《本「個人情報の取扱いに関する重要事項等」は以下の同意事項を含みます。お客さまの情報の取扱いに
ついて、以下の事項をご確認の上お申し込みください。》
◆株式会社ビューカードが個人情報を収集・保有・利用することに関する同意事項
◆東日本旅客鉄道株式会社が個人情報を収集・利用・提供することに関する同意事項

───────────────────────────────────────
◆株式会社ビューカードが個人情報を収集・保有・利用することに関する同意事項
第 1 条（個人情報の収集、保有、利用、預託）
1

ビューカード会員規約（以下「会員規約」といいます。）を承認の上、株式会社ビューカード
（以下「当社」といいます。）に、本人会員又は家族会員としてクレジットカード（以下「カード」
といいます。）の入会申込みをされた方（以下まとめて「会員等」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）～ vii）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
①与信判断、与信後の管理、債権の回収
ⅰ）～ⅶ）
②カードの機能、付帯サービス、特典等の提供 ⅰ）～ⅲ）
ビューカード
③市場調査、商品開発
ⅰ）～ⅲ）
④当社が営む事業（内容は当社の HP に掲載）
ⅰ）～ⅲ）
における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
⑤市場調査、商品開発
ⅰ）～ⅲ）
⑥旅客鉄道事業、旅行業、広告業、小売業、保
険媒介代理業、スポーツ施設提供業、宿泊業等
共同利用会社が営む事業における商品、ポイン ⅰ）～ⅲ）
ト特典、サービスに関する宣伝物等の送付及び
（共同して利用する者の それに付随する営業案内
範囲）JR 東日本を含む
⑦キャンペーン等に基づく特典の提供
ⅰ）～ⅲ）
JR 東日本の有価証券報
⑧共同利用会社各社から会員等への取引上必
告書等に記載されている
ⅰ）～ⅲ）
要な連絡及び取引内容の確認
グループ会社
⑨共同利用会社各社の行う会員組織の登録及
ⅰ）～ⅲ）
び維持管理、又はポイントサービスの円滑な実施
⑩Suica 関連サービスの提供
ⅰ）ⅱ）
⑪旅客鉄道事業、旅行業事業における申込書の
ⅰ）ⅱ）
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、職業、カード利
用目的、E-Mail アドレス等、会員等が入会申込時に届けた事項及び会員規約第 16
条に基づき入会後に届けた事項、その他当社が提供するサービスの利用に際して会
員等が届け出た事項
ii） 入会申込日、入会承認日、利用可能枠、有効期限、カード番号等、会員等と当社の契
約に関する事項
iii） 会員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）
iv） 会員等が届け出た会員及び会員の配偶者の資産、収入、負債、家族構成、並びに当
社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
v） 官報や電話帳等一般に公開されている情報

vi） 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
vii） 会員等が当社に提出した源泉徴収票、所得証明書等の記載事項
2
3

当社及び当社と共同で個人情報を利用する者は、第１項表中の利用目的以外には利用
しないものとします。なお、個人情報管理責任者は株式会社ビューカードとします。
会員等は、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（個人信用情報機関の利用及び登録）
1

2

本人会員及び本人会員として入会を申し込まれた方（以下併せて「本人会員等」といいま
す。）は、本人会員等の与信判断、与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情
報機関（個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を
業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」といいます。）及び当該機関と提携する
個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」といいます。）に照会し、本人会員及
び当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法第 39 条等に
より、本人会員等の支払能力の調査の目的に限り、それらを利用することに同意します。
本人会員等の会員規約に係る契約（以下「本契約」といいます。）に基づく個人情報、客観
的な取引事実が、当社の加盟個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟個
人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、本人会員等の支払能力
に関する調査のために利用されることに同意します。

登録情報
登録期間
3

① 本契約に係る申込みを
した事実
当社が個人信用情報機関
に照会した日から 6 ヶ月間

② 本契約に係る客観的
な取引事実
契約期間中及び契約終
了後 5 年以内

③ 債務の支払を延滞した
事実
契約期間中及び契約終
了日から 5 年間

当社の加盟個人信用情報機関の名称、住所、連絡先ならびに提携個人信用情報機関は、
以下に記載の通りです。また、当社が本契約の期間中に新たに個人信用情報機関に加
盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

加盟個人信用情報機関
連絡先
株式会社シー・アイ･シー（CIC）
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7
（割賦販売法及び貸金業法に基づく 新宿ファーストウエスト 15 階
指定信用情報機関）
TEL 0570-666-414 https://www.cic.co.jp/
※ 株式会社シー･アイ･シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホーム
ページをご覧ください。
※ 株式会社シー･アイ･シーに登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務
先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約
の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量等、支払回数等契約内容に
関する情報、年間請求予定額、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する
情報、等となります。

提携個人信用情報機関

連絡先

株式会社日本信用情報機構
（貸金業法に基づく指定信用情報機関）

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41-1
TEL0570-055-955 https://www.jicc.co.jp

全国銀行個人信用情報センター

〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
TEL0120-540-558 又は 03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

第 3 条（個人情報の開示、訂正、削除）
1

会員等は、当社又は加盟個人信用情報機関に対して、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。
（1）当社に開示を求める場合は、ビューカードセンター（お客さま相談室）にご連絡
いただくか、HP に掲載したご案内をご確認ください。
（2）加盟個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関に連
絡するものとします。

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 4 条（個人情報の取扱いに関する不同意）
当社は、会員等が本契約の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、本契約をお断りすることがあります。ただし、第 1 条第 1 項表中「利
用目的④又は⑥」に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第 5 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（お客
さま相談室）へ連絡するものとします。
第 6 条（入会申込の事実の利用）
本契約が不成立の場合であっても入会申込をした事実は、第 1 条第 1 項及び第 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。
第 7 条（本人会員及び家族会員間での情報提供の承諾）
1

2

家族会員は、本人会員が会員規約に基づく義務を適切に履行する目的に利用するため
に、第 1 条第 1 項ⅰ）からⅳ）までに掲げる情報を、当社が本人会員に対して提供するこ
とに同意するものとします。
本人会員は、家族会員が会員規約に基づき、本人会員の当社に対する債務を弁済する
目的に利用するために、本人会員がカード利用に基づき負担している債務額の情報を、
当社が家族会員に対し提供することに同意するものとします。

個人情報の収集・保有・利用に関する同意条項-Suica 付ビューカードに関する特約
第 1 条（JR 東日本による個人情報の収集・利用）
「Suica 付ビューカード」の申込者及び利用者（以下「利用者」といいます。）は、JR 東日本が、氏名・
生年月日・性別・電話番号及び Suica の機能の使用に関する情報（家族会員申込人の情報を含む。）
を以下の目的のために収集、利用することに同意するものとします。
（1）本人会員が当社に届け出た電話番号・住所の、家族会員の Suica への登録及び
「Suica に関する特約」及び「定期券機能付き Suica に関する特約」に定める利用目的
での使用
（2）Suica 付ビューカードの発行又は発行後の利用者の管理
（3）Suica 付ビューカードに関するサービスの提供
（4）利用者への取引上必要な連絡及び取引内容の確認、その他取引の適切かつ円滑な
実施
（5） JR 東日本の営む事業（内容については JR 東日本の HP に掲載）における商品開発、
市場調査
第 2 条（変更の届出）
利用者は氏名・生年月日・性別・電話番号について変更が発生した場合は、速やかに株式会社ビュ
ーカード（以下「ビューカード」といいます。）に届け出るものとし、ビューカードは JR 東日本へその内
容を送付することとします。
《会員規約より抜粋》
株式会社ビューカード ビューカードセンター（お客さま相談室）
〒141-8601 東京都品川区大崎 1-5-1
TEL 03 (6685) 7000
────────────────────────────────────────────
◆東日本旅客鉄道株式会社が個人情報を収集・利用・提供することに関する同意事項
JRE POINT 会員規約（抜粋）
第 17 条（会員の個人情報の収集・利用・提供）
１ 【会員の個人情報の収集・利用・提供に関する同意】
会員は、第 2 項に示す会員の情報を、第 3 項に定める利用目的のため、東日本旅客鉄道株式会社
（以下「当社」といいます。）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。
２ 【収集・利用・提供する個人情報項目】
当社は、第 3 項に定める利用目的のため、以下の会員の個人情報を利用します。
(1) 氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、E-Mail アドレス等、会員が入会申込時に届けた事項及
び入会後に届けた事項
(2) 入会日、会員証の番号等、会員と当社の契約に関する事項
(3) 会員の JRE POINT のサービスの利用内容及び電話等での問合せ等により当社が知り得た情
報（通話内容を含む）
(4) 官報や電話帳等一般に公開されている情報
(5) JRE POINT WEB サイト等を利用・閲覧した場合の、閲覧したページ、広告の履歴、閲覧時間、閲
覧方法、端末の利用環境、クッキー情報、IP アドレス、位置情報、端末の固体識別番号等の情
報

３ 【当社の個人情報の利用目的】
(1) JRE POINT のサービスの提供及びポイント特典等の提供を行うため。
(2) JRE POINT のサービスの利用状況に基づく市場調査、商品開発を行うため。
(3) 当社及びポイント加盟店等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を行うため。
(4) 会員への取引上必要な連絡及び取引内容の確認を行うため。
(5) 当社と第５項に基づき個人情報を共同利用する者の行う会員組織の登録及び維持管理を行うた
め。
(6) JRE POINT のサービスを提供する目的において、法令の手続に従って第三者への提供を行うた
め。
(7) JRE POINT WEB サイト等を利用・閲覧する会員に対して、JRE POINT WEB サイト等のサービス
の内容改善による利便性の向上、及び会員に対して興味・関心度の高い情報を適切なタイミン
グで提供するため。
(8) JRE POINT WEB サイト等を利用・閲覧した会員について、当社の JRE POINT WEB サイト等の
広告主、広告サービス配信事業者及びポイント加盟店等に対して、個人を特定できない状態で、
会員の属性情報（性別、生年月日、郵便番号等）を提供し、会員に対して興味・関心度の高い情
報を提供するため。
(9) その他上記各目的に準ずるか、これらに関連する目的のため。
４ 【個人情報の第三者への提供】
(1) 当社は、第２項に示す会員の個人情報を、第３項各号に定める目的を達成するために必要な限
度において、グループ会社及びテナント等に対して提供します。
(2) 個人情報を、特定のグループ会社またはテナント等のみに提供し、その他のグループ会社また
はテナント等には提供しないという申し出には応じかねます。
(3) 当社は、第３項(2)に定める市場調査、商品開発に関する目的のため、個人情報のうち特定の個
人を識別できないよう加工した情報を、ポイント加盟店等、グループ会社及び当社が認める第三
者へ提供します。
(4) 以下の場合は、会員の事前承諾なしに、第三者に個人情報を提供する場合があります。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の承諾を得る
ことが困難である場合
③ 公衆衛生の向上、または児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人
の承諾を得ることが困難である場合
④ 国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること
に対して協力する必要がある場合であって、本人の承諾を得ることによって当該事務の遂
行に支障を及ぼす恐れのある場合
５ 【個人情報の共同利用】
(1) 当社及びグループ会社は、以下に記載する①の個人情報を③の利用目的の範囲内で共同して
利用します。
① 共同して利用する個人情報の項目：第 2 項(1)から(3)までに掲げる項目
② 共同して利用する者の範囲：グループ会社
③ 利用する者の利用目的：第 3 項(1)、(2)、(4)、(5)、(6)及び(9)に掲げる目的の範囲内で関連
する業務を行うため
④ 個人情報の管理について責任を有する者：東日本旅客鉄道株式会社

(2) 当社及びグループ会社は、共同利用する会員等の個人情報を厳正に管理し、会員のプライバシ
ー保護に十分注意を払うとともに、上記③の目的以外には利用しないものとします。
６ 【個人情報の業務委託】
当社は、第２項に示す会員の個人情報を、第３項に定める利用目的の達成に必要な範囲内において、
当社が業務を委託する第三者に提供することがあります。
７ 【個人情報の開示、訂正、削除】
(1) 会員は、当社に対して、本項(2)の定めに従っ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。
(2) 会員は、当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合は、JRE POINT コールセ
ンターに連絡するものとし、JRE POINT コールセンターは、開示請求手続（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。なお、開示請求を行う場合、会員は本人確認
書類（自動車運転免許証、パスポート等）の提示その他所定の手続に従っていただくとともに、所
定の手数料をご負担いただく場合があります。
(3) 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、速やかに訂正または削
除に応じます。
(4) 会員が、自己の個人情報の利用停止または削除を希望する場合は、お申し出いただいた方が
本人であることを確認したうえで、合理的な期間及び範囲で利用停止または消去を行います。
(5) 会員から個人情報の開示・訂正・削除等の請求をされた場合でも、個人情報の保護に関する法
律に定めるところにより、開示・訂正・削除等の請求に応じかねる場合があります。
８ 【個人情報の取扱いに関する不同意】
当社は、会員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
部また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をとることがあります。た
だし、第 3 項に掲げる利用目的(3)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
や退会の手続をとることはありません。
９ 【宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出】
会員は、第 3 項に掲げる利用目的(3)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、JRE POINT のサービスの運営に必要な重要なお知らせの提供について
は除きます。なお、本条に関する申し出は JRE POINT WEB サイト等での手続または JRE POINT コ
ールセンターもしくは当社が指定する一部のポイント加盟店のインフォメーションカウンター等にて受
け付けます。
10 【個人情報に関するお問合せ先】
個人情報に関するお問合せ及びご意見は、JRE POINT コールセンターにて受け付けます。
※ご入会後に JRE POINT 会員規約をお送りします。
※JRE POINT のサービスにおいては、申込時に取得した本人及び配偶者の年収等の信用情報、本
人のご職業及び勤務先に関する情報、親権者に関する情報、配偶者以外のご家族の情報、居住年
数、暗証番号ならびにカードのご利用目的に関する情報を保持及び利用いたしません。

