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SPECIAL DISCOUNT COUPON FOR JAL SHAREHOLDERS

お知らせ

トピックス

株主割引券の有効期間の変更について

2020年11月発行分から株主割引券の有効期間を1年から1年半
へ変更いたしております。
発行済み株主割引券の有効期間の取り扱いについて
当社ホームページですでにお知らせしておりますが、2019年11
月発行分および2020年5月発行分の株主割引券の有効期間を延
長しております。海外・国内ツアー割引券（現：旅行商品割引
券）の有効期間の延長と共に再度ご確認ください。
株主割引券
対象割引券
2019年11月
発行分
（19D）

変更前
変更後

2019年12月1日～2021年5月31日
ご搭乗分

2020年5月
発行分
（20A）

変更前

2020年6月1日～2021年5月31日
ご搭乗分

変更後

2020年6月1日～2021年11月30日
ご搭乗分

対象割引券
2020年5月
発行分

2020年11月
発行分

JALの新しい空港、「JAL SMART AIRPORT」は、洗練された
全体のデザイン、お手伝いを希望されるお客さまをご案内するカ
ウンターでの落ち着いた手続き、デジタルサイネージを活用した
ご案内、新しい機器の導入による手荷物預けのセルフ化などによ
り、スマートな旅の始まりをご提供します。

有効期間
2019年12月1日～2020年11月30日
ご搭乗分

お客さまに安全・安心にご利用いただくため、JALでは空港で

ツアー割引券（現：旅行商品割引券）
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「JAL SMART AIRPORT」、
羽田空港で本格スタート

以下の取り組みを徹底して行っております。ご利用に際しまして

有効期間
変更前

2020年6月1日～2021年5月31日
お申込み分

変更後

2020年6月1日～2021年11月30日
お申込み分

変更前

2020年12月1日～2021年5月31日
お申込み分

変更後

2020年12月1日～2021年11月30日
お申込み分

※「株主の皆さまへ 日本航空株主優待のご案内」は、2020年11月発行
分より、冊子名が「日本航空株主優待のご案内」に変更となりました。

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力をお願いいたし
ます。
＜取り組み内容＞
・地上係員のマスク着用
・お 手続きカウンターへのパー
ティションの設置
・消毒液の配備
・定期的な清掃
・保安検査場にてサーモカメラによる検温
・ソーシャルディスタンス確保の案内設置
・お客さまの人数を区切っての機内へのご案内
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機・発券機などの機器類に、抗ウイル
安全・安心にご利用いただける取り組みと、より一層お客さま
に寄り添ったサービスで、「JALの新しい空港」を実現して参り
ます。
JALはこれからも、お客さまに新たな価値を提供し、「一歩先
を行く価値」を創造する企業であり続けます。
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株主割引券のご案内

株 主 割 引 券（ 国 内 線50 ％ 割 引 ）
日本航空（JAL）
、日本トランスオーシャン航空（JTA）、琉球エアーコ
ミューター（RAC）各社の国内線全路線＊を対象に、割引券1枚でご搭
乗日に適用となる普通席大人普通運賃（小児の場合は普通席小児普通運
賃）1名様分の片道1区間を50％割引でご利用いただける株主割引券を
発行いたします。

ご利用について
「株主割引券」のご利用で、ご搭乗日に適用となる普通席大人普通運賃
（小児の場合は普通席小児普通運賃）1名様分の片道1区間が50%割引
でご利用いただけます（１区間１枚のみのご利用に限ります）。
株主ご本人様、ならびに株主ご本人様以外の方にもご利用いただけます。

＊フジドリームエアラインズ（FDA）、天草エアライン（AMX）が運
航するコードシェア便もご利用いただけます。ジェットスター・ジャ
パンとのコードシェア便はご利用いただけません。

発行基準
毎年3月31日ならびに9月30日現在の株主様に以下の基準により、当社
グループの国内線の株主割引券を発行いたします。
発行基準
3月31日現在の
株主様

ご所有株式数
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9月30日現在の
株主様

100株～   199株

1枚

―

200株～   299株

1枚

1枚

300株～   399株

2枚

1枚

400株～   499株

2枚

2枚

500株～   599株

3枚

2枚

600株～   699株

3枚

3枚

700株～   799株

4枚

3枚

800株～   899株

4枚

4枚

900株～   999株

5枚

4枚

1,000株～ 1,099株

5枚

5枚

1,100株～99,999株
100,000株～      

5枚+1,000株超過分
500株ごとに1枚

同左

203枚+100,000株超過分
1,000株ごとに1枚

同左

上記に加え、3年（7基準日）連続で同一株主番号でご所有の株主様に
は、以下の基準により、追加で株主割引券を発行いたします。
   300株 ～   999株………各7基準日目に1枚
1,000株 ～ 9,999株………各7基準日目に2枚
10,000株 ～       ………各7基準日目に3枚

発行時期および有効期間
発行時期
3月31日基準日発行分

5月

9月30日基準日発行分

11月

有効期間
6月1日～翌 11月30日（1年半）
12月1日～翌々5月31日（1年半）

株主割引券の券面に記載された有効期間に限りご搭乗いただけます。航
空券発券後は、発券日にかかわらず、株主割引券の券面に記載された有
効期間かつ航空券の有効期間内にご搭乗が可能です。
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※スクラッチ部分を強く削りすぎると、読み取りができなくなる
ため、ご注意ください。

ご予約・ご購入
株主割引券は、JAL国内線ご予約・ご購入・ご案内（予約センター）
、
日本国内のJALグループ国内線カウンター（市内・空港）
、JAL Webサ
イトの予約・購入サービス、および空港の自動チェックイン・発券機
でご利用いただけます。また、指定の旅行会社でもご利用いただけま
すが、一部ご利用いただけない旅行会社もございますので、事前にご利
用予定の旅行会社へご確認ください。
ご予約期限

ご搭乗日の最大330日前の午前9時30分からご搭乗日当日まで
※予約・販売の際は搭乗日に有効な「株主割引券」が必要となります。

ご購入期限

・ご搭乗日の330日前～3日前：ご予約日を含め3日以内
・ご搭乗日の2日前～当日：搭乗日当日（※）
（※）出発時刻20分前までに保安検査場を通過できるよう、お買い求めください。

「株主割引券」に記載された「①発券用コード」または「②発券用バー
コード」が必要となります。
・JAL国内線ご予約・ご購入・ご案内（予約センター）では、ご購入時
に「①発券用コード」をお伝えください（スクラッチ部分を削ってご
利用ください）。
・JAL Webサイトの予約・購入サービスでは、ご購入前に「①発券用
コード」をご入力ください。
・空港の自動チェックイン・発券機では、「②発券用バーコード」を読
み取り機にかざしてください。
・JALグループ国内線カウンター（市内・空港）、旅行会社では、「株主
割引券」をご提示いただくか、「①発券用コード」をお伝えください。

株主割引券のご案内
ご予約変更
・ご予約の変更は可能ですが、購入後逆区間への変更および区間を変更

ファーストクラス・クラスJのご利用
・事前にファーストクラス株主割引運賃・クラスJ株主割引運賃での

することはできません。

ご予約が可能です。

・ご予約の変更・取消は、ご搭乗便の出発時刻前までに行ってください。

・また、ご搭乗日当日の出発空港において、同一便のファーストクラ

・
の有効期間を超えてご予約便を変更することはできません。
「株主割引券」

ス・クラスJに空席がある場合にもご利用いただけます。ご利用の

・他の運賃でご購入済みの航空券を株主割引へ変更することはできません。

際は別途ファーストクラス当日アップグレード用料金、クラスJ当日

・ご予約の変更により、運賃額の差額調整が必要になる場合がござい

アップグレード用料金が必要です。
（各料金に割引は適用されません。
）

ます。

航空券の有効期間

マイル積算率
・普通席：75％

・ご予約済みの航空券はご予約便に限り有効です。
・ご予約のない航空券の有効期間は航空券の発行日、および発行日の翌
日から起算して1年間です。ただし、「株主割引券」に記載された有

・

クラスJ：85％

効期限のほうが短い場合は、
「株主割引券」に記載された有効期限ま
でとなります。

ファーストクラス：125％

※事前予約をせずオープン券でチェックインをされる場合、自動チェッ
クイン・発券機にてマイル登録が必要です。

座席制限
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・

・ご利用いただけない期間はございませんが、他の割引運賃同様、販売
座席数には限りがございます。また、便によっては設定のない場合が
ございます。
・株主割引の便ごとの空席状況はJAL Webサイト上でご案内いたします。
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その他
・他の割引運賃との重複利用はできません。
・運賃とは別に、羽田空港、成田空港、伊丹空港、関西空港、新千歳

航空券の払い戻し（取り消し）
払戻期限は、航空券の有効期間満了日の翌日から起算して10日以内
です。取消・払戻手数料は、航空券1枚／1区間につき、適用されます。

空港、仙台空港、中部空港、福岡空港、北九州空港、那覇空港発着
便をご利用の場合、空港ビル会社に代わって「旅客施設使用料」を申
し受けます（2021年5月現在）。最新の「旅客施設使用料」は、JAL
Webサイトからご確認ください。
www.jal.co.jp/jp/ja/dom/airport/pfc/

払戻手数料

440円

・最新の運賃規則は、JAL Webサイトからご確認ください。
www.jal.co.jp/jp/ja/dom/fare/rule/r_kabu.html

便出発前：無料
取消手数料
便出発後：運賃額の20％
※「株主割引券」の有効期限内、かつご購入いただいた航空券の払戻有
効期間内は、払戻窓口にて「株主割引代替券」の発行、または「株主
割引代替券発券用コード」をご案内いたします。ご利用方法は、
「株
主割引券」および「①発券用コード」と同様です。

株主割引券でのご購入方法について
Step1：国内線空席照会画面にて「株主割引」を指定のうえご予約
ください。

Step2：予約完了後、
「株主割引発券用コードを登録する」ボタン
より登録画面へお進みください。

旅行商品割引券でのご案内

海外・国内旅行商品割引券（2％～7％割引）

JALグループの指定旅行商品にご利用いただける割引券を発行いたします。
株主様に加え、株主様以外の方にもご利用いただけます。
割引券1枚で、参加者全員が割引をご利用いただけます。すでにご予約
されている場合は、割引対象にはなりません。
また、割引券をご送付いただけない場合は割引対象になりません。

発行基準
Step3：株主割引券に記載の「①発券用コード」をご入力ください。

毎年3月31日および9月30日現在の株主様に、以下の基準により発行い
たします。
海外旅行商品
割引券

国内旅行商品
割引券

100株～199株

2枚

2枚

200株～

2枚

2枚

所有株式数

発行時期および有効期間

［発券用コード登録画面］

Step4：ご登録後は、クレジットカードやe JALポイントで期限内
にご購入ください。
また、コンビニエンスストアでのお支払いも可能です。
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ご注意
・ご購入手続き前に、
「①発券用コード」登録が必要です。
・航空券の購入期限内にご購入手続きを完了してください。

株主割引代替券について

3月31日現在の株主様

※100株以上ご所有の方が対象

9月30日現在の株主様

※200株以上ご所有の方が対象

発行会社

有効期限

代替券発券用コード

JAL

2019年6月30日

19A123456789

※JAL Webサイトの予約管理
（国内線）
にある
［eチケット
（航空券）
検索］
から
も
「株主割引代替券発券用コード」の
検索が可能です。

発行時期

有効期間

5月

6月1日～翌年5月31日（1年間）

11月

12月1日～翌年5月31日（6ヵ月間）

旅行商品割引券の券面に記載された有効期間に限り、ご予約いただけます。

割引対象商品
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JALグループの総合旅行Webサイト「JALeトラベルプラザ」に以下
ロゴマークで掲載されている全商品と、ダイナミックパッケージ全商品
www.jal.co.jp/tour/kabunushisama
海外7％OFF

株主割引券の有効期限内、
かつご購入
いただいた航空券の払戻有効期間内
の払戻手続き時に、
次回ご利用いただ
ける
「株主割引代替券発券用コード」
が
表示されます。

［払戻完了画面］

発行回数
年1回
5月のみ発行
年2回
5月と11月の発行

海外2％OFF

海外5％OFF
JAL海外ダイナミックパッケージ

国内7％OFF
国内2％OFF

国内5％OFF
JALダイナミックパッケージ

※国内のJMBツアーはWebサイトからのご予約のみ、割引対象になります。お電話と店
頭でのご予約は割引対象外になります。
※ダイナミックパッケージは2021年7月以降のお申し込みより割引開始になります。詳
しい開始時期についてはWebサイトにてご案内します。

対象外商品
海外ツアー

Web限定ツアー（一部予約可）
、びゅうワールドなど

※Webサイト予約画面に「割引対象外」マークが表示されているツアー

国内ツアー

Web限定ツアー、J・TAPなど

※Webサイト予約画面に「割引対象外」マークが表示されているツアー

ご予約期限
海外ツアー 出発日の前日より起算して5日前
海外ダイナミックパッケージ 出発日の前日より起算して5日前
国内ツアー 出発日の前日より起算して7日前
国内ダイナミックパッケージ 出発日の前日

※商品や方面により異なる場合があります。

旅行商品割引券のご案内
ご利用について

①本 券1枚でパンフレットまたはWebサイト記載の基本旅行代金から

本券の郵送料は、株主様負担となります。紛失防止のため、簡易書留

し込みください（1予約につき1枚限り有効）。

にてお送りください。本券が未着の場合は割引対象とならず、追加請

割引対象外：現地支払のオプショナルツアー、ダイナミックパッケー
ジのオプション、空港税、手配手数料、取消料など

求をさせていただきますのでご了承ください。
⑧ご利用いただく場合のご精算は以下となります。

※ダイナミックパッケージは2021年7月以降のお申し込みより割引

（1）当社指定のクレジットカード

（2）コンビニ決済 （3）銀行

開始になります。詳しい開始時期についてはWebサイトにてご案

振 込 （4）JAL旅 行 券 （5）eJALポ イ ン ト【JMB特 典 】（6）JAL

内します。

クーポン【JMB特典】（7）JMB旅プラスご利用マイル【JMB特典・

②本券1枚で、ご参加の株主様およびご同行者様も含めて参加者全員の
旅行代金が割引となります。
ルパック

JMB旅プラス会員のみ】（8）マイル（クーポンレス）【JMB特典】
※ただし、JALマイレージバンク会員以外（JMBへ入会されていない

③ご予約は、JALeトラベルプラザ株主優待専用Webサイト、
（株）ジャ
株主優待海外・国内ツアーデスク（電話）、JALプラザ有

方、または入会済でログインされていない方）の場合、（1）のみ
となります。

楽町内営業所（店頭）で承ります。

※各決済手段には、ご利用条件があります。

ただし、ダイナミックパッケージはJALeトラベルプラザ株主優待専

※（2）（5）（7）はWebサイト予約のみ。（8）はお電話・店頭での

用Webサイトのみになります。

予約のみとなります。
※国 内ダイナミックパッケージは（1）（2）（5）（7）のみ、海外ダ

（旅行会社等ではご利用いただけません。）
④JALeトラベルプラザ株主優待専用Webサイト、株主優待海外・国内
ツアーデスク、JALプラザ有楽町内営業所以外でご予約された商品に
はご利用いただけません。
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日から起算して7日後以内に送付ください。

2％・5％・7％割引でご利用いただけます。本券の有効期間内にお申

イナミックパッケージは（1）のみとなります。
⑨他の優待券・割引券などの割引制度、キャンペーンとは、重ねてご利
用いただけません。

⑤JALeトラベルプラザ株主優待専用Webサイトでご予約される場合は、

ただし、国内ツアーはGoToトラベルキャンペーンとの併用、国内ダ

以下に記載されているキーワードとパスワードを入力してからご予約

イナミックパッケージはGoToトラベルキャンペーンを含む他の割引

画面にお進みください。
ツアー
キーワード：kabunushi
ダイナミックパッケージ ユーザー名：jaldp

との併用が可能です。

パスワード：otokuisama
パスワード：jaldp208

⑥お電話、JALプラザ有楽町内営業所でのご予約で本券をご利用の際は、
ご予約時に「日本航空株主

海外・国内旅行商品割引券」ご利用の旨

を必ずお申し出ください。
⑦本券はご旅行の予約成立後、ご出発22日前までに送付ください。ご
出発22日前以降のご予約につきましては、予約成立後3日以内に、ダ
イナミックパッケージをご出発3日前以降にご予約の場合は、ご出発

⑩海外・国内ツアーは満席の場合など、ご予約がお取りできない場合が
ございます。
⑪当社で受領した旅行商品割引券は、いかなる場合でもご返却はいたし
かねますのでご了承ください。
⑫旅行条件に関しましては、（株）ジャルパックの「募集型企画旅行条
件書」が適用になります。ご出発の前に必ずご確認ください。
⑬盗難、紛失などの場合は再発行いたしません。
※詳細については、ご予約の際にご確認ください。
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旅行商品割引券のご案内
◆ 旅行商品割引券に関するよくあるご質問
Q1

すでに予約していますが、後から割引券が送られてきた場合は割引になりますか？

A1

すでにご予約されている場合は、割引対象になりません。

Q2

株主割引の対象となるツアーはどうやったら見分けることができますか？

A2

割引券の有効期間内に発売している「JALパック」ツアー、JMBツアーが対象と
なります。また、株主優待専用Webサイト予約画面に「割引対象」マークが表示
されているツアーが対象です。なお、ダイナミックパッケージは全ての商品が割

また、旅行代金を支払う前であれば割引になりますか？

引対象になります。

Q3 「割引券1枚で、ご参加の株主様およびご同行者様も含めて参加者全員の旅行代金

が割引可能」となっていますが、Webサイトで海外・国内ツアーを予約すると
9名までの表示しか出てきません。参加人数が10名以上の予約の場合はどうなり
ますか？

A3

割引券1枚で、ご参加の株主様およびご同行者様も含めて参加者全員が割引をご利
用いただけます。
なお、Webサイトで海外・国内ツアーをご予約の場合は、10名以上での予約作成
ができないため、9名以下の2つの予約に分けてご予約をしてください。
国内ダイナミックパッケージをご予約の場合は最大6名まで、海外ダイナミック
パッケージは最大9名までになりますので、それ以上でご参加の場合は2つの予約
に分けてご予約いただき、Webサイト内の「お問い合わせ」よりその旨お知らせ
ください。

Q4 予約後、送付すべき割引券を紛失してしまった場合は、どうすればいいですか？
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A4

割引券を送付いただけない場合は割引対象となりません。

Q5

2％～7％の割引は支払総額からの割引となりますか？ 燃油サーチャージ等は割引
になりますか？

A5

基本旅行代金から2％～7％割引でご利用いただけます。燃油サーチャージは基本
旅行代金に含まれていますので割引対象となります。
（現地支払のオプショナルツアー、ダイナミックパッケージのオプション、空港税、

なお、Webサイト予約では、すでに割引後の金額にてご購入いただいているため、
割引相当分を追加請求させていただきますのでご了承ください。

手配手数料、取消料などは割引対象外となります。
）

Q6

台風などでツアーが催行されなかった場合、割引券は返却してくれますか？
また返却方法を教えてください。

A6

ツアーが催行されなかった場合でも、割引券は返却いたしませんのであらかじめ

旅行商品割引券でのご購入方法について

Step 1

JALeト ラ ベ ル プ ラ ザ 株 主 優 待 専 用Web
サイトより、
「海外ツアー」、「国内ツアー」
、
「海外ダイナミックパッケージ」、
「国内ダ
イナミックパッケージ」をお選びください。
株主優待専用サイト▶
www.jal.co.jp/tour/kabunushisama
※画面は変更になる場合があります。
※ダ イナミックパッケージは2021年7月以降のお
申し込みより割引開始になります。詳しい開始
時期についてはWebサイトにてご案内します。

Step 2

ログイン画面より、各項目にご入力ください。
＜ツアー＞
キーワード：kabunushi
パスワード：otokuisama
＜ダイナミックパッケージ＞ ユーザー名：jaldp
パスワード：jaldp208
※画面は変更になる場合があります。

Step 3
割引
対象

＜ツアー＞
このマークがあるツアーが
対象ツアーです（ツアー金
額は割引前の金額となりま
す。ご決済は割引後の旅行
代金となります）
。
＜ダイナミックパッケージ＞
全ての商品が対象になります。

ご了承ください。

Q7 JMB特典（e JALポイント、JALクーポン、JMB旅プラスご利用マイル、マイル
（クーポンレス）
）は利用できますか？

A7 海外・国内ツアーはご利用いただけます。
（e JALポイント・JMB旅プラスご利用マ

イルはWebサイト予約のみ、マイル（クーポンレス）はお電話・店頭での予約のみ）
海外ダイナミックパッケージはJMB特典はご利用いただけません。国内ダイナミッ
クパッケージはe JALポイント、JMB旅プラスご利用マイルのみご利用いただけます。

Q8

JAL旅行券は利用できますか？

A8

海外・国内ツアーはご利用いただけます。海外・国内ダイナミックパッケージは
ご利用いただけません。

Q9

予約受付の締切日はいつですか？

A9

海外ツアーは、出発日の前日より起算して5日前まで、国内ツアーは7日前までと
なります。

（海外ツアーの一部コースを除きます。パンフレットにてご確認ください。国内ツ
アーをWebサイトでお申し込みの場合は、ご出発の7日前の21時29分までに、お
電話、JALプラザ有楽町内営業所でお申し込みの場合は営業日、営業時間内に限り

ます。）
海外ダイナミックパッケージは、出発日の前日より起算して5日前まで（一部方面
は7日前まで）、国内ダイナミックパッケージは出発前日までとなります。

Q10

予約したツアーを取り消したら、割引券は返却されますか？

A10

ご予約いただき、当社にご送付いただいた割引券は、いかなるご事情でもご返却
はできません。

Q11

ダイナミックパッケージとはどのような商品ですか？

A11 航空券と宿泊を自由に組み合わせて、オリジナルの旅を作ることのできるツアーです。
時価販売商品のため、旅行代金は空き状況により変動いたします。

Step 4

支払い方法は、以下となります。
（1）当社指定のクレジットカード （2）コンビニ決済
（3）銀行振込 （4）JAL旅行券 （5）eJALポイント
【JMB特典】（6）JALクーポン【JMB特典】（7）JMB
旅プラスご 利用マイル【JMB特典・JMB旅プラス
会員のみ】（8）マイル（クーポンレス）
【JMB特典】
※た だし、JALマイレージバンク会員以外（JMB
へ入会されていない方、または入会済でログイ
ンされていない方）の場合、
（1）のみとなります。
※各決済手段には、ご利用条件があります。
※（2）（5）（7）はWebサイト予約のみ、（8）は
お電話・店頭での予約のみ。
※国内ダイナミックパッケージは（1）
（2）
（5）
（7）
のみ、海外ダイナミックパッケージは（1）のみ。

予約完了後、旅行商品割引券を
（株）ジャルパックまでご送付ください。
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ご予約・お問い合わせ先一覧

株主特別企画について
例年、株主の皆さまに当社へのご理解を一層深めていただけるよ

株主割引券をご利用の際は
国内線ご予約・
ご購入・ご案内

う、格納庫の見学や客室サービス訓練の見学などの企画を実施し

年中無休／7：00〜20：00

0570-025-071

JMB会員専用国内線予約

0570-025-022

JMBお 得 意 様 番 号 と パ ス ワ ー ド を ご 用 意 の う え
ご利用ください。
※本ダイヤルでの通話は、応対品質向上のために
録音させていただきます。

JAL Webサイト

www.jal.co.jp

ておりました。しかしながら、昨年度は新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止のため、開催を見合わせていただきました。今
年度につきましても、当面の間、開催を見合わせていただきます。
今後再開が可能になった場合は、当社Webサイトにて、企画の
内容・日程・応募方法などについてご案内いたします。
WebサイトのURL
https://www.jal.com/ja/investor/individual/event/

海外旅行商品割引券をご利用の際は
お電話での予約（ツアーのみ）▶ （株）ジャルパック
株主優待
050-3164-1145
海外ツアーデスク
Webサイトでのご予約 ▶
操作・予約後の
お問い合わせ
旅行商品割引券送付先
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9：00〜18：00
※12/31〜1/2を除く

JALeトラベルプラザ（海外）

www.jal.co.jp/tour/kabunushisama

ツアー：050-3164-1154 （9：00～18：00）
ダイナミックパッケージ：050-3164-1153 （9：00～18：00）
※12/31～1/2を除く
〒140-8658 東京都品川区東品川2-4-11
（株）ジャルパック
海外株主優待精算窓口 宛
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国内旅行商品割引券をご利用の際は
お電話での予約（ツアーのみ）▶ （株）ジャルパック
株主優待
050-3155-3345
国内ツアーデスク
Webサイトでのご予約 ▶
操作・予約後の
お問い合わせ
旅行商品割引券送付先

羽田格納庫見学会（イメージ写真）
9：00〜18：00
※12/31〜1/2を除く

JALeトラベルプラザ（国内）

www.jal.co.jp/tour/kabunushisama

ツアー：050-3155-3320 （9：00～18：00）
ダイナミックパッケージ：050-3155-3330 （9：00～18：00）
〒140-8658 東京都品川区東品川2-4-11
（株）ジャルパック
国内株主優待精算窓口 宛

海外・国内旅行商品割引券を店頭でご利用の際は
店頭でのご予約（ツアーのみ）▶ （株）ジャルパック
JALプラザ有楽町内営業所
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビル南館
旅行商品割引券送付先 （株）ジャルパック JALプラザ有楽町内営業所 宛

平日：10：00-18：30（受付は18：00まで）
土休祝日：9：30-17：30（受付は17：00まで）
お電話でのお問い合わせ・ご予約はお受けできません。

その他のお問い合わせ
上記以外のお問い合わせにつきましては、JAL Webサイトをご確
認ください。

www.jal.co.jp/information

客室サービス訓練見学会（イメージ写真）

この冊子に関するお問い合わせ
JAL株式コールセンター

☎ 03 -6733 - 3090

（9：30〜12：00、13：00〜17：00/土・日・祝・年末年始を除く）

日本航空の概要
会 社
概 要

会社名
設立日
事業内容
所在地
資本金

（2021年3月31日現在）

日本航空株式会社
Japan Airlines Co., Ltd．
1951年8月1日
1. 定期航空運送事業および不定期航空運送事業
2. 航空機使用事業
3. その他附帯するまたは関連する一切の事業
東京都品川区東品川二丁目4番11号
1,813億5,200万円

株 式
データ

発行可能株式総数 ……………… 750,000,000株
（普通株式）
（700,000,000株）
（第1種優先株式）
（12,500,000株）
（第2種優先株式）
（12,500,000株）
（第3種優先株式）
（12,500,000株）
（第4種優先株式）
（12,500,000株）
発行済株式総数
普通株式 …………………… 437,143,500株（1単元は100株）

株 主
メ モ

上 場 証 券 取 引 所
証 券 コ ー ド
1単 元 の 株 式 数
決
算
期
日
定 時 株 主 総 会
同総会権利行使株主確定日
配当金受領株主確定日
株 主 名 簿 管 理 人
同
連
絡
先

公

告

の

方

東京証券取引所 市場第一部
9201
100株
3月31日
毎年6月
3月31日
3月31日、9月30日
三菱UFJ信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
TEL 0120-232-711（通話料無料）
（土日祝・年末年始を除く 9：00～17：00）
ホームページ https://www.tr.mufg.jp/daikou/
法 電子公告により行います。
公告掲載URL
http://www.jal.com/ja/corporate/publicnotices/
ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得
ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。

お知らせ
以下の各種お手続きについては、口座を開設されている口座管理
機関（証券会社等）へお問い合わせください。
▶ 配当金の口座受取制度のご案内
株主配当金の受取方法には、
1．
『個別銘柄指定方式』
銘柄ごとに、金融機関口座（ゆうちょ銀行口座含む）へ
お振り込み
2．
『登録配当金受領口座方式』
保有する全ての銘柄を、同一の金融機関口座へお振り込み

3．
『株式数比例配分方式』
株式をお預けされている証券会社の口座へお振り込み
4．
『配当金領収証方式』
「配当金領収証」をゆうちょ銀行・郵便局窓口に期限内に

お持ち込みいただくことによる現金でのお受け取り
の4通りがあります。
上記4の『配当金領収証方式』をご選択の株主様へ
①窓口でのお受け取り期限を過ぎた場合にはお受け取り金融
機関が変更となったり、また配当金領収証を紛失された場
合には別途お手続きが必要となります。
つきましては、便利に配当金をお受け取りいただくために、

上記1～3の「口座へのお振り込みによるお受け取り」の制
度をどうぞご活用ください。
②NISA口座で株式を保有している場合に、配当金について非
課税の適用を受けるためには、株式数比例配分方式を選択
していただく必要があります。詳細は、お取引のある証券
会社にお問い合わせください。
▶ 株式に関するマイナンバー制度のご案内
市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係の
お手続きで必要となります。このため、株主様から、お取引の
ある証券会社等へマイナンバーをお届出いただく必要がござ
います。
▶ 住所変更その他

