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日常生活のご利用でマイルが貯まるモバイルペイメントサービス 

「ANA Pay」を開始 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANA は、本日 2020 年 12 月 10 日よりモバイルペイメントサービス「ANA Pay」の提供を開始いたします。 

 

「ANA Pay」は、ANA マイレージクラブアプリをお持ちの ANA マイレージクラブ会員※1で JCB ブランドのクレジッ

トカードをお持ちのお客様であればどなたでもご利用いただけるモバイルペイメントサービスです。ANA カードに

続き、ANA グループがご提供する新たな決済サービスで、キャッシュレス決済サービスの多様化やお客様ニーズ

の高まりにお応えします。 

 

またサービス開始を記念して、お得にマイルが貯まるキャンペーンを実施します。ANA は今後も、より多くのお

客様に日常生活の中で気軽にマイルを貯める楽しみを感じていただく機会を提供してまいります。 

 

1．「ANA Pay」の特徴 

本サービス最大の特徴は、決済金額に応じてマイルが貯まる点です。ANAJCB カードをお持ちの場合、「ANA 

Pay」のチャージ方法に ANA JCB カードをご登録いただくと、決済時に加えてチャージ金額に応じて更にマイル

が貯まります※2。 

 

【特典概要】 

チャージする 

クレジットカード 

ANA Pay 

①1000 円お支払時 

②1000 円チャージ時 

（ANA JCB カードからチャージ

した場合のみ積算） 

合計（①＋②） 

ANA JCB カード 

プレミアム 

5 マイル 

（1 マイル/200 円） 

11 マイル 

（11 マイル/1000 円） 
16 マイル 

ANA JCB カード 

ゴールド 

5 マイル 

（1 マイル/200 円） 

6 マイル 

（6 マイル/1000 円） 
11 マイル 

ANA JCB カード 

一般 

5 マイル 

（1 マイル/200 円） 

1 マイル 

（1 マイル/1000 円） 
6 マイル 

その他 JCB カード 
5 マイル 

（1 マイル/200 円） 
― 5 マイル 

 

 

 

ダブルで貯まる！ 

ANA NEWS  
 

 ANA マイレージクラブアプリ上で “プリペイド型 QR コード/バーコード決済”をご利用いただけます。 

 ANAJCB カード利用の場合、チャージと決済のダブルでマイルを貯めることが可能です。 

 ANA Pay 特約提携加盟店にて決済いただくとトリプルでマイルが貯まる｢ANA Pay マイルプラス｣も併せ

て開始します。 

ANA 広報部 03-6735-1111 成田 0476-31-6007 羽田 03-5757-5548 伊丹 06-6856-0270 関西 072-456-7890 



 

２．「ANA Pay」概要 

ご利用方法 1. ANA マイレージクラブ ANA マイレージクラブアプリをダウンロード・新規登録/ログイン 

2. ANA マイレージクラブ ANA マイレージクラブアプリ内の ANA Pay を選択し、ANA Pay 利用

登録 

3. 残高チャージ 

（クレジットカードによるチャージ） 

4. Smart Code※3加盟店で QR コードを表示し決済 

ご利用可能店舗 全国の Smart Code 加盟店でご利用いただけます。 

 

 

【空港でのご利用可能店舗】 

全国の空港売店「ANA FESTA」でご利用いただけます。 

空港免税店「ANA DUTY FREE SHOP」においても順次ご利用いただけるようになる予定です。 

対象ブランド JCB 

上限金額 チャージ、残高上限：100,000 円（1 回） 

利用上限：50,000 円（1 回） 

 

3．「ANA Pay マイルプラス」 

ANAPay 特約提携加盟店※4にてお会計時、ANAPay でお支払い頂くと、ANA Pay 決済で得 

られるマイル（200 円＝1 マイル）とは別に、決済額に応じたマイル（例：200 円＝1 マイル） 

が自動的に積算される｢ANA Pay マイルプラス｣※4も開始します。 

 

【特典概要 （ANA Pay 特約提携加盟店にて決済時） 】 

チャージする 

クレジットカード 

ANA Pay 

② 1000 円お支払

時 

②1000 円チャージ時 

（ANA JCB カードからチャージ

した場合のみ積算） 

③1000 円お支払時 

「ANA Pay 

マイルプラス」 

合計 

（①＋②＋③） 

ANA JCB カード 

プレミアム 

5 マイル 

（1 マイル/200 円） 

11 マイル 

（11 マイル/1000 円） 

5 マイル 

（1 マイル/200 円） 
21 マイル 

ANA JCB カード 

ゴールド 

5 マイル 

（1 マイル/200 円） 

6 マイル 

（6 マイル/1000 円） 

5 マイル 

（1 マイル/200 円） 
16 マイル 

ANA JCB カード 

一般 

5 マイル 

（1 マイル/200 円） 

1 マイル 

（1 マイル/1000 円） 

5 マイル 

（1 マイル/200 円） 
11 マイル 

その他 JCB カード 
5 マイル 

（1 マイル/200 円） 
― 

5 マイル 

（1 マイル/200 円） 
10 マイル 

 

 

別紙：キャンペーン概要 

 

※1 ANA マイレージクラブ会員数は約 3700 万人（2020 年 12 月現在） 

※2 チャージ時のマイル積算率はお持ちの ANA JCB カードのランクにより異なります。 

※3 Smart Code とは、JCB が QR・バーコード決済事業者（以下、事業者）と店舗をつなぐ決済情報処理センターの提

供や加盟店契約の一本化を行い、事業者や店舗の負荷軽減、また消費者にとって安全・安心な決済を実現する決済

スキームです。 

※4 ｢ANA Pay マイルプラス」の詳細や ANA Pay 特約提携加盟店一覧は ANA ホームページをご覧ください。 

トリプルで貯まる！ 

https://www.smart-code.jp/shoplist/
https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/reference/tameru/anacard/anapay.html

