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テレビでも活躍中のホテル評論家
瀧澤氏もＡカードを愛用されているとのことで、
純粋な記事中に、Ａカードについてのコメントを
いただきました！

＜記事＞

10回宿泊して、

キャッシュバック！

還元率

2万円に
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ビジネスユース
だけでな く
ファミリー利用にも
最適な

ビジネスホテル

ャッシュバックを加盟店のフロ
ントで受けられます。さらに９
７５０㌽で現金１万円、１万９
０００㌽で現金２万円と、ため
ればためるほど還元率がアップ
します」
（内藤執行役員）

ードを選ぶ際の決め手は、 できませんが、Ａカードは全国

まるところ、ポイントカ
のさまざまなホテルが加盟して

テルのみならず旅館にも選択肢

大させていく方針で、すでにホ

執行役員。加盟店数はさらに拡

ント付加率 ％のプランで累計

５００円（税別）の部屋にポイ

例えば、加盟ホテルの１泊５

その場で現金をもらえ
誰にも気兼ねなく使える

汎用性と還元率だろう。両方を
が広がりつつある。このように

どちらか見劣りすると使い勝手
が悪くなる。その点、Ａカード
は両方において、大いに強みを
発揮しているといえるだろう。
まず、その加盟店数は２０１
施設（ホテルが４２７軒、レス

７年 月 日時点で全国４７９
トランが 軒）に上っている。
同系列などといった縛りもなく、
全国津々浦々のこれら加盟店で
ポイントをためられるわけだ。

ホテル系ポイントカードで
随一のキャッシュバック率
「大手ホテルチェーンのカード

チェックインも手間要らず
アプリでホテル探しも容易

のは現金です」
（内藤執行役員）

めたものであっても、受け取る

トが付きますし、そうやってた

で宿泊料金を支払ってもポイン

「もちろん、クレジットカード

限定されている。

トカードは宿泊代などに使途が

その点、他のホテル系ポイン

三浦支配人は次のように語る。

による集客力アップは心強い。

効率化につながるし、ポイント

る。加盟ホテルにとっても業務

時に住所などの記入が不要にな

を提示するだけでチェックイン

た加盟ホテルにおいて、カード

も高まる。発行後は一部を除い

Ａカードを持っていると利便性

単に得するだけにとどまらず、

入会金・年会費はもちろん、

で 泊したら、５０００円の現
金が得られるわけだ。その場で

加盟ホテルを正規料金で利用
加盟ホテルの一つを運営する三

ことも好評を博している理由だ。

現金による臨時収入が得られる

した場合には、その ％に相当

ードホテルシステムの内藤信也

と同サービスを運営するＡカ
１００円（税別）ごとに ㌽が

するポイントが付く。宿泊料金
「キャッシュバックを受けると、

浦真一支配人は述べる。

しょう」
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ホテルのフロントで聞いた近所

ろいろな使い道に充てているよ

のポイントが得
られる。

キャッシュバックで得た現金

うです」

達したら、現金

は誰にも気兼ねなく、自分一人

「５５００㌽に
５０００円のキ

プローチもなさ
れている。その
一例がＡカード
アプリだ。
「 年８月には、
ｉＰｈｏｎｅ版
に続いてＡｎｄ
ｒｏｉｄ版もリ

予約履歴なども確認できるので

ページでポイント履歴やウェブ

テルを簡単に探せますし、マイ

テルシステムがＭ＆Ａで獲得し、 ば現在地から一番近くの加盟ホ
サービス内容をブラッシュアッ
一人でも多くのリピーターを

会員さまに好評です」
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行役員）
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ドのウェブサイトでもホテル探
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カードを発行してもらえる。そ
かげさまで、当ホテルでは約７

しや予約は手間なく行えるよう
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同アプリだけでなく、Ａカー

して、入会したその日からポイ

割のお客さまがリピーターです。 の生い立ちからしても必然だっ

北海道エリア

スだ。使いやすさとたまりやす

ントが付くから効率的だ。特定

になっている。もちろん、加盟

また、当ホテルの場合は、Ａカ

たといえよう。使いやすさに関

の大手チェーンしか利用しない

ホテルに直接アクセスして予約

ードから提供していただいてい
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もの。それを 年にＡカードホ
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しては、加盟店数拡大以外のア

というかたくななポリシーを貫

アルコール飲料、

るノベルティーも

申し込みはＡカードのウェブ

おつまみなどのノ

好評です。お茶や

サイト上でも手続き可能で、現

ベルティーを、お

関東エリア
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く人でなければ、作っておいて

在その場合は特典として５００

客さまの希望に応

東北エリア

加盟ホテルマップ（軒）

損はないだろう。

㌽が付加された状態でカードが

進呈しています」
もともと同サー
ビスは、大手チェ

してもいい。電話予約でもホー
ムページやアプリからの予約で
も、Ａカードとして共通のポイ
ントが付くのは前述した通りだ。
オリックスレンタカーの利用も
対象となり、その魅力は高まる
ばかりだ。

検索

A カード

ーンの台頭に危機
感を抱いた全国の
独立系ホテルが連

TEL : 03-5755-5531

紛失などによる再発行も無料で、 「 ％分のポイントが付く宿泊
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メリットの一つに挙げられるで

兼ね備えていることが大前提で、 おり、そういった制約がありま

㌽

10.5％

19000

ポイントをためやすい上に、キ

㌽

せん。ビジネスでの宿泊のみな

9750

ャッシュバック率でもトップで

はその大半が系列店でしか利用

5500ポイントたまる

らず、観光で利用したホテルで

つ

正規料金で1泊5500円（税別）の
部屋に宿泊すると10％がポイントに

あることも見逃せない。

例 え ば

もポイントをためられるのも、

Ａカードのキャッシュバックシステム
ＡカードのQRコードとアプリ画面

約センターもしくはウェブサイトを通
じて「Aカード会員限定トクトクレン
タカープラン」を予約・利用すると、
1レンタルにつき500㌽が進呈される。
オリックスレンタカーと併せて利用す
ることでキャッシュバックのスピード
がアップする。

で自由に使途を決められる。特

ポイント数によって上がる還元率
Aカードアプリを
ダウンロードすれ
ば、宿泊予約も近
くの加盟ホテル探
しも簡単だ
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じて新規入会時に

内藤信也

ホテルと飲食店が中心だったAカー
ドの加盟店だが、本文中でも触れたよ
うに旅館にも対象を拡大中。また、
2016年9月30日で全国約1000拠点の
オリックスレンタカー営業店舗でもA
カードのポイントが付くようになって
いる。オリックス自動車レンタカー予

株式会社
Ａカード
ホテルシステム

に家計節約で小遣いが減少の一

1万円に
中国エリア

郵送されてくる。
株式会社Ａカードホテルシステム
執行役員

全国約1000拠点のオリックスレンタカーでも
1レンタル＝500㌽がたまる
問い合わせ先

途をたどるサラリーマン男性に

還元率

㌽
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5500

還元率
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近畿
31
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四国エリア 46
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は朗報だろう。

5000円がフロントで
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合して立ち上げた
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95

経営主体の異なる全国各地の
加盟ホテルでポイントをためられるのが
Ａカードの強み。
しかも、ホテル系ポイントカードの中で
随一のキャッシュバック率を誇っている！
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ホテルのフロントでポイントを現金化でき、
還元率は約10％。全国427の加盟ホテルで
利用できる最強のポイントカード

Aカードホテルシステム

