社名 アエロフロート・ロシア航空(ロシア) 

アルゼンチン航空(アルゼンチン) 

アエロメヒコ航空(メキシコ) 

エア・ヨーロッパ(スペイン) 

エールフランス航空(フランス) 

アリタリア航空(イタリア) 

チャイナエアライン(台湾) 

中国東方航空(中国) 

中国南方航空(中国) 

チェコ航空(チェコ) 

デルタ航空(米国) 

ガルーダ・インドネシア航空(インドネシア) 

ケニア航空(ケニア) 

KLMオランダ航空(オランダ) 

大韓航空(韓国) 

ミドル・イースト航空(レバノン) 

サウディア(サウジアラビア) 

タロム航空(ルーマニア) 

ベトナム航空(ベトナム) 

厦門航空(中国) 

上級会員名称 エリート、エリート・プラス 
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   ●上級会員への歩み● 

 

 

 

 主な航空会社には、自社の上得意顧客（上級会員）に対し、上

質のサービスを提供するプログラムが存在します。１年間を通し

て対象便に搭乗し、フライトマイルとは別に換算されたポイント

や搭乗回数が規定に達した場合、上級会員資格を獲得することが

できます。プログラムの内容は各航空会社により異なりますが、

目安として以下のような優待を受けることができます。 

予約 専用デスクのスタッフが対応 

予約先行受付 

座席クラスのアップグレード 

座席指定の優先 

空席待ちの優先 

空港 専用カウンターでチェックイン 

手荷物受取の優先 

手荷物許容量の優待 

専用保安検査場の利用（空港によりない場合もある。） 

ラウンジの利用 

優先搭乗の案内 

マイル 搭乗毎にボーナスマイルを付与 

その他 会員誌の送付 

カレンダー＆手帳をプレゼント 

 

 

 

では、次のページからフィリピン在住の方々がよく利用される

航空会社のマイレージプログラムを見ていきましょう。 
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フィリピン航空 

 

フィリピン航空(PAL)は、1941 年に設立されたアジアでは最も

長い歴史を持つ航空会社であり、フィリピンのナショナルフラッ

グキャリアです。マニラ、ニノイ・アキノ国際空港が拠点で、国

際線は 34都市、国内線はグループ会社の PALエクスプレス便も含

め 29 都市に就航しており、島国フィリピンの重要な交通手段を担

っています。 

 

【マイレージプログラム】 

名称 Mabuhay Miles 

(マブハイマイル) 

入会資格対象年齢 ２才以上 

入会費 無料 

入会方法 オンライン 

マイルの有効期限 ２年間 

提携航空会社 ANA、エティハド航空 

 

☆PAL＆PAL エクスプレスを利用しマイルを貯めよう。 

例えば…（片道） 

エコノミー マニラ→成田 1,880 マイル GET! 

エコノミー マニラ→セブ 262 マイル GET! 

 

☆フライト以外でマイルを貯めよう。 

・フィリピン国内の提携ホテル(Diamond Hotel、Taal Vista Hotel、

Boracay Regency など)を利用。 
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・Worldwide な提携ホテル(Hilton Hotels、Dusit Hotels、

Shangri-La Hotels、東急ホテルズなど)を利用。 

・フィリピンの主な銀行と提携あり。BPI、BDO など発行のクレジ

ットカードのポイントをマイルに移行。また、PNB の SAVING 口

座の利子に対してマイルを獲得することも可能 

・ホテル予約サイト(Agoda)を利用。   

・レンタカー会社（AVIS、Hertz）を利用。      等々         

 

☆貯めたマイルを特典航空券に交換しよう。 

必要マイル例えば…（片道） 

PAL エコノミー マニラ→成田 14,500～36,500 マイル 

PAL エコノミー マニラ→セブ 4,500～7,000 マイル 

    ① 

片道から特典航空券に交換できるので、少ないマイルから交換できる。 

予約状況により必要マイル数が異なる。空いている場合は少ないマイル

で交換でき、混んでいる場合は多めのマイルの支払いで交換となるが、

比較的特典航空券の席が取りやすいのが嬉しい。 

    ② 

特典航空券の予約発券はオンラインでは手続きができず、PALのチケッ

トオフィスに来店し、専用フォームの記入が必要。 

貯めたマイルは本人以外に、家族や友人・知人など誰にでも譲渡が可能。

本人以外が特典航空券に交換する際は、委任状へのサインと本人の写真

とサイン付き IDが２つ必要。 

     ③ 

マイルを特典航空券に交換したいけど少し足りない！そのような時は足

りないマイルを購入できる「Buy Miles」というプログラムがあります。 

1,000 マイル USD25、移行手数料 USD15、その他諸条件あり。 
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【上級会員プログラム】 

 マブハイマイルでは、PAL 及び提携航空会社の利用実績に応じ

てエリート、プレミアエリートの特別会員制度を用意しています。

エリート、プレミアエリートの会員資格に達すると会員専用の

数々の特典が楽しめます。 

 

毎年 1月 1日～12月 31日の期間で、以下のいずれかを達成す

ることにより認定されます。 

 エリート プレミアエリート 

必要マイル 25,000 45,000 

 または または 

利用区間 30区間 orビジネス 15区間 50区間 orビジネス 25区間 

空港ラウン

ジ利用 
○ ○ 

優先搭乗 ○ ○ 

手荷物優先

取り扱い 
○ ○ 

 

その他、PAL 及び PALエクスプレス便を利用して、累計のフラ

イトマイルが 1,000,000 マイルに達し最終審査が通るとミリオン

マイラーに認定されます。ミリオンマイラーになると、最高レベ

ルの資格を生涯維持することができ、優先的なサービスを受ける

ことができます。 

≪マブハイマイルサービスセンター≫ *PAL Ticket Office 

Ground Floor Allied Bank Center 

6754 Ayala Avenue cor. Legaspi Street 

営業時間：8：30～19：00（月～金） 

8：30～17：00（土） 日祝休み  

電話でのお問い合わせ TEL：02-855-8888 8：00～20：00（無休） 
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キャセイパシフィック航空 

 

 キャセイパシフィック航空は、香港を拠点に世界 51 カ国、  

約 200都市をつないでいます。日本（成田・羽田・大阪・名古屋・

福岡・札幌・沖縄）から香港へ毎日 20便以上運行しているので、

香港国際空港での乗り継ぎもスムーズ。さらにグループ会社の香

港ドラゴン航空による中国本土への路線も充実しています 

 

【マイレージプログラム】 

名称 ASIA MILES 

(アジア・マイル) 

入会資格対象年齢 ２才以上 

入会費 無料 

入会方法 オンライン 

マイルの有効期限 3 年間 

提携航空会社 ワンワールド加盟航空会社 [P７参照] 

エアリンガス、中国国際航空、ニュージーラ

ンド航空、アラスカ航空、バンコクエアウエ

イズ、中国東方航空、ジェットエアウエイズ、

ガルフ航空、ロイヤルブルネイ航空 

 

☆キャセイ＆香港ドラゴン航空を利用しマイルを貯めよう。 

例えば…(片道) 

エコノミー マニラ→香港 711 マイル GET! 

エコノミー 香港→成田 1,841 マイル GET! 

 

☆フライト以外でマイルを貯めよう。  

・機内免税品ショッピング 
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・Worldwide な提携ホテル(The Peninsula Hotels、New World 

Hotels、Shangri-La Hotels、ホテル JALシティなど)を利用。 

・マニラやセブの Shangri-La ホテル内の指定レストランを利用。 

・フィリピンの通信プロバイダーGlobe のプラチナプランに申し

込み、利用金額に応じてマイルを獲得。 

・HSBC、シティバンク、ダイナースなど発行のクレジットカード

のポイントをマイルに移行、また BDOとの提携アメックスカー

ドを使用しショッピングマイルを獲得。   

・ホテル予約サイト(Agoda、Expedia、Hotels.com、Ctrip)を利用。 

・レンタカー会社（AVIS、Hertz）を利用。      等々         

 

フィリピンにもマイル提携店があるのが嬉しい。 

香港や中国本土によく行かれる方にはマイルが貯めやすい。 

 

☆貯めたマイルを特典航空券に交換しよう。 

必要マイル例えば…（往復） 

キャセイ エコノミー マニラ⇔香港 20,000 マイル 

キャセイ エコノミー 香港⇔成田 30,000 マイル 

 

【上級会員プログラム】 

マイレージプログラム「アジア・マイル」とは別に入会費が必要な

「MARCO POLO CLUB(ザ・マルコポーロクラブ) 」というロイヤリティ

プログラムがあります。ザ・マルコポーロクラブ会員はキャセイパシ

フィック航空、香港ドラゴン航空、ワンワールド加盟航空会社の対象

予約クラスを利用すると、予約クラスに応じてクラブポイントが獲得

できます。グリーン、シルバー、ゴールド、ダイヤモンドの 4つの階

級があり、階級に応じて旅を充実させる幅広い特典が楽しめます。 
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入会資格対象年齢 12 才以上 

入会費 先ずはグリーン会員になるために USD100 が必

要。その後は会員年度内に 100 クラブポイン

トを獲得、または年間更新費用として USD100

を支払うとグリーンの資格を保持できます。 

会員期間 12 カ月（入会日、更新日、現在の階級へのア

ップグレードまたはダウングレードの日付

より 12カ月間） 

 

会員年度中に階級の更新、アップグレードをするために、以下

のクラブポイント数が必要になります。 

 グリーン シルバー ゴールド ダイヤモンド 

必要クラブ

ポイント 
100 300 600 1,200 

ワンワールド

のステイタス 
なし ルビー サファイア エメラルド 

空港ラウン

ジ利用 

× 
ポイントをラウ

ンジ券に交換可 

△ 
キャセイ＆ドラ

ゴン便に限る 

○ ○ 

優先搭乗 ○ ○ ○ ○ 

手荷物優先

取り扱い 
× ○ ○ ○ 

 

例えば…（片道） 

キャセイ エコノミー マニラ→香港 10 クラブポイント GET! 

キャセイ エコノミー 香港→成田 15クラブポイント GET! 

 

※マルコポーロクラブ会員は、シルバー、ゴールド、ダイヤモンド資格

を獲得または保持するためにキャセイパシフィック航空、香港ドラゴン

航空で会員年度中に少なくとも対象になる 1 区間の旅行をすることが必

要。 
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デルタ航空 

  

 デルタ航空は、アメリカのアトランタを本拠地とする航空会社

ですが、アメリカの主要都市以外にパリ・アムステルダム・成田

にもハブ空港を置き発着便を運航しています。デルタコネクショ

ンの運航便と合わせて 60カ国以上、325を超える都市をつないで

います。成田空港からはマニラ・シンガポール・バンコク・上海・

香港への便を運航しており、アジアとアメリカ各都市をスムーズ

に繋いでいます。 

 

【マイレージプログラム】 

名称 SkyMiles 

(スカイマイル) 

入会資格対象年齢 制限なし 

入会費 無料 

入会方法 オンライン 

マイルの有効期限 なし 

提携航空会社 スカイチーム加盟航空会社 [P８参照] 

ゴル航空、ヴァージンアトランティック航

空、ヴァージンオーストラリア航空、アラ

スカ航空、グレイトレイクス航空、ハワイ

アン航空、ウエストジェット航空 

 

☆デルタを利用しマイルを貯めよう。 

飛行距離ではなく航空券の運賃に基づいてマイルが加算されます。

USD１＝５マイル～（諸税は含まずに計算） 

例えば運賃 USD272～USD711 で換算すると…(片道) 

エコノミー マニラ→成田 1,360～3,555 マイル GET! 



 －１７－ 

 

高い運賃の航空券を購入すればするほどマイルがたくさん貯まる。 

デルタ以外により発券された場合は、飛行距離の割合に基づいて

マイルが獲得できる。 

 

☆フライト以外でマイルを貯めよう。 

・Worldwide な提携ホテル(Hilton Hotels、Hyatt Hotels、

Shangri-La Hotels、ホテル JALシティなど)を利用。 

・BPI との提携マスターカードを使用しショッピングマイルを獲得。 

・ホテル予約サイト(Agoda、Ctrip)を利用。 

・レンタカー会社（Hertz）を利用。         等々 

 

☆貯めたマイルを特典航空券に交換しよう。 

必要マイル例えば…（片道） 

デルタ エコノミー マニラ→成田 17,500～37,500 マイル 

     ① 

片道から特典航空券に交換可能。 

特典航空券交換の除外日はないが、予約状況により必要マイル数

が異なる。  

         ② 

移行手数料を支払い、マイルを家族や友人にプレゼントできる「ギ

フトマイル」や、マイルと現金を組み合わせ少ないマイルで特典

航空券に交換できる「マイル＋キャッシュ」というプログラムも

あり融通が利く印象。マイルの有効期限もないのでコツコツ貯め

る派にはありがたい。 

 

 



 －１８－ 

【上級会員プログラム】  

マイレージプログラム「スカイマイル」とは別に「SKYMILES 

MEDALLION PROGRAM (スカイマイル メダリオンプログラム)」とい

うロイヤリティプログラムがあります。デルタ航空またはスカイ

チーム加盟の提携航空会社を利用し、飛行距離に基づいて算出さ

れたメダリオン会員資格必要マイル(MQM)を獲得します。MQM獲得

数や搭乗回数に応じてシルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモ

ンドの資格に到達すると、より上質な特典やサービスを楽しめま

す。 

 

毎年 1月 1日～12月 31日の期間で、以下のいずれかを達成す

ることにより認定されます。 

 シルバー ゴールド プラチナ ダイヤモンド 

必要マイル

（MQM） 
25,000 50,000 75,000 125,000 

 または または または または 

利用区間 30 区間 60 区間 100区間 140区間 

スカイチーム

のステイタス 
エリート 

エリート

プラス 

エリート

プラス 

エリート

プラス 

空港ラウン

ジ利用 
× ○ ○ ○ 

優先搭乗 ○ ○ ○ ○ 

手荷物優先

取り扱い 
× ○ ○ ○ 

 

※デルタ マニラ→成田 エコノミーの割引運賃利用 

フライトマイル 1,880×換算率 100%=1,880MQM(片道) 

50,000÷3,760MQM（往復）＝13.2 単純計算でマニラ⇔成田を 14往復す

ればメダリオンゴールド会員資格を GET!ビジネスやエコノミーの普通運

賃を利用すればボーナス倍率がつくので、もっと効率よく貯められます。 



 －１９－ 

 

 

ANA 

 

 ANA は 2011年に成田～マニラ線、2014年に羽田～マニラ線を就

航し、各路線を１日１便運航しています。マニラから成田・羽田

を経由し、日本国内・アメリカ・カナダ各都市への乗り継ぎに便

利です。またフィリピン航空と提携しているので、フィリピン航

空便に搭乗し ANAマイルを貯めることも可能です。 

 

【マイレージプログラム】 

名称 ANA Mileage Club 

(ANAマイレージクラブ) 

入会資格対象年齢 ２才以上 

入会費 無料 

入会方法 オンライン 

マイルの有効期限 ３年 

提携航空会社 スターアライアンス加盟航空会社 [P６参照] 

エア・ドロミティ、マカオ航空、 

エティハド航空、ユーロウイングス、 

ガルーダ・インドネシア航空、 

ジャーマンウイングス、ハワイアン航空、 

ジェットエアウエイズ、フィリピン航空、 

TAM航空、ヴァージンアトランティック航空 

 

☆ANA を利用しマイルを貯めよう。 

例えば…（片道） 

マニラ→成田 or羽田 区間マイル 1,880 マイル 

1,880 マイル×予約クラスの積算率＝GETできるフライトマイル 

 



 －２０－ 

☆フライト以外でマイルを貯めよう。 

・機内免税品ショッピング。 

・Worldwide な提携ホテル(ANAホテル、The Peninsula Hotels、  

New World Hotels、Hyatt Hotels、IHG など)を利用。 

・日経新聞の国際版の新規購読でマイルを獲得。 

・ホテル予約サイト(Booking.com、Hotels.Com、Expedia、Agoda

など)を利用。 

・ANA マイレージモール(オンラインショッピング)を利用。等々 

 

海外在住の方限定!!「ANA ファミリーアカウントクラブ」に入会

すると家族のマイルを合算し利用することができます。 

申込方法はホームページよりオンラインにて申込。 

年会費は不要、登録に 1,000 マイル必要。 

 

☆貯めたマイルを特典航空券に交換しよう。 

必要マイル例えば…（往復） 

ANA エコノミー マニラ⇔成田 or羽田 17,000～23,000マイル 

 

【上級会員プログラム】 

多頻度で ANA グループ便を利用する方のために「プレミアムメ

ンバーサービス」というロイヤリティプログラムがあります。ANA

グループまたはスターアライアンス加盟の提携航空会社を利用し、

フライトマイルとは別に飛行距離に基づいて算出されたプレミア

ムポイントを獲得します。獲得したポイント数に応じて会員資格

が決まり、ブロンズ、プラチナ、ダイヤモンド資格に到達すると

空の旅がより充実するサービスを受けることができます。 
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毎年 1月 1日～12月 31日の期間で、以下のポイントを獲得す

ることにより認定されます。 

 ブロンズ プラチナ ダイヤモンド 

プレミアム 

ポイント 

30,000 

内 ANAグループ

便 15,000 

50,000 

内 ANAグループ

便 25,000 

100,000 

内 ANAグループ

便 50,000 

スターアライアン

スのステイタス 
シルバー ゴールド ゴールド 

空港ラウンジ

利用 

× 
マイル or アップグレー

ドポイントで利用可 

○ ○ 

国際線 

優先搭乗 
× ○ ○ 

手荷物 

優先取り扱い 
× ○ ○ 

国際線受託手

荷物許容量の

優待 

△ 
ANA グループ便に限る 

○ ○ 

 

プレミアムポイントの積算方法は… 

フライトマイル 

× 

プラチナ 

ポイント換算率 

+ 

ボーナス 

ポイント 

区間マイルに対し、

利用クラスや運賃

に対応したマイル

換算率により算出 

日本国内線：2倍 ANA グループ便

国内線・国際線

の搭乗クラスや

運賃に応じて追

加されるポイン

ト 

ANA 便の日本発着、

アジア・オセアニア

線：1.5倍 

上 記 以 外 の 国 際

線：1倍 

※ANA マニラ→成田 or羽田 エコノミーフレックスプラス(Mクラス) 

1,880マイル×換算率100％＝1,880マイル(片道) 

1,880マイル×換算率1.5倍＋ボーナスポイント400＝3,220プレミアムポイント 

50,000÷6,440(往復)＝7.7 マニラ⇔成田 8往復でプラチナ達成! 

(M クラスより一つ下の H クラス利用の場合は、換算率が 70%でボーナス

ポイントもつかなくなる。よって…13往復でプラチナ達成。) 



 －２２－ 

 

 

日本航空 

 

日本航空(JAL)は成田空港、羽田空港、関西国際空港などを拠点

に世界 51カ国、305空港へ乗り入れしています。マニラから日本

へは、成田空港へ１日２便の運航、乗り継ぎで、アメリカ・カナ

ダ各都市への路線があります。国際線エコノミークラスシートが

2015年に世界 1位（SKYTRAX 社ワールド・エアライン・アワード

にて）の評価を受け、エコノミーでもシート間隔が広めに取られ

ています。成田～マニラ間にもこのシートが導入されています。 

 

【マイレージプログラム】 

名称 JAL Mileage Bank 

(JALマイレージバンク（JMB）) 

入会資格対象年齢 ２才以上 

入会費 無料 

入会方法 オンライン 

マイルの有効期限 ３年 

提携航空会社 ワンワールド加盟航空会社 [P７参照] 

エールフランス航空、エミレーツ航空、  

中国東方航空、バンコクエアウエイズ、  

ジェットスター・ジャパン 

 

☆JALを利用しマイルを貯めよう。 

例えば…（片道） 

マニラ→成田 区間マイル 1,880 マイル 

1,880 マイル×予約クラスの積算率＝GETできるフライトマイル 

 



 －２３－ 

☆フライト以外でマイルを貯めよう。 

・機内免税品ショッピング 

・Worldwide な提携ホテル(ニッコー・ホテルズ、ホテル JALシ    

ティ、Dusit Hotels 、Hilton Hotels など)を利用。 

・読売新聞、日経新聞の国際版の新規購読でマイルを獲得。 

・JAL マイレージモール(オンラインショッピング)を利用。 

・レンタカー会社（AVIS、Hertz、DOLLAR）を利用。  等々 

 

海外在住の方の年会費無料の会員組織「JAL ファミリークラブ」

に入会すると家族のマイルを合算し利用することができます。他

にも初回搭乗時、帰任時にはボーナスマイルや帰任手荷物空港宅

配サービスなどがあります。 

申込方法はホームページよりオンラインにて申込。 

登録に 1,000マイルが必要。（日本で赴任前に入会した場合不要） 

 

☆貯めたマイルを特典航空券に交換しよう。 

必要マイル例えば…（往復） 

JAL エコノミー マニラ⇔成田 20,000 マイル 

 

【上級会員プログラム】  

JAL グループ便を多頻度で利用している方向けに「JMB FLY ON

プログラム」というロイヤリティプログラムがあります。JAL グ

ループまたはワンワールド加盟の提携航空会社を利用し、フライ

トマイルとは別の飛行距離に基づいて算出されたFLY ONポイント

を獲得します。FLY ON ポイントや搭乗回数に応じて会員資格が決

まり、クリスタル、サファイア、ダイヤモンド資格に到達すると

さらに上質なサービスが受けることができます。 



 －２４－ 

毎年 1月 1日～12月 31日の期間で、以下のいずれかを達成す

ることにより認定されます。 

 クリスタル サファイア ダイヤモンド 

FLY ON 

ポイント 

30,000 

内 JALグループ

便 15,000 

50,000 

内 JALグループ

便 25,000 

100,000 

内 JALグループ

便 50,000 

 または または または 

利用回数 

搭乗 30回 

内 JALグループ

便 15回 

搭乗 50回 

内 JALグループ

便 25回 

搭乗 120回 

内 JALグループ

便 60回 

＋15,000FLY ON

ポイント 

＋35,000FLY ON

ポイント 

ワンワールド

のステイタス 
ルビー サファイア エメラルド 

空港ラウンジ

利用 
× ○ ○ 

国際線 

優先搭乗 
△ 

JAL グループ便に限る 
○ ○ 

手荷物 

優先取り扱い 
× ○ ○ 

 

FLY ON ポイントの積算方法は… 

フライトマイル 

× 

FLY ON 

ポイント換算率 

+ 

ボーナス 

ポイント 

区間マイルに対し、

利用クラスや運賃

に対応したマイル

換算率により算出 

日本国内線：2倍 
JAL グループ便

国内線・国際線

の搭乗クラスや

運賃に応じて追

加されるポイン

ト 

JAL 便の日本発着、

中国・香港・アジ

ア・オセアニア線：

1.5倍 

上 記 以 外 の 国 際

線：1倍 

※JAL マニラ→成田 エコノミーフレックスセーバータイプB利用(Hクラス) 

1,880マイル×換算率 70％＝1,316マイル(片道) 

1,316マイル×換算率 1.5倍＋ボーナスポイント 400＝2,374FLY ONポイント 

50,000÷4,748(往復)＝10.53 マニラ⇔成田 11往復でサファイア達成! 



 －２５－ 

 

 

ジェットスター・ジャパン 

 

 ジェットスター・ジャパンは、オーストラリアを拠点とするカ

ンタスグループ、日本航空、三菱商事、東京センチュリーリース

が出資する日本最大の格安航空会社(LCC)グループで、国際線３都

市、国内線 11都市に就航しています。2016 年 3月 15 日 成田～

マニラ路線を開設し、４月上旬には中部～マニラ、関西～マニラ

路線も就航予定です。 

 

ジェットスター・ジャパンは独自のマイレージプログラムやポ

イントプログラムを実施していませんが、以下提携航空会社のマ

イルを貯めることができます。 

提携航空会社 カンタス航空、エミレーツ航空、 

日本航空 

 

☆ジェットスター・ジャパンを利用し JAL マイルを貯めよう。 

運賃タイプ別 JALマイル積算率 

運賃タイプ 積算率 

Starter Max 25％ 

Starter Plus 25％ 

Starter 積算不可 

※ジェットスター航空、ジェットスター・アジア航空、ジェットスター・

パシフィック航空は、JALマイルの加算対象外です。 

 

 



 －２６－ 

 

 

セブパシフィック航空 

 

 セブパシフィック航空(セブパシ)は、1996年に設立したセブと

マニラを拠点とする格安航空会社（LCC）です。19 カ国 30 都市に

就航し、日本には成田・関西・名古屋・福岡に乗り入れており、

「low fare, great value」をモットーに、これまでに 1 億人以上

の乗客に利用されています。 

 

セブパシでは、購入代金に応じてポイントが貯まるリワードプ

ログラムがあります。 

名称 GetGo 

入会資格対象年齢 制限なし 

入会費 150ペソ 

入会方法 オンライン 

ポイントの 

有効期限 

なし（1年以上連続してポイントの加算が

ない場合は失効。） 

提携航空会社 なし 

 

☆セブパシを利用しポイントを貯めよう。 

航空券購入、事前注文機内食、事前申込の受託手荷物、座席指定

などの購入代金に応じてポイントが加算されます。  

５ペソ＝１GetGo ポイント (諸税は含まずに計算) 

 

☆フライト以外でマイルを貯めよう。 

・フィリピンの主な銀行と提携あり。BPI、BDOなど発行のクレ  

ジットカードのポイントを GetGo ポイントに移行。 



 －２７－ 

・ホテル予約サイト(gohotels.ph)を利用。 

・ガソリンスタンド Petron Value カードのポイントを GetGo ポイ

ントに移行。 

 

☆貯めたポイントを特典航空券に交換しよう。  

必要ポイントは路線や予約状況により異なりますが例えば…(片道) 

セブパシ マニラ→セブ 約 3,630ポイント～ 

セブパシ マニラ→成田 約 26,300ポイント～ 

航空券以外にも事前注文機内食、事前申込の受託手荷物、座席指

定、税金を含む購入代金にあてることができます。 

最低 500GetGoポイントからの利用、ポイントが足りない場合は、 

割高感は否めませんが「ポイント＋キャッシュ」で支払うことも

できます。 

 

「Sharing Circle」に登録するとポイントを家族や友人に譲渡

可能。（７人まで登録可能） 

 

☆その他の特典 

GetGo カードを提示するとホテル、美容院などの提携店でディス

カウントを受けることができます。 

詳しい内容は GetGoウェブサイトの“PROMOS”をチェック!! 

 

 

  



 －２８－ 

 

 

エアアジア 

  

 エアアジアはマレーシアを拠点とする格安航空会社で、アジア、

オーストラリアなど 100以上の都市を赤い翼でつないでいます。

マニラから国際線では、クアラルンプール、香港、ソウルなど、

国内線では、セブ、ダバオなど主要都市への路線があります。ま

た、SKYTRAX 社の「世界で最も優れた格安航空会社」に７年連続

で選出されました。 

 

エアアジアでは、購入代金に応じてポイントが貯まるリワード

プログラムがあります。 

名称 AirAsia BIG 

(BIGポイントプログラム) 

入会資格対象年齢 制限なし 

入会費 無料 

入会方法 オンライン 

(会員カードの発行なし） 

ポイントの 

有効期限 
３年 

提携航空会社 なし 

 

☆エアアジアを利用しポイントを貯めよう。 

航空券購入、事前注文機内食、事前申込の受託手荷物、座席指定

などの購入代金に応じてポイントが加算されます。  

２MYR(マレーシアリンギット)＝１BIGポイント (諸税は含まずに計算) 

※為替レートにより獲得ポイントが変動。編集スタッフは、3,200ペソ

の航空券を購入した際は、110BIGポイントを獲得しました。 



 －２９－ 

☆フライト以外でマイルを貯めよう。 

・Hilton HHonors の Travel Partnerに登録し、Hilton グループ

のホテル利用で、相互にポイントを獲得。 

・BPI のクレジットカードのポイントを移行。 

・Globe Rewards Points を移行。 

・ホテル予約サイト(Agoda、Ctrip)を利用。 

・レンタカー会社（AVIS）を利用。 

・ガソリンスタンド Petron Value カードのポイントを GetGo ポイ

ントに移行。                    等々 

 

  フィリピンにもポイントが貯められる提携店があるのが嬉し

い。マレーシアやインドネシアに行かれる方にはポイントが貯め

やすいかも。 

 

☆貯めたポイントを特典航空券に交換しよう。  

必要ポイントは路線や予約状況により異なりますが例えば…(片道) 

エアアジア マニラ→セブ 6,500ポイント～  

エアアジア マニラ→クアラルンプール 16,500ポイント～ 

最低 500BIG ポイントからの利用、必要ポイント数に足りない場

合は、「ポイント＋キャシュ」で支払うこともできます。 

 

  LCCは航空券の代金が安いのでフライトだけでポイントを貯

めて特典に交換するにはかなり長い道のりになりそう…指定日に

航空券を購入するとポイントが３倍になるプロモを不定期で実施

しているので、そういったプロモを利用するのが狙いめ。また

「Manage my BIG Points」に登録するとポイントを家族や友人に

譲渡することも可能。 



 －３０－ 

効率よくマイルを貯めたいのなら JALカードや ANA カード

のような航空会社と提携しているクレジットカードは必

須アイテム！ショッピング毎にマイルが貯まります。また

ダイナースカードの場合、「グローバルマイレージ」とい

う制度があるので、ポイントを世界の主要航空会社のマイ

ルに移行できお役立ちです。 

他、意外と知られていないのは、ホテルのポイントカード

から航空会社のマイルへの移行！シェラトン系の

「Starwood Preferred Guest」だとポイントは等価でマイ

ルに交換でき、20,000 ポイント交換すると 5,000 マイルの

ボーナスがつくので大変お得。マニラに多いシャングリラ

は「GOLDEN CIRCLE」というプログラムがあり、等価での

マイル交換ではないですが、飲食だけでもポイントがつき

ます。ホテルで飲茶やアフターヌーンティを楽しんだ時

は、航空会社提携のクレジットカードで支払ってカードポ

イントを貯め、さらにホテルポイントもつけるとダブルで

マイルが貯まります！！ 

最後に、マイレージの達人からの… 

●ワンポイントアドバイス● 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 －３１－ 

「たかがマイル、されどマイル」 

さぁ、皆さんもご自身のライフスタイルに合った航空会社のマイ

レージプログラムをみつけ、可能な範囲で楽しみながらマイルを

貯めてみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

※マイレージ情報は、2016年２月時点のものです。マイルの計算

方式は諸条件により異なります。また、特典内容などは変更が生

じることもありますので、詳しくは各航空会社のホームページな

どでご確認ください。 


