
ニッポン500マイルキャンペーン　ボーナスマイル 加算申請フォーム 
Japan 500 Bonus Miles Campaign MILEAGE CREDIT REQUEST FORM 

（送信日     年   月   日 ） （DATE          /         /      ）

キャンペーンのボーナスマイルをご獲得いただくために、以下の必要事項にもれなくご記入いただき、搭乗券（半券）＊のコピーを貼付の上、下記へ郵送あるいはFAXでお送りください。
すべてローマ字／英数字でご記入ください。日本語による記入および記入漏れがありますと、マイル加算ができませんのでご注意ください。
Please complete this request form and attach copies of your boarding passes (stubs)＊, then mail or fax. Print clearly or else missing data will disqualify your mileage request.

＊搭乗券を発行しないタイプのチェックインの場合は、チェックイン時に各航空会社から発行されるもの（搭乗者名、搭乗便名、搭乗日、座席番号、区間が明記されている「お客様控え」など）でも代用が可能です。詳細はお問い合わ
せください。 If a boarding pass is not issued, you can use another proof of check-in issued by the airline to claim your SkyMiles Bonus Miles (e.g. Receipt with Passenger Name, Flight Number, Departure Date, Seat 
Number and Destination). 

1 お客様ご自身について、以下の必要事項をすべてローマ字／英数字でご記入ください。Complete the following.

搭乗券（半券）のコピーを以下の所定の欄に貼付してください。 Please attach copies of boarding passes (stubs) below.

□Mr.   □Mrs.    □Ms.    □Miss    その他 Other

Middle Initial

スカイマイル® 会員番号 SkyMiles®  Number

名  First Name

姓  Family Name

＠ E-メールアドレス E-mail Address
［日中のご連絡先／Daytime Contact］

お電話番号Phone
（必ずご記入ください／Required） デルタ航空®は、この申込書に会員より提供された個人情報を、今後のマイル加算・特典のご利用・プログラム更新のお知らせなど、スカイマイル･プ

ログラムにご参加いただくために必要な範囲で、同プログラムの運営・管理のために利用いたします。また、会員の皆様に最大にスカイマイル･プ
ログラムをご活用いただくために、デルタ航空および提携会社からの割引運賃やキャンペーンなどの最新情報を郵送やデルタ航空からのE-メール
でご案内するために利用いたします。
Personal information provided in this application will be used by Delta Air Lines® for the purpose of managing the SkyMiles program including 
mileage credit, redemption and noti�cation of program updates, which are necessary for your participation in the SkyMiles program. In addition, in 
order to maximize your SkyMiles membership, from time to time you may receive noti�cation of exclusive discount fares, special o�ers and select 
promotions from Delta and its partners via mail or e-mail sent from Delta only.

このキャンペーンの対象となる日本国内線のフライトについて、以下に必要事項をすべてローマ字／英数字でご記入ください。 Fill in all applicable �ight information below.2
航空会社名  Airline 便名 Flight No. 出発地 Travel from 目的地 Travel toご搭乗日（月／日／年） Month/Day/Year

3

搭乗券（半券）のコピー貼付位置
四辺をセロハンテープなどで
しっかりとお貼りください。

搭乗券（半券）のコピー貼付位置
四辺をセロハンテープなどで
しっかりとお貼りください。

搭乗券（半券）のコピー貼付位置
四辺をセロハンテープなどで
しっかりとお貼りください。

搭乗券（半券）のコピー貼付位置
四辺をセロハンテープなどで
しっかりとお貼りください。

Boarding pass stub here
Please �rmly tape or paste

all four edges of each stub to the form.

Boarding pass stub here
Please �rmly tape or paste

all four edges of each stub to the form.

Boarding pass stub here
Please �rmly tape or paste

all four edges of each stub to the form.

Boarding pass stub here
Please �rmly tape or paste

all four edges of each stub to the form.

このボーナスマイル加算申請フォームによるご意見、ご要望はお受けできませんので、余白にはご記入にならないようご注意ください。
This MILEAGE CREDIT REQUEST FORM cannot be used for a change of address or other general SkyMiles inquiries.

●お送りいただいた加算申請フォームと搭乗券のコピーは返却できませんので、ご了承ください。●2016年4月1日から2017年3月31日の期間中のフライトを対象とします。加算申請フォームは、フライト日から2ヵ月以内にお送りください（当社必
着）。 ●マイルのご獲得はスカイマイル・プログラムへのご入会が条件となります。 ●このキャンペーンのボーナスマイルは加算申請フォーム受領後、6週間から8週間後に加算されます。 ●加算申請フォームが2枚以上必要な場合は、こちらの
フォームをコピーしてご利用ください。加算申請フォームは、delta.comまたはFAX BOX（03-5972-7009）でもご入手いただけます。複数枚の申請フォームをお送りいただく場合、2枚目以降にも必要事項をすべてご記入の上、お送りください。●
ボーナスマイル加算申請フォームによるご意見、ご要望はお受けできませんので、余白にはご記入にならないようご注意ください。 ●ファックスの未着信、白紙による着信、記入ミス、ファックス送受信時のトラブル等には弊社は責任を負いかね
ますので予めご了承ください。 ●搭乗券を発行しないタイプのチェックインの場合は、チェックイン時に各航空会社から発行されるもの（搭乗者名、搭乗便名、搭乗日、座席番号、区間が明記されている「お客様控え」など）でも代用が可能です。
チェックイン時、もしくは搭乗ゲートにて、搭乗券・搭乗半券が発行される場合は、搭乗者名、搭乗便名、搭乗日、座席番号、区間が明記されていても「ご利用案内書」、「引換証ご利用案内書」、「搭乗案内書」、「搭乗証明書」などは、ボーナスマイル
の加算対象外となります。必ず搭乗券・搭乗半券を添付してください。
●Boarding passes or other information provided will not be returned. ●Travel must be completed between April 1, 2016 and March 31, 2017. Request must be submitted within two months of travel completion.   ●You must be a SkyMiles 

member to receive Bonus Miles credit.  ●Please allow six to eight weeks for Bonus Miles from this campaign to be credited to your SkyMiles  account.  ●For additional request forms, copy this form or access delta.com. Please �ll in all 
information on each form.  ●The MILEAGE CREDIT REQUEST FORM cannot be used for a change of address or other general SkyMiles  inquiries. Please contact Delta Air Lines Reservations Center for any other SkyMiles related matters. ●Delta 
Air Lines is not responsible for non-delivery of fax, blank faxes, missed input and any malfunctions when faxes are sent or received. ●If you check in without a boarding pass, you can use another proof of check-in issued by the airline to claim 
your Bonus Miles (e.g. Receipt with Passenger Name, Flight Number, Departure Date and Seat Number and Destination). For flights the boarding passes are issued at check-in or at the gate, notices such as Ticket Issuance Notice, Boarding 
Notice, Boarding Certificate are not eligible for bonus miles. For this case, please attach the copies of boarding passes (stubs).

送 付 先 
Please fax or mail to

03-3505-2721 または/or  03-3505-2751  FAX
Delta Air Lines, Inc (Nippon 500 promotion).  P.O. Box 823 Tsuen Wan Post Office, Hong Kong
FAX着信確認のお問い合せはお受けできません。　Requests for con�rmation of fax receipt cannot be answered.


