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まずは日本のカードからご紹介していきます。

1.エポスカード（月末締め）
　丸井グループが提供するクレジットカード。半年ごとに
限度額の増額申請がオンラインで可能。一定の利用金額を
満たすと、年会費無料のゴールドカードのインビテーショ
ンが送られ、その後更に利用額が多いとプラチナのインビ
テーションがもらえます。プラチナカードが一番手に入り
やすいブランド。空港ラウンジが利用できるプライオリテ
ィパス、2人以上の利用でカード会員の食事代が無料になる
エポスプラチナカードグルメクーポンが特徴。
http://www.eposcard.co.jp/eposnet/friend.jsp?
fn=21031983368

2.楽天カード（月末締め）

　年会費無料で使っていくうちにどんどん限度額が上がり
ます。申し込みの審査も甘め。たまったポイントの使い道
が多いのもポイント。日本への一時帰国の際の買い物は全
て楽天で購入して滞在先の家のホテルに送っておけば時間
を節約しながらポイントもたくさんたまる日本での買い物
にはとてもお得なカード。空港ラウンジが使えるプライオ
リティパスが最安値で手に入るのはこのカード。
https://r10.to/huQm0V

3.BUYMAパーソナルショッパーカード(5日締め)
　BUYMAでの取引実績が一定に達したバイヤーのみが申し
込めるゴールドカードです。申し込み可能な状態になると
アカウントページ左下に申し込み用画面が表示されます。
申し込み審査が通常の審査とは異なりバイマの取引実績を
もとに評価されるため、日本での収入が少なくてもゴール
ドカードが手に入れられる初心者バイヤーに嬉しいカード
です。ショッピング枠も一律で100万円が付与されます。
年会費も年間利用額50万円以上で無料となります。海外で
の購入でのセキュリティが他のカードに比べて緩めな感じ
がするのもポイントです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.00000939
1.html
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4.JALカード（15日締め）
　マイルを貯めるならやはり航空会社の発行しているクレ
ジットカードが一番おススメです。特にCLUB-Aゴールドは
ワンランク上のカードとなるので海外旅行保険などのサー
ビスが充実します。私はCLUB-Aゴールドのマスターカード
を愛用しています。JCBはアメリカで利用できるところが
少ないのですが、ショッピングプロテクションがついてい
るのがポイントです。ハワイの方はJCBだとメリットがた
くさんありますね。
https://jalcard.jal.co.jp/cgi-bin/cardlist/af.cgi?
f=diverge&root=QVIwMDAwMjc1NTg4

5.ANAカード（15日締め）
　ANAとJALどちらを選べばいいか、というのは自分の好
みでいいと思います。私の場合は名古屋空港からハワイへ
の直行便があったのがJALだったのでJALでマイルを貯め始
めましたがドイツのルフトハンザやエアカナダは全日空と
同じスターアライアンスなのでメインカードを切り替えよ
うか迷っています。マイルのたまり方などなど大差はあり
ませんので好きな方で！私はJALマスターカードなので、
ANAはビザで保有しています！
https://www.ana.co.jp/amc/reference/anacard/mgm/re
gist/

6.Dカード(15日締め)
　こちらは私がたまたま渡米前に申し込んだカードなんで
すがカード利用でポイントがたまりやすいカードです。
NTTドコモが発行しているカードなので貯めたポイントの
使い道が多く日本帰国時の買い物やホテル代として使うこ
とが出来ます。カード枠が足りない時の枠増やしにはおス
スメのカードです！
https://d-card.jp/st/abouts/d-cardapply.html
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ア メ リ カ
お す す め カ ー ド



　アメリカ在住者の場合、買い付け先が発行しているカードだと買い付け先のセールな
どを最大限活用することが出来るのでお勧めカードはデパート系カードと旅行系カード
の2種類の分かれてきます。

1.MACY'S
　アメリカデパート系カードの場合はそこのデパートのみ
で利用できるカードと通常のクレジットカードとの2種類が
あります。クレジットヒストリーが少ないとデパート専用
カードしか作れない場合があるみたいですが、後から通常
のカードにアップグレードも可能です。macy'sの場合は申
し込みでその日と翌日が20％OFFとなるのでタイミングを
見計らって申し込みしましょう！カードメンバーになると
リワードポイントが早く貯まったり、購入価格にかかわら
ず送料無料などの特典があります。
https://www.macys.com/my-credit/gateway/guest

リワードポイント還元率
カード無し　1％
シルバー（カード保有）　　2％
ゴールド（カード年間利用$500以上）　3％
プラチナム（カード年間利用$1,200以上）　5%

2.BLOOMINGDALE'S
  Bloomingdale'sはMacy'sの子会社なので基本的な内容は
同じですが、少し高級路線のデパートとなっています。そ
のため取り扱っているブランドも価格帯が少し高めです。
こちらのリワードで優秀なのは年間利用額$5,000以上の
top of the listに入るとfriends & family saleへのアーリーア
クセスが可能になることです。通常だとセール期間が短す
ぎて価格に反映させられないようなセールもアーリーアク
セス期間を入れるとかなり長めになります。
https://www.bloomingdales.com/creditservice/marketin
g/benefits

リワードポイント還元率
カード無し　0.5％
カードメンバー 1.5％
ゴールド（カード年間利用$5,000以上）　2％
プラチナム（カード年間利用$15,000以上）　5%
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3.NORDSTROM
　カード申し込みで$40のギフトカードがもらえます。ま
た、毎年7月ごろにあるアニバーサリーセールではカードメ
ンバー限定の先行アクセスが出来るのが最大のメリットで
す。リワードクラブで上位クラスになると特別セールなど
に招待してもらえます。Nordstromだけではなく
Nordstrom rackと共通のポイントがたまるのも便利です。
https://www.nordstrom.com/creditcard/entry?
cc=AA1003

リワードポイント還元率
カード無し　1％
カード保有 2％
アンバサダー（カード年間利用$5,000以上）　3％

4.SAKS FIFTH AVENUE

　こちらも高級系デパートのsaks fifth avenueのクレジッ
トカードです。申し込み後1回目の買い物が10％オフにな
ります。またカードメンバーになると送料が無料になりま
すが、こちらはshoprunnerでいつも無料で買えるのであま
り魅力がないかもしれません。よく購入でポイントプレゼ
ントといったイベントをしているのでそこでリワードを貯
めるのには適していると思います。
https://www.saksfifthavenue.com/saks-first

リワードポイント還元率
プレミア（カード保有） 2％
エリート（カード年間利用$2,500以上）　4％
プラチナ・ダイヤ（カード年間利用$10,000以上）　6％
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5.NEIMAN MARCUS
　昨年破産申請をしたニーマンマーカスですが、引き続き
クレジットカードは発行しているようです。カード申し込
みから30日以内に買い物をすると5,000ポイントがもらえ
ます。それ以外のリワードはかなり少なくなっているので
もともとニーマンマーカスで多く買い物をする場合は申し
込むといいでしょう。ポイントはニーマンマーカスラスト
コール、バーグドルフグッドマンと共通で貯まります。
https://www.neimanmarcus.com/c/nm-nm-credit-card-
cat18480743

リワードポイント還元率
インサークル　 2％
カードメンバー（カード年間利用$75,000以上）　5％

6.BERGDOLF GOODMAN
　こちらはニーマンマーカスの子会社に当たる高級志向デ
パートです。リワード内容はニーマンマーカスと同じです
がリテイルカードの場合はそれぞれのデパートでしか利用
できないようです。カード発行はチェイスが行っていま
す。
https://www.incircle.com/index.jsp?icid=foot_incircle
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旅行系カード
PREMIERトップページの紹介用リンクからお申込みされると期間限定のキャンペーン
が適用されますのでぜひそちらをご利用ください☆

1.HILTON AMERICAN EXPRESS
　アメリカ旅行系カードの中では私が一番おススメするカ
ードです。その時によって申し込みキャンペーンが異なり
ますが、多くの場合は申し込みから90日以内の一定額カー
ド利用でヒルトンポイントがたまるキャンペーンになって
います。特にキャンペーン適用となる利用金額が$1,000や
$3,000とそんなに高くないので買い付けに使えばすぐにポ
イントがもらえます。他にもAmexの特典でアメリカのレ
ストランで$10以上使うと$10バックなどがついていたり、
デパートで$500以上の購入で$50バックなども時々あるの
でバイヤーとの相性がかなりいいカードです。

2.MARIOTT BONVOY

　ホテルはマリオット派という方はこちら。シェラトンや
リッツカールトンなどもグループに入っているのでヒルト
ンカードと合わせて両方持つのもおすすめです。VISAの場
合はChase発行のカードとなるので24カ月以内に5枚以上の
新規申し込みだけしないように注意。皆さんビジネスオー
ナーなのでビジネスカードに申し込んでみるのもいいと思
います。

3.JAL USA, ANA USA 　アメリカに来たばかりでクレジットスコアがない人にお
すすめのカードがこちら。独の審査でカードを発行してい
るので日本でのカード利用歴などがあれば、アメリカでは
クレジットヒストリーゼロでもカードを作ることが可能で
す。ファーストカードとして利用し、ある程度スコアがた
まってきたら他のカードにも申し込んでいきましょう。
FICOスコアが出ますが他のカードから見られるスコアと若
干ずれがある感じがします。

ANA
https://www.anacardusa.com/index.html
JAL
https://www.jalusacard.com/
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