Cathay Pacific MUFG Card Mileage Extension Offer
Terms and conditions
1. The Cathay Pacific MUFG Card Mileage Extension Offer (the "Offer") provided by Asia
Miles Limited is valid from 1 July 2022, 00:00 to 30 September 2022, 23:59 (GMT+8), both
dates inclusive (the "Promotion Period").
2. Members who have fulfilled the following requirements (the “Eligible Members”) will be
entitled to the Offer:
i.

ii.

Members do not currently hold any principal card of Cathay Pacific MUFG Card
Platinum American Express® Card or Cathay Pacific MUFG Card Gold
Mastercard® (each an “Eligible Card”) issued by Mitsubishi UFJ NICOS CO., Ltd. (
“MUN”); AND
Members have successfully applied for and are issued with an Eligible Card
during the Promotion Period.

3. Under the Offer, Eligible Members can enjoy a mileage renewal fee waiver on miles
earned under the time-based system including:
i.
ii.

the balance of miles earned before 1 January 2020
all expired miles and were deducted from 1 July 2022 onwards

Those miles will be renewed and fall under the activity-based system afterwards; while
balance of miles earned from 1 January 2020 shall remain unchanged. All miles shall stay
active as long as the Eligible Members earn or redeem miles at least once every 18 months.
Expiry policy applies.
4. Eligible Members acknowledge that the Offer is provided by Asia Miles Limited. By
participating in this Offer, Eligible Members agree that upon approval of the Eligible Cards,
MUN will provide the relevant information of the Eligible Members, including family name,
given name and Asia Miles membership number to Asia Miles Limited for fulfilment purpose
for this Offer only. However, MUN accepts no liability for failure or delay in the provision of
the Offer to the Eligible Members for any reason beyond MUN’s control. Upon receiving
such information from MUN, Asia Miles Limited will renew Eligible Members’ miles within
14 weeks after 30 September 2022. Eligible Members shall notify Asia Miles Limited by 31
January 2023 if they do not receive the Offer; otherwise, Asia Miles Limited and MUN
accept no liability and will not be liable for any compensation.
5. The Offer cannot be converted into bonus miles, cash rebate or cash, and is nontransferable.
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6. The Eligible Member’s Asia Miles membership account and Eligible Card must remain
valid when the Offer is granted, otherwise Asia Miles Limited and MUN have the right to
forfeit the Offer or charge an amount equivalent to the value of the Offer.
7. Eligible Members understand and accept that MUN is not the supplier of the Offer. MUN
shall bear no liability relating to any aspect of the Offer, including without limitation, their
quality, supply, descriptions of the Offer provided by the relevant suppliers, false trade
description, misrepresentation, mis-statement, omission, unauthorised representation,
unfair trade practices or conduct in connection with the Offer provided by the relevant
suppliers, their respective employees, officers and/or agents. The use of the Asia Miles
membership account and the Offer is subject to the terms and conditions as stipulated by
Asia Miles Limited and the relevant suppliers.

8. Asia Miles Limited and MUN reserve the right to vary, extend, terminate and/or cancel
this Offer or amend these terms and conditions at any time without prior notice. Any
benefit or promotional offer for Eligible Members is subject to availability and Asia Miles
Limited and MUN may change such offer at their sole discretion from time to time without
notice to the Eligible Members. In case of any disputes, Asia Miles Limited and MUN’s
decision shall be final and conclusive.

9. If there is any inconsistency or conflict between the English and the Japanese versions,
the English version shall prevail.

10. Other Asia Miles terms and conditions apply.
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キャセイパシフィック MUFG カード、マイル期限延長オファー
ご利用規約

1. アジア・マイルリミテッドが提供するキャセイパシフィック MUFG カードのマイル期限
延長特典（「特典」）は、2022 年 7 月 1 日 00:00 から 2022 年 9 月 30 日 23:59
(GMT+8) まで有効となります（「プロモーション期間」）。

2. 以下の要件を満たした会員の方（「対象会員」）が、特典を受ける権利があります。
i. 現在、三菱 UFJ ニコス株式会社（以下「MUN」）が発行するキャセイパシフィ
ック MUFG カードプラチナアメリカンエクスプレス®カードまたはキャセイパシ
フィック MUFG カードゴールド Mastercard®（それぞれ「対象カード」）の本会
員でないこと、および
ii. プロモーション期間中に、「対象カード」へお申し込みのうえ承認・発行された
場合。

3. 特典では、対象会員が期間ベース制度で獲得した以下のマイルの更新手数料が
無料になります。
i. 2020 年 1 月 1 日より前に獲得したマイル残高
ii. 有効期限切れのマイルで、2022 年 7 月 1 日以降に差し引かれたものすべ
て
これらのマイルは更新された後、活動ベース制度のマイルの扱いになります。 2020
年 1 月 1 日以降に獲得したマイル残高はそのまま残ります。対象会員が少なくとも
18 か月に 1 回、マイルを獲得または交換をすると、マイルはすべて有効に保たれ
ます。有効期限に関する方針が適用されます。

4. 対象会員は、特典がアジア・マイルリミテッドによる提供であることを認識し、この特
典を受けることにより、対象カードの承認時に、この特典の履行目的のためにのみ
対象会員の氏名、アジア・マイル会員番号を含む関連情報をアジア・マイルリミテッ
ドへ提供することに同意するものとします。MUN は、その管理が及ばない理由によ
り、対象会員への特典の提供が失敗または遅延した場合の責任は負いません。ア
ジア・マイルリミテッドは、MUN からかかる情報を受け取り次第、2022 年 9 月 30 日
より 14 週間以内に対象会員のマイルを更新します。対象会員は、特典を受けとら
なかった場合、2023 年 1 月 31 日までにアジア・マイルリミテッドにご連絡ください。
ご連絡がない場合、アジア・マイルリミテッドおよび MUN は一切の責任といかなる
補償について責任を負いません。
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5. 特典は、ボーナスマイル、キャッシュリベート、または現金への変換は不可となり、
譲渡もできません。

6. 対象会員のアジア・マイル会員口座および対象カードは、特典付与の時点で有効
であることが必要です。そうでない場合、アジア・マイルリミテッドおよび MUN は、特
典を没収するか、特典の価値に相当する金額を請求する権利を有します。

7. 対象会員は、MUN がこの特典の提供者ではないことを理解し、これに同意します。
MUN は、特典のあらゆる側面（品質、供給、関連業者が提供する特典の説明、虚
偽の取引表示、不実表示、虚偽の陳述、見落とし、未承認の表現、関連業者やそ
の従業員、役員および/または代理人によって提供される特典に関する不正な慣行
または行為を含みこれらに限定せず）について責任を負わないものとします。アジ
ア・マイルの会員口座および特典の使用には、アジア・マイルリミテッドおよび関連
業者が定める条件が適用されます。

8. アジア・マイルリミテッドおよび MUN は、事前の通知なくいつでも本特典を変更、延
長、終了、および/または取り消す、またはこれらの利用規約を修正する権利を留
保します。対象会員向けオファーまたはプロモーションの特典は利用状況によるも
のであり、アジア・マイルリミテッドおよび MUN は、対象会員に通知することなく、独
自の裁量でかかる特典を随時変更する場合があります。紛争が発生した場合、ア
ジア・マイルリミテッドおよび MUN の決定は最終的かつ決定的なものとなります。

9. 英語版と日本語版の間に矛盾または不一致がある場合は、英語版が優先されま
す。

10.

その他のアジア・マイルの利用規約が適用されます。
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