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アメリカン・エキスプレスとマリオット・インターナショナル、 

新時代の旅行需要を見据え、日本でのパートナーシップを強化 
SPG アメックス・カードの進化型カード商品を発表 

 

「Marriott Bonvoy®アメリカン・エキスプレス®・プレミアム・カード」 および 

「Marriott Bonvoy®アメリカン・エキスプレス®・カード」、2022 年 2 月 24 日（木）より新規発行開始 

Marriott Bonvoy のエリート会員資格や無料宿泊特典の付与などの既存の特典に加え、 

上位エリート会員資格を取得しやすくなる特典などを強化 
ウェブサイト:www.americanexpress.com/japan/marriott-bonvoy-cards 

 

  
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.（東京都港区、日本社⾧:吉本浩之、以下:アメリカン・エキスプレス）と      

マリオット・インターナショナル（米国 メリーランド州、最高経営責任者:アンソニー・カプアーノ、社⾧:ステファニー・リナーツ）は、   
新たな提携クレジットカード「Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」および
「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード」を 2022 年 2 月 24 日（木）より発行いたします。 

「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」は、旅行好きのお客様を中心に大変ご好評いただいている      

「スターウッド プリファード ゲスト® アメリカン・エキスプレス®・カード」（以下:SPG アメックスカード）が生まれ変わり、特典やサービスを

より魅力的に拡充したクレジットカードです。また、より気軽にご活用いただける「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード」を 

新たなラインアップに加え、2 種類のカードを展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPG アメックスカードは主に旅行好きの方々の間で強くご支持をいただき、日本での 2013 年の発行以来、著しいカード会員数の 

伸びを見せており、その会員数はコロナ禍においても順調に推移しています。コロナ禍ではステイケーションやマイクロツーリズムなど新たな

旅のスタイルも生まれ、SPG アメックスカードの会員の方も、マリオット・インターナショナル系列のホテルで多様なひと時を過ごされています。

また、コロナ禍において、ホテル滞在など旅行関連以外でも、SPG アメックスカードを使用した日々のお買い物でのご利用金額は増加し

ています。これは本カードの日常利用で効果的にマリオット・インターナショナル系列のホテルで利用できるポイントをため、将来海外も  

含め旅行に出かけてホテル体験を楽しみたいという期待値の高さを示唆しています。マリオット・インターナショナルの展開するホテルも    

ラグジュアリーからセレクトといった新しいコンセプトのものまで、日本各地で広がりを見せており、コロナ禍で生まれた多様な旅のスタイルや、

今後の旅行への大きな潜在需要を踏まえ、両社のパートナーシップをより強固にし、「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・    

プレミアム・カード」および「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード」を新たに発行することとなりました。 

 

世界最大の規模を誇る 139 の国と地域の 8,000 軒（内、日本国内は 73 軒）のマリオット系ホテルにおいてホテルの宿泊などに

利用できる Marriott Bonvoy ポイントが、従来通り日々のお買い物でたまることに加え、より柔軟になった無料宿泊特典*など、各々

にとって理想のホテル体験をお楽しみいただけます。その他、空港ラウンジのご利用や、カード付帯の保険など旅をサポートするアメリカン・

エキスプレスならではの充実したサービスも充実しています。詳細につきましては、以下の新提携カード概要をご参照ください。 
*無料宿泊特典の獲得には所定のご利用金額の条件がございます。 

 

【アメリカン・エキスプレス 日本社⾧ 吉本浩之 コメント】  

「人々の旅への想いが強くなる中、最近では新たな旅のスタイルやホテルの楽しみ方も生まれています。そこで、ホテル滞在、そして旅を 

もっと楽しみたいお客さまのため、提携カードの選択肢を広げることを決めました。マリオットとアメリカン・エキスプレスは、日本においても

2013 年の提携カード発行以来、両社の強固なパートナーシップにより、お客さまに満足いただけるプレミアムなホテル体験を提供し、 

ともに成⾧の軌跡を描いて来ました。ライフスタイルや旅のスタイルが多様化する今の時代に合わせ、2 つの提携カードとして刷新し、   

新たな価値を提供します。」 

 

【マリオット・インターナショナル 日本・グアム担当 エリアヴァイスプレジデント カール・ハドソン コメント】  

「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードの提携クレジットカードが新しく生まれ変わり、日本のお客様のニーズ  

やご要望に合わせた商品の選択肢を増やすことができ、大変嬉しく思っています。今回新たに生まれ変わる提携カードの発行により、 

日本のお客様にさらにすばらしい体験をお届けすることが可能となります。Marriott Bonvoy の会員になると、日本国内の 18 のホテル

ブランド、200 以上のレストランやバーを網羅する Marriott Bonvoy のポートフォリオで宿泊、食事、買い物の際に特典が利用できる

ようになるという利点もあります。旅行の世界が徐々に開かれ、人々が再び計画を立て始める中、旅行者にとって、日々のカード利用で

ポイントを獲得し、無料宿泊や Marriott Bonvoy 会員限定の特典に交換できるこの機会は、非常に貴重なことです。」 

 

 

 

 

 

  



＜新提携カード概要＞ 

*各種特典やサービスには所定の条件がございます。詳細につきましては、以下のウェブサイト 

（www.americanexpress.com/japan/marriott-bonvoy-cards）よりご確認ください。 

「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス ・プレミアム・カード」について 

SPG アメックスカードが進化し、「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス ・プレミアム・カード」として生まれ変わり    

ました。SPG アメックスカードの既存の特典を継続・強化しながら、さらに魅力的な特典も新たに追加されています。      

マリオット系列のホテルを積極的にご利用する方や、プレミアムホテルでの体験の素晴らしさを知っている人に、より上質な  

ホテル体験をしていただくためのカードです。 

主な特典やサービス: 

「Marriott Bonvoy プラチナエリート」へのアップグレードが可能に                                     

無料の朝食やラウンジへのアクセスで、より上質なホテル体験が実現 

通常、年間 50 泊以上のご宿泊を達成された場合に付与される「Marriott Bonvoy プラチナエリート」を、カードを 1 年間に 400

万円以上ご利用いただくことで取得できるようになります。取得後は、プラチナエリートならではの朝食無料サービスを含むウェルカムギフト、

ラウンジのご利用、一部スイートを含む客室のアップグレード、16 時までのレイトチェックアウト、ご宿泊時の 50%のボーナスポイントなど

の魅力あふれる特典やサービスをお楽しみいただけます。 

*ブランドにより条件があります、詳しくは Marriott Bonvoy プログラム規約をご確認ください。 

無料宿泊特典にお持ちのポイントの追加が可能に               

Marriott Bonvoy ホテルでの宿泊体験の選択肢がもっと豊富に 

年間１５０万円以上ご利用いただくと、カード継続時に特典として付与される無料宿泊特典（交換レート 50,000 ポイントまで）

に加え、更にお持ちのポイントを最大 15,000 ポイントプラスすることができます。これにより、宿泊いただけるホテルの選択肢がより豊富

になります*。（交換レート最大 65,000 ポイント） 
＊無料宿泊特典へのポイントの追加利用が可能になる時期の詳細は、Marriott Bonvoy からのご案内をご確認ください。 

「ザ・リッツ・カールトン」または「セントレジス」での滞在がもっと豊かに        

2 連泊以上のご予約でホテル内のサービスに使える 100 米ドルのプロパティクレジットを付与 

国内外の｢ザ・リッツ・カールトン」または「セントレジス」に対象料金で 2 連泊以上ご予約いただくと、ホテルのレストランやスパなどのお

支払いにご利用いただける 100 米ドル相当のプロパティクレジットを獲得いただけます。 

 

ご家族での豊かなホテル体験を実現           

家族カードの年会費が 1 枚分無料（SPG アメックスカードは家族カードの年会費 17,050 円（税込み）） 

家族カードの 1 枚目は年会費無料でご利用いただけます。家族カードでのご利用分も基本カードの利用実績に合算されるため、効

率的にポイントをためられるのはもちろん、上位エリート会員取得プログラム、無料宿泊特典獲得プログラムのご利用金額条件に達しや

すくなります。 

「Marriott Bonvoy ゴールドエリート」の自動付与やポイント獲得など        

従来の特典・サービスも継続的に提供 

通常、年間 25 泊以上のご宿泊が獲得条件となる「Marriott Bonvoy ゴールドエリート」資格が自動付与されます。これにより

Marriott Bonvoy 参加ホテルでのご利用で 100 円につき 6 Marriott Bonvoy ポイントを獲得できるだけでなく、さらに「Marriott 

Bonvoy ゴールドエリート会員資格」の特典として、ご宿泊時のご利用 1 米ドルにつき 12.5Marriott Bonvoy ポイント（通常会員

の 25％ボーナス）を獲得いただけます。このほか、日常のお買い物で 100 円につき 3 Marriott Bonvoy ポイントが付与され、

Marriott Bonvoy 参加ホテルでの宿泊やホテルのレストランでの食事、あるいは日々のお買い物で、効率的にポイントを獲得いただくこ

とができます。 



海外旅行をもっと便利にスマートに           

海外旅行の手荷物無料宅配サービスの対象空港に羽田空港を追加 

海外旅行からの帰国時に空港からご自宅までお一人様につき、スーツケース 1 個を無料で配送するサービスの対象空港を拡充。従来

の成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港に羽田空港が加わり、より一層ご利用いただきやすくなりました。 

 

毎日の大事なツールもバックアップ           

スマートフォンの修理費用を最大 3 万円まで補償 

スマートフォンの画面にひびが入ったときや水濡れしたときなどの修理費用について、本カードで購入したスマートフォン 1 台を対象に最大

3 万円まで補償します｡  

 

 

「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード」について 

ホテルでの多様な体験をより身近に感じていただけるカードとしてお届けします。これまでホテル滞在に興味はあったものの、 

なかなか実際にホテルでの宿泊など体験することがなかった人や、マリオット系列のホテルのカテゴリーの中でもプレミアムや  

セレクトブランドにも関心を持っている方のための新しい 1 枚です。 

主な特典やサービス: 

「Marriott Bonvoy シルバーエリート」の自動付与、さらに「Marriott Bonvoy ゴールドエリート」へのアップグレード       

はじめてのホテル体験も、その次のホテル体験もより魅力的なひと時に 

通常、年間 10 泊以上のご宿泊を達成された場合に付与される「Marriott Bonvoy シルバーエリート」が特典として自動で付帯  

され、さらに 1 年間（毎年 1 月 1 日～12 月 31 日）に 100 万円以上カードをご利用いただくと「Marriott Bonvoy ゴールド     

エリート」が取得できます。 

カード継続時に無料宿泊特典が付与           

さらにお持ちのポイントの追加も可能で、叶えられるホテル体験の選択肢が豊富に 

カード継続時の特典として、年間 150 万円以上ご利用いただくと「無料宿泊特典（交換レート 35,000 ポイントまで）」を      

プレゼント。さらに、お持ちのポイントを最大 15,000 ポイントプラスすることで、交換レート最大 50,000 ポイントまでご利用         

いただけます。* 

*無料宿泊特典へのポイントの追加利用が可能になる時期の詳細は、Marriott Bonvoy からのご案内をご確認ください。 

カードのご利用で Marriott Bonvoy ポイントをお得に獲得             

日々のお買い物で、ホテル体験がもっと身近に 

Marriott Bonvoy 参加ホテルでのご利用で 100 円につき 4 Marriott Bonvoy ポイント、日常のお買い物で 100 円につき    

2 Marriott Bonvoy ポイントが付与されます。 

 

 

 

 

 

 

 



「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード」「Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス ・カード」主な特⾧ 

 

 

 

                                      

Marriott Bonvoy  
アメリカン・エキスプレス ・プレミアム・カード 

Marriott Bonvoy  
アメリカン・エキスプレス ・カード 

＜カードサービス＞ 

 年会費:49,500 円（税込）  年会費:23,100 円（税込） 

 家族カード:1 枚目無料、2 枚目以降 24,750 円（税込）  家族カード:1 枚目無料、2 枚目以降 11,550 円（税込） 

 Marriott Bonvoy エリートステータス 
:ゴールドエリート 

プラチナエリート＊ 

（＊）1 月から 12 月の 1 年間で合計 400 万円以上利用の場合 
（＊）2022 年については 2 月 24 日～12 月 31 日 

 Marriott Bonvoy エリートステータス 
:シルバーエリート 

ゴールドエリート＊ 

（＊）1 月から 12 月の 1 年間で合計 100 万円以上利用の場合 
（＊）2022 年については 2 月 24 日～12 月 31 日 

 Marriott Bonvoy ポイント 
:Marriott Bonvoy 参加ホテルでのご利用で 

100 円=6 ポイント 
  日常の買い物で 100 円=3 ポイント 

 Marriott Bonvoy ポイント 
:Marriott Bonvoy 参加ホテルでのご利用で 

100 円=4 ポイント 
日常の買い物で 100 円=2 ポイント 

 上位エリート達成に向けた宿泊実績プレゼント 
:ご入会時・継続時に 15 泊分 

 上位エリート達成に向けた宿泊実績プレゼント 
:ご入会時・継続時に 5 泊分 

 無料宿泊特典 
:継続時に 1 泊 50,000 ポイントの無料宿泊をプレゼント 

（プログラム期間中に合計 150 万円以上利用の場合） 

 無料宿泊特典 
:継続時に 1 泊 35,000 ポイントの無料宿泊をプレゼント 

（プログラム期間中に合計 150 万円以上利用の場合） 

 プロパティクレジット 
:100 米ドル付与 

（対象料金で「ザ・リッツ・カールトン」または「セントレジス」に 2 連泊以上ご予約の場合） 

 プロパティクレジット 
:100 米ドル付与 
（対象料金で「ザ・リッツ・カールトン」または「セントレジス」に 2 連泊以上ご予約の場合） 

＜トラベルサービス＞ 
 空港ラウンジ 

:国内 28、海外 1 の空港ラウンジをご利用可能 
 空港ラウンジ 

:国内 28、海外 1 の空港ラウンジをご利用可能 

 手荷物無料宅配サービス 
:帰国時に空港からご自宅までお一人様につき、 

スーツケース 1 個を無料配送 
【対象空港】 
羽田空港、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港 

 手荷物無料宅配サービス 
:帰国時に空港からご自宅までお一人様につき、 

スーツケース 1 個を無料配送 
【対象空港】 
成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港 

 空港クロークサービス 
:お荷物を無料でお預かり 

【対象空港】中部国際空港 

 空港クロークサービス 
:お荷物を無料でお預かり 

【対象空港】中部国際空港 

＜各種プロテクション＞ 
 海外旅行傷害保険 

:傷害死亡・後遺症保険金 
旅行代金をカードで決済した場合、最高 1 億円 

 海外旅行傷害保険 
:傷害死亡・後遺症保険金 

旅行代金をカードで決済した場合、最高 3,000 万円 
 国内旅行傷害保険 

:最高 5,000 万円 
 国内旅行傷害保険 

:最高 2,000 万円 
 ショッピング・プロテクション 

:お一人様年間最高 500 万円まで補償 
 ショッピング・プロテクション 

:お一人様年間最高 200 万円まで補償 
 オンラインプロテクション 

:あり 
 オンラインプロテクション 

:あり 
 キャンセル・プロテクション 

:10 万円まで補償（年間最高） 
 キャンセル・プロテクション 

:なし 
 リターン・プロテクション 

:1 商品につき、最高 3 万円相当額まで補償 
 リターン・プロテクション 

:なし 
 スマートフォン・プロテクション 

:修理代金を最大 3 万円まで補償 

 スマートフォン・プロテクション 
:なし 



【アメリカン・エキスプレスについて】 www.americanexpress.jp 

1850 年に米国ニューヨーク州にて創立したグローバル・サービス・カンパニーです。個人のお客様向けには多様なライフスタイルをサポート

する商品やサービスをお届けし、法人のお客様向けには経営の効率化を実現しうる経費管理やデータ分析のツールを提供し、大規模/

中堅企業や中小企業、個人事業主にいたるまで幅広いビジネスの成⾧を支援しています。日本では、1917 年（大正 6 年）に横浜

に支店を開設して事業を開始し、現在では世界 180 以上の国や地域に広がる独自の加盟店ネットワークとトラベル・サービス拠点を通

じ、最高品質のサービスを提供しています。また、アメリカン・エキスプレスのカードは、JCB との提携により、従来からのホテル、レストランや

小売店などに加え、公共料金からスーパーマーケット、ドラッグストアなど日々の生活で使えるお店が拡大しています。 

 

【マリオット・インターナショナルについて】 

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社: 米国メリーランド州ベセスダ）は、139 の国と地域に 30 ブランド、 合わせ

て約 8,000 軒の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズや、リゾートのオーナーシップ・プ

ログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、 Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）を提供しています。

詳しい情報は、www.marriott.co.jp をご覧ください。また最新の企業ニュースは、www.marriottnewscenter.com をご覧くだ

さい。Facebook や@MarriottIntl にて Twitter と Instagram でも情報発信しています。 

 

Marriott Bonvoy®について 

 Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルが誇る比類なきブランドポートフォリオをお楽しみいただけ

る受賞歴を誇るロイヤルティプログラムです。Marriott Bonvoy®に含まれる 30 ブランドのラグジュアリープロパティ、ホームズ＆ヴィラズ・

バイ・マリオット・インターナショナル、13 のブランドブティックからなるオンラインショップ、無限に広がる体験の数々はすべて Marriott 

Bonvoy のモバイルアプリからアクセス可能となっています。会員の皆様は、宿泊でポイントの獲得や交換が可能で、アメリカン・エキスプレ

スとの提携クレジットカードをご利用いただくとより早くポイントを獲得することができます。 

Marriott Bonvoy®についての詳細情報や無料会員登録については、MarriottBonvoy.jp をご覧ください。Marriott Bonvoy ア

プリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jp にアクセスしてください。Facebook、Twitter、

Instagram でも随時情報を発信しています。 
 


