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オークラ ホテルズ ＆ リゾーツと JAL ホテルズが顧客プログラムの特典の相互提供を開始
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）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）は、2 月 1 日より、両社ホテルチェーンの
それぞれの顧客プログラム特典の相互提供を開始致します。
本件は、昨年 12 月 10 日に開始した「相互の宿泊予約サービス」に続
くマーケティング面での提携業務であり、両社の会員プログラム「オーク
ラクラブインターナショナル（以下 OCI）」
と「My JALHotels（以下 MYJ）」
の会員のより一層の利便性向上を目的に行われるものです。
今回の特典の相互提供により、OCI 会員は、ニッコー・ホテルズ・イ
ンターナショナル、ホテル JAL シティのホテルで MYJ 会員が宿泊時に
受けるサービスの特典を享受でき、MYJ 会員はオークラ ホテルズ & リ
ゾーツで OCI 会員が宿泊時に受けるサービスの特典と同じ特典を享受で
きるようになります。
また、それぞれの会員プログラムで行っている宿泊時のボーナスポイント/マイル特典をお互いのチェーン
でも受けることができ、対象ホテルが増えることになります。これにより、OCI 会員は、ニッコー・ホテル
ズ・インターナショナルおよびホテル JAL シティでは、1 泊につき 10 ポイント～20 ポイントの OCI ポイ
ントが加算でき、貯めた OCI ポイントの利用についても、JAL ホテルズのチェーンホテル宿泊利用に交換
することが可能になります。また、MYJ 会員には、オークラ ホテルズ ＆ リゾーツのホテルでの、1 滞在
につき 200 マイル～500 マイルの基本マイルに加え、ステータス毎のボーナスマイルの加算を受けることも
可能になります（JMB＜JAL マイレージバンク＞マイル付与対象商品に限ります）。
OCI は 1963 年に発足し現在、約 270,000 人の登録があり、MYJ は 2010 年 5 月に発足し約 80,000 人の
登録があります。ホテルオークラと JAL ホテルズは、今後も提携による相乗効果を高め、より一層のお客様
の利便性ならびにサービス向上を図ってまいります。
＜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 ACS」
（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。2011 年 1 月 31 日現在、国内 15、海外 5 の合計 20 ホテル、総客室数 6,237 室を擁し、今後は、2011 年『ホテルオ
ークラマカオ』
（488 室）
、2012 年『ホテルオークラ台北（仮称）
』
（208 室）
、
『ホテルオークラバンコク（仮称）
』
（242 室）の
開業を予定しています。
＜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拡大を展開しています。2010 年 9 月 30 日より、オークラ ホテルズ ＆ リゾーツの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、2011 年 2 月 1
日現在、NHI 45（国内 25、海外 20） HJC 13（全て国内）の合計 58 ホテル、総客室数 18,100 室を展開しています。今後は、
中国に 2011 年『ホテル・ニッコー厦門』
（NHI、436 室）
、2012 年『ホテル・ニッコー広州』
（NHI、411 室）、2013 年『ホテル・
ニッコー蘇州』
（NHI、475 室）
、ベトナムに 2011 年『ホテル・ニッコー・サイゴン』
（NHI、335 室）などの開業を予定してい
ます。
 本件に関するお問い合わせ先
株式会社ホテルオークラ
販売企画・広報課 五十嵐・小林
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-10-4
TEL：03-3224-6760 FAX：03-3224-7264

株式会社 JAL ホテルズ
総務部広報担当 日下部 春哉
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-4-11
TEL: 03-5460-7336／FAX: 03-5460-7339

＜添付資料＞
■両会員プログラム・ステータス毎の主な特典内容
OCI 会員の特典
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の特典
● OCI ポイント特典
スタンダード会員 1 泊ごとに 10～20 ポイントを付加
ロイヤル会員 上記基本ポイントに 50％ボーナスポイントを加算
● サービス特典
スタンダード会員
朝刊サービス、レストラン・バー割引（ニッコー・ホテルズ・インターナショナル 10％OFF、
ホテル JAL シティ 5％OFF）
さらにホテルにより個別にさまざまな特典を設定しています。
ロイヤル会員
スタンダード会員特典に加え、アーリーチェックイン/レイトチェックアウトの無料、
客室アップグレード（いずれも当日の空室状況によります）
MYJ 会員の特典
オークラ ホテルズ & リゾーツの各ホテルでの特典
● JMB 宿泊マイル特典
JMB 宿泊マイル 1 滞在につき付加する 200～500 マイルに加えて
スタンダード会員 JMB ボーナスマイル＋10%（2011 年 12 月 31 日までシルバー特典提供中）
シルバー会員 JMB ボーナスマイル+10％
ゴールド会員 JMB ボーナスマイル+30％
＊但し JMB 会員で JMB マイルプログラム参加ホテルの JMB マイル付加対象商品のご利用に限ります。
● サービス特典
スタンダード会員、シルバー会員
朝刊サービス、レイトチェックアウト無料サービス。さらにホテルにより個別に特典を設定してい
ます（宿泊予約の優先受付、ご宿泊料金の割引、クイックチェックイン、プール・ジムの割引、ウ
ェルカムドリンク、装花サービス、ミネラルウォーターのサービス、ランドリークーポン＜3 泊に
つき 1 枚＞など）。
ゴールド会員
スタンダード、シルバー会員特典に加えてレイトチェックアウトのさらなる延長無料サービス。さ
らにホテルにより個別に特典を設定しています。
※ サービス特典や、ポイント、マイルの付加特典は、各ホテルにより条件、内容が異なります。
詳細につきましては下記リンクをご確認ください。
 オークラクラブインターナショナル
http://www.okura.com/jp/oc/
 My JALHotels
http://www.jalhotels.com/jp/myj/

