ダイナスティ・フライヤー・オンライン特典譲渡サービス設定申請書
Dynasty Flyer Award Transfer Online Service Form
申請者情報(ローマ字・大文字にて記入して下さい)
会員番号
Card No.
電話番号
Phone

Applicant’s Data (Please capitalize all letters)

お名前
Name
ファックス番号

Fax

E メールアドレス

E-mail Address
申請内容の選択

どちらかに☑

Please select ☑

オンライン特典譲渡サービス設定の申請
Apply for award transfer online service
オンライン特典譲渡サービス設定の取消
Cancel award transfer online service
注意事項

1. 申請にはパスポートのお写真のページと署名欄のページのコピーを添えて、マイレージサービスセンターにお送り下さい (申請書の
ご署名は、パスポートのご署名と同一である必要がございます)。申請受理後、処理には 3 日（営業日ベース）を要します。ご提出
頂きました必要書類に不足がございますと申請はお受けできません。支店に直接お越しの場合は、公的な身分証明書のご提示で受付
可能です。
2. プライバシー保護の観点から、会員様のパスワードを第三者に開示することを禁じます。当会員専用サイトにて会員口座にパスワー
ドを使ってアクセスした場合、会員様ご本人がアクセスしているとみなします。そのため、サイトでの操作や、マイル口座に関連す
る行為はご本人の責任にて行うものとします。
3. 12 歳未満(EU 加盟国居住のお客様は 16 歳未満)の会員が申請する場合には、会員である保護者の同意が必要です。保護者は会員の入
会時に登録した保護者と同一人物でなくてはなりません。
4. 全てのオンラインに関する特記事項や関連規定は、チャイナ エアラインが管理する最新の情報で運用します。 内容は予告なく変更
する事があります。
5. チャイナ エアラインは 規定に違反した場合や、会員特権を乱用した場合、会員資格を解除できる権利を有します。
6. 私は、申請書に含まれる個人データがチャイナ エアライン ダイナスティ・フライヤー・オンライン特典譲渡サービスの設定の目的
のみに使用されることに同意します。チャイナ エアラインは、お客様の同意を得ずにお客様の個人情報をオンライン特典譲渡サー
ビスに関連のない第三者に開示しないことをお約束します。チャイナ エアラインは情報収集の目的に加えて法律上および商業上の
目的や関係法の為、必要な期間、お客様の個人情報を保管致します。データを破棄する際は、関連法に従って個人データを回復 /複
製できないよう、商業的に合理的でかつ技術的に実現可能な措置を採用します。
Note

1. The applicants must provide a photocopy of passport with their own signature on the copy and the signature should be identical with member’

2.

3.
4.
5.
6.

s signature when applying online service, and then submit your application to China Airlines Member Service Hotline. The online application
takes three business days to process. Please make sure to submit all documents otherwise your application will not be accepted. For walk-in
member, official identity-proofing document is acceptable.
For security reasons, members should not reveal their password to others. If a member uses his or her password to access the "Member’
s Area" online service, it will be regarded as the member's own behavior. Therefore, each member is responsible for his or her actions
with the “Member’s Area” online service or any behavior associated with their online account.
If the applicant is under the age of 12(EU applicants under 16 years old), guardian’s approval is mandatory. The guardian must be the
one listed in the applicant’s DFP personal data.
All online features and related regulations shall be governed by CI’s latest practices. No further notice to the changes will be given.
China Airlines reserves the right to terminate a member’s privileges should he or she violate the regulations or abuse any membership
privileges.
I hereby agree that my personal data contained in the attached application form may be processed and used by China Airlines, Ltd. for
the sole purpose of Dynasty Flyer Award Transfer Online Service. China Airlines promise that we will not reveal your personal information
to any third parties not related to this service or transaction without your consent. In order to satisfy the purpose of collecting
information, and China Airlines' legal and commercial purposes or related laws, China Airlines will continue to keep your customer
information for the necessary time. When destroying customer data, we will adopt commercially reasonable and technically feasible measures
in accordance with relevant laws to ensure that the personal data cannot be returned or cannot be reproduced.

私はチャイナ エアラインにより定められたダイナスティ・フライヤー・プログラムに関するルールと規約に従うこと
に同意します。
I agree and abide by the related Rules and Regulations by China Airlines and its Dynasty Flyer Program.
会員署名
申請日
Member’s Signature
Applying Date
表單編號 F-SF036

版本：AB

保護者署名
Guardian’s
Signature
(署名は添付書類と同一でなければなりません。

保護者会員番号
Guardian’s Card
No.
Signature must be as same as attached document.)

(チャイナ エアライン記入欄 For official use only)

処理担当
Handling Agent

処理日
Process Date

会員専用ホットライン： https://www.china-airlines.com/jp/jp/member/member-service-hotline
Please
refer
to
membership
guide
or
web
site
for
https://www.china-airlines.com/us/en/member/member-service-hotline
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Member

Service

Hotline:
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