ビュー法人カード会員規約
第１条（会員資格及びカード使用者）
１ 法人会員（以下「会員」
といいます。）
とは、
本規約を承認のうえで、
本規約を
承認した連帯保証人を立てて、
株式会社ビューカード
（以下「当社」
といいます。）
にビュー法人カード
（以下「カード」
といいます。）の入会申込みをされ、
当社が
入会を認めた法人をいいます。
２ カード使用者とは、
本規約を承認し会員により指定された会員の役員又は従
業員で、
会員が当社にカード使用を申込み、
当社が認めた方をいいます。
３ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時の確認が当社
所定の期間内に完了しない場合は、
入会をお断りし、
又はカードの利用をお断り
することがあります。
４ 会員（会員の役員・従業員等又は会員を実質的に支配しもしくは経営に影
響力を行使できる者を含む）、
カード使用者及び連帯保証人は、
次の各号を確
約します。
（1）現在、
次のいずれにも該当しないこと、
かつ将来にわたっても該当しないこと。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業に属する者
⑤総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴
力集団等
⑥その他①から⑤に準ずる者
（2）
自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないこと。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、
脅迫的な言動をし、
又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、
偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、
又は
当社の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為
第２条（適用対象）
本規約は、
会員、
カード使用者及び連帯保証人に適用があります。本規約は、
更新後のカードについても適用があります。ただし、本規約が変更された場合
には第２４条に従います。
第３条（会員の責任）
会員又はカード使用者は、会員の事業費決済にのみ、
カードを利用すること
ができます。ただし、
会員又はカード使用者が本規約に違反してカードを利用し
た場合であっても、会員又はカード使用者は当該利用について当然に支払義
務を負うものとします。
第４条（連帯責任）
１ 会員の連帯保証人は、本規約に基づく一切の当社に対する会員の債務に
ついて、
会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。
２ 会員は、
本規約を承認し、
かつ当社が認める者に連帯保証人を変更するこ
とができます。
この場合、
当社所定の手続きに従って行うものとし、
新しい連帯保
証人は旧来の連帯保証人が負う責任の一切を引き継ぐものとします。
３ カード使用者は、
自己に貸与されたカードの利用に基づく会員の債務につい
て、
会員と連帯して責任を負うものとします。
第５条（カードの貸与）
１ 当社は会員に対しカード使用者１名につき１枚のカードを発行・貸与し、
会員
はカード使用者にカードを貸与するものとします。なお、
カードの所有権は当社に
あります。
２ カード使用者は、
カードが貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署
し、
善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。なお、
カードの
署名欄に署名がされてない場合は、
カードはご利用いただけません。
３ カードは、
カード上に表示されたカード使用者のみが利用でき、
カード上に表
示された名義人以外のもの（以下「他人」
といいます。）
に、
貸与、
譲渡等をした
り、
質入れ等の担保提供に使用することはできません。なお、
当社が必要と認め
てカードの返却を請求したときは、
会員及びカード使用者はこれに応じるものとし
ます。
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本規約をよくお読みになってからご利用下さい
４ カード上には、
会員番号、
会員氏名、
カード使用者氏名、
有効期限等が表示
されますが、
会員及びカード使用者は、
カード利用のためにこれらの表示事項を
他人に使用させることはできません。
５ 会員及びカード使用者が第２項、
第３項及び第４項に違反し、
カード又はカー
ドの表示事項が他人に使用されたときは、
その利用代金の支払いは会員及び
カード使用者の負担となります。
第６条（有効期限）
カードの有効期限は、
当社が指定しカード上に表示します。当社が引き続き
会員として適当と認める場合は、
当社所定の時期に有効期限を更新した新し
いカードを会員に送付します。会員及びカード使用者は、
新しいカードの送付を
受けたときは、
当社が特に指示した場合を除き、
従前のカードは、
会員及びカー
ド使用者の責任において切断する等使用不能な状態にして、
処分していただ
きます。なお、
カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第7条（年会費）
会員は、
当社に対し、
所定の期日に年会費（消費税等を含みます。）
を支払う
ものとします。なお、
年会費は理由のいかんを問わず返還いたしません。
第８条（暗証番号）
１ 会員は、
カード使用者ごとにカードの暗証番号の登録を所定の方法により受
けるものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、
ご利用いただけるカード
の機能が制限されることがあります。
２ 会員及びカード使用者は、
暗証番号を他人に知られないよう、
善良な管理者
の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用さ
れた場合は、
その損害は会員の負担となります。
３ 会員は、
暗証番号の変更を希望する場合、
当社所定の方法により申し出るも
のとします。なお、接触式ＩＣチップを搭載したカードの暗証番号を変更する場
合は、
カードの再発行手続きが必要となることを会員はあらかじめ承諾するもの
とします。
４ 前項によりカードの再発行を行う場合は、会員には当社所定の再発行手数
料（消費税等を含みます。）
を負担していただきます。
第9条（カードの利用）
１ カード使用者は、
カードを提示し所定の伝票（以下「売上票」
といいます。）
に
カードと同一の自己の署名を行うことにより、
当社と契約している加盟店及び当
社が提携したクレジットカード会社が加盟するビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド
（以下「Visa」
といいます。）
に加盟する他のクレジットカード会社・金融機関と契
約した日本国内外の提携会社加盟店（以下「加盟店」
といいます。）で商品を
購入すること及びサービスの提供を受けること
（以下「カードショッピング」
といい
ます。）ができます。
２ カードショッピングについて、
当社又は提携クレジットカード会社、加盟店が特
に定める一部の商品・サービスの提携が制限され、
又は利用できない場合があ
ります。
また、
カードの利用に際して当社の承認が必要となる場合があります。
この場
合、
加盟店が当社に対して照会することを会員及びカード使用者はあらかじめ
承認するものとします。
３ 当社の指定する窓口及び指定席券売機等（以下「カード取扱窓口」
といい
ます。）
でカードにより購入された乗車券・定期券・宿泊券等（以下「乗車券類等」
といいます。）
の取消又は変更は、
カード取扱窓口でお取扱いします。取消又は
変更された場合のご利用代金の請求は、
当社所定の手続きにより行います。
また、
お買上げから一定の期間経過後に取消又は変更をされた場合、
一旦
ご利用代金をお支払いいただいた後に、払い戻し相当額を会員があらかじめ
指定した預金口座へ振込をさせていただく場合があります。なお、現金による
払い戻しはいたしません。
４ 会員及びカード使用者は、
カードの利用により生じた加盟店の会員に対する
債権の任意な時期及び方法による譲渡について次のいずれの場合について
もあらかじめ承認するものとします。また債権譲渡について加盟店・クレジットカ
ード会社・金融機関等は会員及びカード使用者への通知又は承認の請求を省
略するものとします。

（１）加盟店が当社に譲渡すること。
（２）加盟店が当社と提携したクレジットカード会社・金融機関等に譲渡した債権
をさらに当社に譲渡すること。
（３）加盟店がＶｉ
ｓａに加盟するクレジットカード会社・金融機関等に譲渡した債
権をＶｉ
ｓａから当社が提携するクレジットカード会社・金融機関等に譲渡し、
さ
らに当社に譲渡すること。
５ 会員及びカード使用者は、
前項の加盟店が立替払契約の場合、
当社を通じ
て当社と提携したクレジットカード会社及びVisaに加盟するクレジットカード会社が、
加盟店に対して立替払いすることを委託するものとします。
６ 会員及びカード使用者は売上票への署名に代えて、
加盟店に設置されてい
る端末機で、
所定の手続きによりカードの利用ができる場合があります。なお、
通
信販売等当社が特に認めた場合には、会員及びカード使用者は当社が指定
する方法に従い、
カードの提示、
売上票への署名等を省略することができます。
７ 会員及びカード使用者は、
当社が適当と認めた場合には、
通信サービス料金
やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、
カードを利用す
ることができます。
この場合において、
カード番号や有効期限等に変更があった
とき、
退会その他の事由による会員資格の喪失等によりカードが無効になったと
きは、
会員及びカード使用者自ら加盟店に通知するものとし、
当該通知を怠った
ことによる不利益は会員及びカード使用者が負担するものとします。ただし、
当
該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が加盟店に通知するこ
とがあることを、
会員及びカード使用者はあらかじめ承諾するものとします。
８ カードショッピングが外国通貨建ての場合、
Visaで決済処理を行った時点で
の所定レートに、
海外取引に関する事務処理費用として１．
６３％を加算したレー
トで、
円貨に換算した金額のお支払いとなります。
９ 会員及びカード使用者が当社が指定した箇所、支払方法又は用途以外の
利用をした場合で、
第４項により当社が債権譲渡を受けた場合には、
第１１条に
定める方法によりご利用代金を請求するものとします。
１０ 会員及びカード使用者のお支払い実績などを勘案し、
当社は会員及びカード
使用者に通知することなくカードの利用をお断りする場合があります。
１１ 会員及びカード使用者は、
現金を取得することを目的として商品・権利の購入
又は役務の提供等にカードを利用することはできません。
第１０条（利用可能枠）
１ カードの利用可能枠は、
当社が定めた金額とし会員及びカード使用者に通
知します。会員及びカード使用者のお支払い実績等を勘案し当社が必要と認
めた場合は、
当社は会員及びカード使用者に通知することなくいつでも利用可
能枠を変更できるものとします。
２ 会員及びカード使用者は、
当社が承認した場合を除き、
利用可能枠を超えて
カードを使用してはならないものとします。
また当社の承認を得ずに利用可能枠
を超えてカードを使用した場合は、
利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに
お支払いいただきます。
第１１条（お支払い）
１ カードショッピングの利用代金、
その他本規約に基づく会員の当社に対する
一切の支払債務（以下これらを総称して「カード利用による支払金等」
といいま
す。）
は、
毎月１０日締め切り、
会員が当社指定の預金口座に振込送金する方法
により、
締め切り日の翌月２０日
（金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ）
までにお支払いいただきます。なお、
当社が特に必要と認めた場合又は事務上
の都合により、
上記以外の方法又は上記以外の日にお支払いいただく場合が
あります。
２ 会員及びカード使用者から領収書発行の請求があった場合又はその他当
社が指定する場合を除き、
当社は領収書の発行はいたしません。
第１２条（お支払い内容等）
当社は、
会員に対し、
カード利用による支払金等を請求するときは、
あらかじめ
利用内容明細書を会員の届出住所宛に送付します。お支払い内容等につい
ては、
利用内容明細書を受け取った後１週間以内に特にお申し出のない限り、
会員及びカード使用者により承認されたものとみなします。
第１３条（お支払い金の充当方法）
会員及びカード使用者のお支払いいただいた金額が、
カード利用による支払
金等を完済させるに足りないときは、
会員及びカード使用者へ通知せずに当社
が適当と認める順序、
方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとしま
す。
第１４条（所有権留保に伴う特約）
会員及びカード使用者は、
カード利用により購入した乗車券類等及び商品の

所有権が、
当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認め
るとともに、
次の事項を厳守するものとします。
（１）善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、
質入れ、
譲渡、
賃貸その他当
社の所有権を侵害する行為をしないこと。
（２）商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその
旨を当社に連絡するとともに、
当社が商品を所有していることを主張証明して
その排除に努めること。
第１５条（商品の引取り及び評価・充当）
１ 会員若しくはカード使用者について第２１条及び第２２条のいずれかの規定
が適用されたとき又は連帯保証人について第２１条第３項及び第４項のいずれ
かの規定が適用されたときは、
当社は留保した所有権に基づき乗車券類等及
び商品を引き取ることができるものとします。
２ 会員及びカード使用者は、
当社が前項により乗車券類等を引き取ったときは、
払い戻し相当価格、
また、
商品を引き取ったときは、
会員と当社が協議の上決定
した相当な価格をもって、
本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに
同意するものとします。なお、
過不足が生じたときは会員及びカード使用者並び
に当社の間で直ちに精算するものとします。
第１６条（見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等）
会員は、
見本・カタログ等により申込みをした場合において、
引き渡された商品
が見本・カタログ等と相違している場合は、
加盟店に対し商品の交換を申し出る
か、
又は売買契約の解除ができます。
第１７条（費用等の負担）
１ 以下の諸費用については、
会員が負担するものとします。
（１）会員又はカード使用者の商品の取得・保管・使用に関する費用。
（２）会員又はカード使用者が提供を受ける役務その他に関する費用。
（３）
カード利用及び本規約に基づく諸費用。
（４）本項第１号及び第２号に関する契約の締結及び履行並びに前号の諸費用
に関して公租公課（消費税等を含みます。）
が課され、
又は増額される場合は、
当該公租公課相当額又は当該増加額。
２ 本規約に基づく債務の支払いに関する公正証書等の作成費用は、
会員資
格喪失の前後を問わず会員が負担するものとします。
第１８条（カードの紛失・盗難等）
１ 会員又はカード使用者が、
万一カードを紛失し、
又は盗難にあった場合は、
速
やかに当社までご連絡のうえ、
最寄りの警察署にお届けいただき、
かつ、
当社所
定の紛失、
盗難届を当社にご提出いただきます。
２ カードの紛失、
盗難や第３条に違反して、
他人にカードを使用させ、
又は使用
された場合には、
その使用代金は署名の有無にかかわらず会員の負担とします。
３ 第１項の紛失、
盗難届が出された場合には、
前項にかかわらず、
会員及びカ
ード使用者は他人によるカードの使用により発生した損害について、次のいず
れにも該当しない限り免責されるものとします。
（１）会員又はカード使用者の故意又は重大な過失に起因する場合。
（２）会員の役員、
従業員又はカード使用者の家族、
同居人、
留守人等が関与し
た紛失・盗難の場合。
（３）当社が、会員又はカード使用者から紛失、盗難の通知を受理した日の前日
から起算して６１日前の日以前に生じた損害の場合。
（４）戦争、
地震等による著しい秩序の混乱に乗じて紛失、
盗難が発生した場合。
（５）本規約に違反している状況において紛失、
盗難が生じた場合。
（６）会員又はカード使用者が当社の請求する書類を提出しなかった場合又は
提出した書類に不正の表示をした場合。
（７）会員又はカード使用者がカードの紛失、
盗難に関する事実及び被害状況の
調査等に協力しない場合。
（８）
カード使用の際に登録された暗証番号が使用された場合。
４ 会員及びカード使用者が紛失、
盗難にあったカードを発見、
回収した場合には、
速やかに当社にご通知いただきます。
第１９条（カードの再発行）
１ カードは、
紛失、
盗難、
毀損、
滅失等で会員及びカード使用者がカードの再発
行を希望したときは、
当社が認めた場合に限り再発行いたします。
２ 前項によりカードの再発行を行う場合は、会員には当社所定の再発行手数
料（消費税等を含みます。）
を負担していただきます。ただし、
カードの管理にお
いて会員及びカード使用者の責に帰すべき事由がないと当社が認めた場合は、
この限りではありません。
３ 当社は、
当社におけるカード情報の管理、
保護等業務上必要と判断した場合、2

会員番号を変更してカードの再発行ができるものとし、
会員及びカード使用者は
あらかじめこれを承認するものとします。
第２０条（届出事項）
１ 会員は入会申込書、
利用組織登録票、
使用者登録票に記載した会社名・住
所・代表者名・電話番号・連絡担当者名・使用者名等の事項（以下「諸届出事
項」
といいます。）の変更、
追加、
異動、
退会等の手続きを行う管理責任者を指
定するものとします。
２ 会員は、
諸届出事項について変更があった場合には、
速やかに当社に通知
していただくとともに、
所定の変更届を当社へ届け出るものとし、
当社所定の手
続きの完了をもって変更したものとします。
３ 前項の変更事項についての通知がなく、
当社からの利用内容明細書等が
延着し、又は到着しなかったときでも、通常到着すべきときに会員に到着したも
のとみなします。ただし、
前項の届出を行わなかったことについて、
やむをえない
事情があるときはこの限りではありません。
４ 会員は当社との連絡のため、
連絡担当者を所定の方法により指定するものと
し、
カード及び郵便物の送付及び当社からの連絡・通知等は、
連絡担当者に行
うことによって会員に行ったものとします。
第２１条（退会・会員資格の喪失及びカードの利用停止・返却）
１ 会員は、
自己の都合により退会するときは、
当社所定の手続きをするとともにカ
ードを返却することにより退会することができます。この場合、
当社の退会の手
続きの完了をもって退会したものとします。
２ カード使用者が退職する場合又は会員がカード使用者のカード利用を認め
ない場合には、直ちに会員は当該カード使用者からカードの返却を受け、
当社
に対し返却するものとします。
この場合、
会員は当社に対し所定の変更届により
当該カードの停止を届け出るものとします。
３ 当社は、
会員、
カード使用者又は連帯保証人（以下「会員等」
といいます。）
が次の各号のいずれかに該当した場合には、
何らの通知、
催告なくして会員資
格を喪失させることができるものとします。当社からカードの返却を求められたと
きは、
会員又は当該カード使用者はこれに応じるものとします。
（１）第２２条に該当したとき。
（２）当社に対する会員等の本規約に基づく債務以外の債務につき不履行があ
ったとき、
又は虚偽の申告があったとき。
（３）会員等の信用状態が著しく悪化し、
又は悪化するおそれがあると当社が判
断したとき。
（４）本申込み及びカード利用につき、
虚偽の申告をしたことが判明したとき。
（５）第２０条に違反する等、
会員等の責に帰すべき事由により会員又はカード使
用者の所在が不明となり、
当社からの会員等への連絡が不可能であると判
断したとき。
（６）会員等が第１条第４項（１）①から⑥のいずれかであると判明したとき。
（７）会員等が第１条第４項（２）①から⑤のいずれかの行為を行ったとき。
（８）
その他カードの利用状況が適切でない、
又は信義に反すると認められるとき。
４ 当社は、
会員等が前項の各号のいずれか又は次の各号のいずれかに該当
した場合には、
会員又はカード使用者に通知することなくカードの利用を停止、
利用可能枠の変更等の処置をすることができるものとします。当社からカードの
返却、一時預かりを求められたときは、会員又はカード使用者はこれに応じるも
のとします。
（１）短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審であ
ると判断したとき。
（２）会員等が第１条第４項（１）①から⑥のいずれかに該当する疑いがあると当
社が認めたとき。
（３）会員等が第１条第４項（２）①から⑤のいずれかの行為を行った疑いがある
と当社が認めたとき。
５ 第３項及び前項の処置は、
店舗等を通じて行うなど、
当社所定の方法により
行うものとします。
６ 会員が退会した場合又は会員資格を喪失した場合、
会員は当社の請求に
より残債務の全額を直ちにお支払いいただくことがあります。なお会員は、
その
カードに関して生じた一切の利用代金等についてそのお支払いの責を負うもの
とします。
第２２条（期限の利益喪失）
１ 会員が次のいずれかの事由に該当したときは当然に期限の利益を失い、
直
ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。
（１）本規約に違反し、
その違反が本規約の重大な違反となるとき。
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（２）
自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止にな
ったとき。
（３）差押、
仮差押、
保全差押、
仮処分の申立て又は租税の滞納処分を受けたと
き。
（４）破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始
の申立てを受けたとき、
又は自らこれらの申立てをしたとき。
２ 会員が次のいずれかの事由に該当したときは当社からの請求により期限の
利益を失い、
直ちに本規約に基づく一切の債務の全額をお支払いいただきます。
（１）会員が支払いを遅滞したとき。
（２）乗車券類等及び商品の質入れ、
譲渡、
賃貸その他通常の用法を超えて当
社の所有権を侵害する行為をしたとき。
（３）本規約上の義務に違反したとき。
（４）会員の信用状態が著しく悪化したとき。
（５）会員資格を喪失したとき。
第２３条（ＤＭ、宣伝物の発送）
当社又は加盟店から会員に対し、
ご利用内容明細書以外の宣伝印刷物を
発送することをあらかじめご承諾いただきます。
第２４条（規約の変更）
１ 当社は、
本規約について必要に応じて変更する場合があります。
２ 当社は、本規約を変更する場合は、
あらかじめ会員にその旨を通知又は告
知し、
会員はカード使用者に変更事項を周知するものとします。会員又はカード
使用者がその後にカードをご利用された場合は、
会員及びカード使用者は変更
事項を承認されたものとみなされ、
変更後の内容のみが適用されます。
第２５条（準拠法）
本規約の有効性、
解釈、
履行のすべての事項については、
外国為替及び外
国貿易法等を含め日本法に準拠するものとします。
第２６条（外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用）
１ 海外でカードを利用する場合その他当社が指定する場合及び現在又は将
来適用される諸法令、
諸規約等により許可書、
証明書その他書類を必要とする
場合には、
当社の請求に応じこれを提出し、
また、海外等での利用の制限ある
いは停止に応じていただくことがあります。
２ 当社は当社の指定する国におけるカードの使用をいつでも中止又は停止す
ることができます。
第２７条（合意管轄裁判所）
会員、
カード使用者及び連帯保証人は、
本規約について紛争が生じた場合
は、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、
購入地及び当社の本社所在
地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２８条（会員資格及びカード使用者資格の再審査）
当社は会員及びカード使用者の適格性について入会後定期・不定期の再
審査を行います。
この場合、
会員及びカード使用者は必要に応じて当社の求め
る資料の提出等、
当社の指示に応じなければならないものとします。
『本規約及び適用となる特約をご承諾いただけない場合には、
カードご利用前に
カードを切断の上、
当社までご返却下さい。』
【お問合せ・ご相談窓口】
１ 商品等についてのお問合せ、
ご相談はカードをご利用された箇所にご連絡
下さい。
２ 本規約についてのお問合せ、
ご相談及びカードの入退会、
お届け事項の
変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下
記にご連絡下さい。
３ 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せは下
記にご連絡下さい。
４ 紛失・盗難についてのお申し出はビューカード紛失・盗難デスク又は下記に
ご連絡下さい。
株式会社ビューカード ビューカードセンター
（法人）
〒１４１−８６０１ 東京都品川区大崎一丁目５番１号
ＴＥＬ ０３
（６６８５）
７６００
【カード発行会社】
株式会社ビューカード
〒１４１−８６０１ 東京都品川区大崎一丁目５番１号

個人情報の収集・保有・利用に関する同意条項
第１条（個人情報の収集、保有、利用、預託）
１ カード使用者及び会員の入会申込みにあたりカード使用を申し込まれた方な
らびに連絡担当者及び会員の入会申込みにあたり連絡担当者として指定され
た方ならびに連帯保証人（以下、
これらを併せて「カード使用者等」
といいます。）
は、下表に示す利用目的のため、会員等の以下のｉ）
〜ｖ
ｉ）の情報を当社が必
要な保護措置を講じた上で収集、
利用することに同意します。
企業名
利用目的
利用情報
連絡先等
ｉ
ｉ）
ｉ
ｉ
ｉ） 東京都品川区大崎
①与信判断、与信ｉ）
株式会社ビューカード
ｖ）
ｖ）
ｖ
ｉ）１-５-１
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｊ
ｒｅａｓｔ.ｃｏ.ｊｐ/ｃａｒｄ/ 後の管理、債権のｉ
ビューカードセンター
回収
ｉ
ｉ）
ｉ
ｉ
ｉ）（法人）
②カードの機能、
カｉ）
ード付帯サービス、
ＴＥＬ０３-６６８５-７６００
特典等の提供
ｉ
ｉ）
ｉ
ｉ
ｉ）
③市場調査、商品ｉ）
開発
ｉ
ｉ）
ｉ
ｉ
ｉ）
④金融業等当社がｉ）
営む事業（当社の
具体的な事業内容
については当社所
定の方法［当社ホ
ームページ等］によ
ってお知らせします）
における宣伝物・印
刷物の送付等の営
業案内、
ならびにク
レジットカード事業に
おける加盟店等の
宣伝物・印刷物の
送付等の営業案内
ｉ
ｉ）
ｉ
ｉ
ｉ） ＵＲＬ
（共同して利用する者の範 ⑤市場調査、商品ｉ）
囲）東日本旅客鉄道株式 開発
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｊｒｅａｓｔ.ｃｏ.ｊｐ/
ｉ）
ｉ
ｉ）
ｉ
ｉ
ｉ）
会社（以下「ＪＲ東日本」
と ⑥旅客鉄道事業、
広告業、
小
いいます。）及びＪＲ東日本 旅行業、
の有価証券報告書等に記 売業、保険媒介代
スポーツ施設
載されているＪＲ東日本の 理業、
提供業、宿泊業等
グループ会社
共同利用会社が営
む事業における商
品、
ポイント特典、
サ
ービスに関 する宣
伝物等の送付及び
それに付随する営
業案内
ｉ
ｉ）
ｉ
ｉ
ｉ）
⑦共同利用会社各ｉ）
社から会員等への取
引上必要な連絡及
び取引内容の確認
ｉ
ｉ）
ｉ
ｉ
ｉ）
⑧共同利用会社各ｉ）
社の行う会員組織の
登録及び維持管理
⑨Ｓｕｉ
ｃａ関連サーｉ）
ｉ
ｉ）
ビスの提供
ｉ）
ｉ
ｉ）
⑩旅客鉄道事業、
旅行業事業におけ
る申込書の作成
ｉ） 氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、勤務先、勤務先電話番号、運転
免許証の番号、
本人確認書類の記号番号等、
緊急時の連絡先、
Ｅ-Ｍａ
ｉ
ｌアド
レス等、
カード使用者等が入会申込時に届けた事項及びビュー法人カード会
員規約第２０条に基づき入会後に届けた事項

ｉ
ｉ） 入会申込日、
入会承認日、
利用可能枠、
カード番号等、
カード使用者等と当
社の契約に関する事項
ｉ
ｉ
ｉ） カード使用者等のカードの利用内容、
支払状況及びお電話等でのお問合
せ等により当社が知り得た情報（通話内容を含む）
ｉ
ｖ） 官報や電話帳等一般に公開されている情報
ｖ） 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載
事項、
その他適法かつ適正な方法により当社が収集した公的機関が発行す
る書類の記載事項
ｖ
ｉ） 当社との本契約以外のカード使用者等との契約から収集したカード使用
者等の属性情報及び取引情報
とい
２ 当社及び当社と共同で個人情報を利用する者（以下「共同利用会社」
います。）
は、
第１項表中「利用目的⑤、
⑥、
⑦、
⑧、
⑨、
⑩」により共同利用するカ
ード使用者等の個人情報を厳正に管理し、
カード使用者等のプライバシー保護
に十分注意を払うとともに、
上記目的以外には利用しないものとします。個人情
報の管理についての責任者は下記の者とします。
個人情報管理責任者：株式会社ビューカード
３ カード使用者等は、
当社の業務を第三者に委託する場合に、
業務の遂行に
必要な範囲で、
個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第２条（個人情報の開示、訂正、削除）
１ カード使用者等は、
当社に対して、
自己に関する個人情報を開示するよう請
求することができます。その場合、
会員規約の末尾に記載のビューカードセンタ
ー
（法人）
に連絡するものとします。開示請求手続き
（受付方法、
必要な書類等）
の詳細についてお答えします。
また、
開示請求手続きにつきましては、
当社所定
の方法（当社ホームページ等）
によってお知らせしております。
２ 万一、
個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、
当社は、
速や
かに訂正又は削除に応じます。
第３条（個人情報の取扱いに関する不同意）
当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合
及び本同意条項の内容の全部又は一部を承諾できない場合は、
入会をお断り
することや退会の手続きをとることがあります。ただし、第１条第１項表中「利用
目的④及び⑥」に同意しない場合でも、
これを理由に当社が入会をお断りする
ことや退会の手続きをとることはありません。
第４条（宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出）
会員は、
第１条第１項において定める宣伝印刷物の送付等営業案内の中止
を申し出ることができます。ただし、
ご利用代金明細書送付時及びカード送付時
に同時にお送りする宣伝印刷物等の営業案内は除きます。なお、
本条に関する
申し出は会員規約の末尾に記載のビューカードセンター
（法人）へ連絡するも
のとします。
第５条（入会申込の事実の利用）
１ 当社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、
第１条第１
項表中「利用目的①」及び第２条第２項に基づき、
当該契約の不成立の理由
のいかんを問わず一定期間利用されますが、
それ以外に利用されることはあり
ません。
２ ビュー法人カード会員規約第２１条に定める退会の申し出又は会員資格の
喪失又はカードの使用停止・返却後も、
第１条に定める目的及び開示請求等に
必要な範囲で、
法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し、
利用
します。
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