
ビジネス・トラベル・アカウント（BTA）変更・退会届
Notification of Changes/Cancellation for Business Travel Account (BTA)

アメリカン・エキスプレス法人事業部門 宛
TO: American Express International, Inc., Global Commercial Services

コピーをお手元に保管ください。 
(Please keep a copy for your reference)

提出日
(Date) /　　　　/

06_0700_BTA_Change_All_JE_04/22

フリガナ

電話番号
(Telephone Number)

（ ） －ご記入者名
(Submitter Name)

会社名
(Company Name)

管理グループ番号 15桁 (15-digit Control Account Number) 0 1 0
※管理グループ番号がご不明な場合は、会社名と一括請求書番号を必ずご記入ください。
*If you do not know your Control Account Number, please specify the Company Name and Billing Unit.

一括請求書番号 (15-digit Billing Unit) 3 7
※一括請求書番号がご不明な場合は、毎月の旅行代金一括請求書右上Billing Unitをご覧ください。
*If you do not know your Billing Unit, please confirm the monthly Consolidated Statement.

部署名 (Department Name)

新たにBTAアカウントを追加する場合は、こちらにチェックのうえ、既存の管理グループ番号、もしくは一括請求書番号と変更する箇所のみご記
入ください。より詳細な設定に関しては弊社営業担当よりご連絡いたします。またご登録いただいている管理責任者様のご署名が必要です。
(If you add a new BTA account, please tick here and fill in any changes from the existing Control Account Number or Billing Unit. For more detailed  

settings, our Sales Representative will contact you. Also, please provide the signature of the registered Authorizing Officer.)

管理責任者
 (Signature)

印

変更事項に該当する項目に 　 印を付し、ご記入ください。（Please inform us of any changes by filling in the relevant boxes below.)✓

印

★

受取人変更 (Change of Recipient)

フリガナ

現受取人名
Current Recipient Name

フリガナ

新受取人名
New Recipient Name (Kana)

※日本名の場合のみご記入ください。 (*Japanese names only.)

新受取人英語名
New Recipient Name (English)

部署
Department

役職
Title

フリガナ

勤務先住所
Office Address

（〒　　　－ ）

勤務先電話番号
Office Phone No.

（ ） －

Eメールアドレス
Email Address

※グループアドレス不可 (*Group Email addresses are not allowed)

★の項目はご登録いただいている管理責任者または連絡担当者のご署名およびご捺印が必要です。
(Please provide the Signature of the registered Authorizing Officer or Contact Person for changes marked with 
“★”)



印

◆

ご利用旅行代理店の登録 (Register Travel Agency)
※旅行代理店よりSOF(Signature on File）の提出が必要です。SOF (Signature on File) must be submitted by the Travel Agency 

1

旅行代理店名
(Travel Agency Name)

支店名
(Branch Name)

英文社名
(Registered Name)

電話番号
(Telephone Number)

（　　　）　　　－　

2

旅行代理店名
(Travel Agency Name)

支店名
(Branch Name)

英文社名
(Registered Name)

電話番号
(Telephone Number)

（　　　）　　　－　

3

旅行代理店名
(Travel Agency Name)

支店名
(Branch Name)

英文社名
(Registered Name)

電話番号
(Telephone Number)

（　　　）　　　－　

ご利用旅行代理店の解除  (Remove Travel Agency)

1

旅行代理店名
(Travel Agency Name)

日付(Date) 　　　　　年　　　月　　　日

※停止希望日がある場合のみご記入ください。
(* Please specify if you wish to remove the Agency on a particular date.)

決済専用番号（15桁）
(15-digit Charge Number)

2

旅行代理店名
(Travel Agency Name)

日付(Date) 　　　　　年　　　月　　　日

※停止希望日がある場合のみご記入ください。
(* Please specify if you wish to remove the Agency on a particular date.)

決済専用番号（15桁）
(15-digit Charge Number)

3

旅行代理店名
(Travel Agency Name)

日付(Date) 　　　　　年　　　月　　　日

※停止希望日がある場合のみご記入ください。
(* Please specify if you wish to remove the Agency on a particular date.)

決済専用番号（15桁）
(15-digit Charge Number)

支払い方法の変更 (Change of Payment Method)

銀行口座振替 (Direct Debit)　　振込 (Bank Transfer)

※お振り込みから口座振替に変更の場合は、別途口座振替依頼書をご提出いただく必要があります。
(*If you change from Bank Transfer to Direct Debit, please submit the Direct Debit Change Request Form to register your Bank Account.)

※銀行口座振替の場合、締め日は毎月18日または19日のみです。(*If your payment method is automatic direct debit, the cut off date will be the 18th or 19th of every month.)

締め日の変更 (Change of Cut Off Date)

現締め日・発券日
(Current Cut Off Date)

日 新締め日・発券日
(New Cut Off Date)

日

※ご案内事項がございますので、弊社営業担当または法人会員課にご連絡のうえ、ご記入ください。
(*Before filling in, please contact our Sales Representative or Corporate Services Center for more information.)

退会 (Cancellation)

退会理由
(Cancellation Reason)

出張の減少　　　　　　　　　　他のビジネストラベルマネジメントへの変更
(Decrease of Travel Spending)　　　(Change to other business travel management program)

その他(Other)（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　　

※ご利用の時期により、ご請求が退会日よりも後になる場合がございます。 (*The invoice may be issued after your cancellation date depending on the timing of the transaction.)

その他の法人情報変更 (Other Changes Required by Your Company)

変更を希望される内容をご記入ください。(Please fill in the details of your change requirement(s).)

※BTA以外の商品も導入いただいており、すべての商品に対しての変更をご希望の場合は、お手数ですが該当の商品の変更届も併せてご提出ください。
*If your company is also using other products in addition to the BTA and wishes to apply the change(s) to all of the products, please submit change form(s) for each of the relevant products.

◆の項目はご登録いただいている管理責任者様のご署名およびご捺印が必要です。
(Please provide the signature of the registered Authorizing Officer for changes marked with “◆”)

変更事項に該当する項目に 　 印を付し、ご記入ください。（Please inform us of any changes by filling in the relevant boxes below.)✓

送付先
Send the Completed form to:

〒105-8790　東京都港区芝郵便局私書箱 115号
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 法人事業部門　宛
PO Box 115, Shiba Post Office, Minato-ku, Tokyo 105-8790 American Express International, Inc. Global Commercial Services



第２条 （法人会員アカウントの開設・カード発行）
(a) 当社は、当社の審査の結果適格と認めた場合に、法人会員が法人会員基本申込書におい

て指定する法人会員アカウントを法人会員名義で開設するものとします。プラスチック・
カードを交付する場合は、法人会員名およびカード会員の氏名を刻印したカードを発行
します。

(b) 当社は、以下についての権限を有します。
i. カードまたは法人会員アカウントの申込みをする者に対して、申込書への記載および

本人確認書類の提示または送付を求めることその他の審査のためまたは法令に基づ
き必要となる個人情報等の提供を要請すること

ii. 法人会員、カード会員、およびアカウント利用者について、その信用調査をおこなうこ
と、およびその財務情報その他を金融機関、信用情報機関等に随時要請すること

iii. カードもしくは法人会員アカウントの開設、発行・再発行を拒否すること、およびカー
ドもしくは法人会員アカウントの利用全般について、または特定の利用取引につい
て、その利用を取り消しまたは一時停止すること

(c) 当社は、法人会員のコーポレート･カード用アカウントについて「限定条件つき連帯責任」
を指定する場合、そのリスク管理規定に従い、カード会員資格の要件として最低収入額を
設定する場合があります。

(d) 当社は、法人会員またはカード会員からカード再発行の依頼を受けた場合は、本条第(b)
項の定めを条件として、カードを再発行します。ただし、法人会員またはカード会員よりあ
らかじめ別段の指示を受けている場合を除きます。また、法人会員またはカード会員か
ら退会またはカードの取消の指示がない場合において、当社が引き続きカード会員とし

アメリカン・エキスプレス®
グローバル・コーポレート・ペイメント利用規約

用語 定義

アカウント利用者 法人会員が、その法人会員アカウントに係るカードその他を使
用することを認める個人をいいます。ビジネス・トラベル・ア
カウントの場合は、旅行手配に関する旅行代金等をビジネス・
トラベル・アカウント用法人会員アカウントを利用して決済す
ることを法人会員が認める個人をいいます。

アカウント利用可能枠 法人会員アカウントに適用される、あるいは一部または全部の
カード会員アカウントのカード利用額合計金額に適用される、
利用限度額をいいます。

暗証番号 法人会員アカウントまたはカード会員アカウントの利用に関連
して当社が承認する暗証番号、電話用暗証番号、オンライン用
パスワード等をいいます。

売上票 カードの利用に係る売上の記録をいい、カード利用代金等の金
額が記載されます。

オンライン・サービス 当社がインターネット経由で法人会員に提供するサービスをい
います。

オンライン・サービス
指定社員

オンライン・サービスの利用に関して、法人会員が当該オンラ
イン・サービスへのアクセスを認め当社に登録する、法人会員
の役員または従業員をいいます。

カード プラスチック・カードの発行を伴うかどうかにかかわらず、当
社が本契約に基いて発行するカードおよびカード会員アカウン
トのアカウント番号等をいいます。

カード会員 法人会員がカードの発行およびカード会員アカウントの開設を
承認した個人であって、当社に対し入会を申込み、当社が入会
を認めた者をいいます。

カード会員規約 各カード会員がカードの利用およびカード利用代金等の支払義
務について当社と合意する契約をいい、本規約の一部を構成し
ます。

カード会員アカウント カード利用代金等の管理を目的として、当社が各カード会員ご
とに開設するアカウントをいいます。

カード利用代金等 売上票その他の署名の有無にかかわらず、法人会員アカウント
もしくはカード会員アカウントの利用に係る物品・サービスの
購入代金、キャッシング・サービスの利用金額、遅延損害金、
およびその他の手数料等を含む、当該口座に請求されるすべて
の代金をいいます。ビジネス・トラベル・アカウントの場合、

「カード利用代金等」は航空券代金、その他の交通費、空港税、
旅行傷害保険手数料、ビザ手配手数料、その他旅行に関わる手
数料および立て替え代金等を含みます。

加盟店 物品・サービスの購入代金の支払方法としてアメリカン・エキス
プレス・カードを受け入れる法人、個人または団体をいいます。

管理責任者 法人会員が、各法人会員アカウントの管理責任者として書面で
指定するその役員または従業員で、法人会員が、本契約に関す
るすべての事項について法人会員を代理する権限を委任する者
をいいます。

関連会社 ある法人について、当該法人が意思決定機関を支配している法
人（子会社を含む）、当該法人を支配している法人、および当
該法人を支配している法人によって同様に支配されている他の
法人をいいます。

コーポレート・カード 法人会員の法人会員アカウントについて発行するアメリカン・
エキスプレス・コーポレート・カードをいいます（コーポレート・
パーチェシング・ソリューションを除きます。）。

コマーシャル・カード・
サービス

本契約に基づき当社が提供する法人会員アカウントおよびサー
ビスをいいます。

コーポレート・
パーチェシング・
ソリューションおよび 
CPS

法人会員の購入・利用頻度の高い物品・サービスについて、そ
の決済に使用するための商品をいいます。

A. 一般条項
第1条（定義）

用語 定義

ご利用代金明細書 特定の期間中の法人会員アカウントおよびカードに係る取引の
記録であり、支払残高等の情報を記載します。

指定旅行代理店 ビジネス・トラベル・アカウントの利用を目的として法人会員
が指定する国内の旅行代理店をいいます。

定期的に発生する
カード利用代金等

法人会員またはカード会員が加盟店に対して、定期的にまたは
繰り返して行われる物品の購入またはサービス提供に係るカー
ド利用代金等を、カード会員が事前に登録するカード番号を使
用してその都度決済することを認める場合のカード利用代金等
をいいます。

ビジネス・トラベル・
アカウントおよび BTA

法人会員が別途指定する旅行代理店をとおして予約等をする場
合の旅行代金等について、当社が毎月一括して法人会員に請求
する決済システムをいいます。

不正利用額 法人会員アカウントまたはカードについて発生するカード利用
代金等のうち、法人会員およびカード会員のいずれも何らの利
益を得ず、かつ、カード会員ではなく、また法人会員アカウン
トまたはカードの利用権限を持たない者の利用に係るカード利
用代金等をいいます。

法人会員アカウント 法人会員が当社に提出する法人会員基本申込書の指定に基づき
開設される、アメリカン・エキスプレス・コーポレート・カード、
コーポレート・パーチェシング・ソリューション、またはビジ
ネス・トラベル・アカウント利用のための法人会員のアカウン
トをいいます。

法人会員基本申込書 法人会員が記入・署名する法人会員アカウント開設のための「法
人会員基本申込書」で、本規約の一部を構成します。

本契約 この「アメリカン・エキスプレス ®・グローバル・コーポレート・
ペイメント利用規約」に基づいて法人会員と当社との間に成立
する契約をいい、当社が各カード会員と別途合意するカード会
員規約に基づく契約と区別します。

本プログラム 当社が本契約およびカード会員規約に基づき法人会員および
カード会員に提供するアメリカン・エキスプレス・コマーシャ
ル・カード・サービスをいいます。

連絡担当者 カード会員の入会申込手続き、諸届出（法人会員情報およびカー
ド会員情報の更新を含む。）、カード再発行手続き、退会手続きそ
の他の手続きに関し、法人会員と当社との間で連絡調整を行う担
当者であって、法人会員が書面で指定する従業員をいいます。

本規約は、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社）（以下「当社」という）と本規約（カード会員規約を含む）を承認のうえ
入会申込をした法人のうち、当社が適格と認めた法人（以下「法人会員」という）が、日本における法人会員アカウント（第１条で定義する）の開設およびその使用

（カードの発行およびその使用を含む）について合意するものです。当社は、以下に定める条件に従ってアメリカン・エキスプレス®・グローバル・コーポレート・
ペイメントを日本において提供するものとし、また法人会員は以下に定める条件を承認のうえ、法人会員基本申込書において指定する法人会員アカウントの開
設を申込み、それを利用するものとします。



て適格と認めるときには、カードの有効期間満了ごとに更新カードを発行するものとしま
す。

(e) 法人会員は、各法人会員アカウントについて管理責任者を指名し、当社に通知するものと
します。法人会員は、管理責任者に対して、本契約に関するすべての事項について法人会
員を代理する権限を付与するものとします。管理責任者は、原則として法人会員の従業者
とします。ただし、法人会員がカードに関する業務を第三者に委託している場合に限り、
第三者の従業員を指定することができるものとし、法人会員が第三者の従業員を指定し
た場合は、法人会員がカードに関する業務を当該第三者に委託したものとみなします。
なお、かかる業務委託に伴う本委託先への個人情報の移転（当社がその指示に従い行う
ものを含みます。）について、カード会員本人からの同意取得または本委託先の監督その
他個人情報保護法上必要となる対応（本委託先が国外にある者の場合、個人情報の国外
移転のために必要となる対応を含みます。）については、法人会員が自らの責任で行うも
のとします。

(f )  法人会員は、カードの発行およびカード会員アカウントの開設を要請する個人を責任を
持って指定し、当社に通知するものとします。法人会員は、カード会員に対し、カードを利
用する権限を付与します。また、当社は、管理責任者より通知された個人については、カー
ドを保有しそれを利用することを法人会員が承認したものとみなします。

(g) 法人会員は、諸届出（法人会員情報およびカード会員情報の更新を含む。）、カード再発行
手続き、退会手続きその他の手続きに関し、法人会員と当社との間で連絡調整を行う担
当者として、連絡担当者を指名し、当社に通知するものとします。連絡担当者は、原則とし
て法人会員の従業者とします。ただし、法人会員がカードに関する業務を第三者に委託し
ている場合に限り、第三者の従業者を指定することができるものとし、法人会員が第三者
の従業員を指定した場合は、法人会員がカードに関する業務を当該第三者に委託したも
のとみなします。なお、かかる業務委託に伴う本委託先への個人情報の移転（当社がその
指示に従い行うものを含みます。）について、カード会員本人からの同意取得または本委
託先の監督その他個人情報保護法上必要となる対応（本委託先が国外にある者の場合、
個人情報の国外移転のために必要となる対応を含みます。）については、法人会員が自ら
の責任で行うものとします。

(h) 法人会員の要請があるときは、当社は最新のカード会員申込書またはカード会員規約を
法人会員に提供します。当社は自己の裁量で、カード会員申込書またはカード会員規約
をいつでも変更することできるものとし、また、インターネットによるカード申込みに対応
している場合には、追加の、または異なる申込み要件を設定することができるものとしま
す。ただし、いずれの場合も当社は法人会員にその旨を通知します。

第３条 （カードおよびアカウントの使用）
( a )  カードは、有 効 期 間 中 に限り、本 契 約 に従って使 用 することができます。プラスチック・

カードを発行する場合には、有効期間は券面上に刻印されます。
(b) 法人会員は、支払い、本人確認、またはその他のいかなる目的であっても、カード、カード

番号、もしくは法人会員アカウントのアカウント番号を他人に貸与したり、他人の使用に
供してはなりません。

(c) カードおよびカード会員アカウントは、券面にその氏名が刻印され、カード会員アカウン
トの名義人であるカード会員本人だけが使用することができます。法人会員は、すべての
カード会員に対して、カードまたは法人会員アカウントを他人に使用されることのないよ
うに十分な対策をとること、ならびにカードの安全管理およびカードおよび法人会員アカ
ウントに関する詳細情報の機密を保持することについて十分に注意するよう徹底するも
のとします。

(d) カードまたは法人会員アカウントの使用に係る各暗証番号の登録、指定、および利用に関
しては、当社所定の手続きに従っていただきます。法人会員は、暗証番号について、すべ
てのカード会員が以下の事項を遵守するように徹底するものとします。
i. 暗証番号を記憶する。
ii. 当社から暗証番号の通知を受け取った場合には、それを破棄する。
iii. カード券面に暗証番号を書き込まない。
iv. カードまたは法人会員アカウントに関する情報と共に、あるいはそのすぐ近くに暗証

番号を記録しない。
v. 暗証番号を誰にも知らせない。
vi. 暗証番号を指定する際には、氏名、生年月日、電話番号等、容易に類推可能なものを

暗証番号として選択しない。
vii. 暗証番号入力の際には、暗証番号を他人に見られることのないように十分注意する。

(e) 法人会員およびカード会員は、各暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の
注意をもって管理する責任があります。

(f ) カードもしくは法人会員アカウントを使用して購入または利用した物品、チケット、サービ
スその他を返品して、現金による返金を受領してはなりません。返品は、加盟店が同意し
た場合あるいは加盟店の義務である場合に、カードもしくは法人会員アカウントへの払
い戻しとして処理する方法で行うことができます。

(g) カードもしくは法人会員アカウントを使用して購入した物品・サービスの返品以外の理由
で、カードもしくは法人会員アカウントへの払い戻しをすることはできません。

(h) 法人会員は、自らの法人会員アカウントについて全額を支払うことができるという確信の
ない場合は、カードもしくは法人会員アカウントのいずれについても使用してはなりませ
ん。

(i)  法人会員の会社更生もしくは特別清算等の申立てがなされた場合、法人会員の会社更
生、特別清算等についての決議がなされた場合、あるいはその資産についての管財人、
清算人等が指名された場合は、法人会員はカードおよび法人会員アカウントの使用を直
ちに中止し、当社に通知するものとします。

(j) 法人会員は、当社がいかなるカード利用についても理由を提示することなく、あるいは事
前の通知をせずに承認しない権利を有すること、およびかかる非承認に起因する法人会
員その他のいかなる損害についても、当社は一切責任を負わないことに同意するものと
します。

(k) 法人会員は、日本の法令、またはカードもしくは法人会員アカウントを使用する国あるい
は物品・サービスが提供される国の法令で禁止されている物品・サービスの購入等、違法
な目的のためにカードおよび法人会員アカウントを使用してはなりません。

(l) 法人会員は、その知る限りにおいて、かつ法で認められる範囲で、カード会員の居住地そ
の他の情報を当社に提供すること、ならびに、カードまたは法人会員アカウントの使用に
関する調査およびカード会員に対するカード利用代金等の取立てについて、当社に協力
することに同意するものとします。本第(l)項は、カードが解約された場合または本契約が
終了した場合も有効に存続するものとします。

(m) カード会員による使用の有無にかかわらず、カードはいかなる時も当社の所有に属しま
す。

(n)  法人会員は、本契約およびカード会員規約の定めに従って、カード会員がカードを法人
会員の業務目的で使用すること、すなわち業務目的の旅行・接待等、あるいは業務の一
環としての消費その他を目的として、かつ法人会員が定めるポリシーおよび手続きに
則って行う物品・サービスの購入に係る加盟店への支払に使用するよう、指示するもの
とします。ただし、カード会員のカード使用目的が法人会員の業務目的であるか否かに
かかわらず、法人会員は、本契約第５条(a)に定める支払責任に従って、当該利用につい
て当然に支払義務を負うものとします。

(o)   法人会員が別途申し込み、当社がそれを認めた場合、法人会員は、カード会員がアメリ
カン・エキスプレスのロゴがある自動現金支払機を使用して現金を引き出す「コーポ
レート・エキスプレス・キャッシュ」サービスを利用することができます。その場合、法人
会員は当社が別途定める「コーポレート・エキスプレス・キャッシュ利用規約－法人会員
用－」に従うものとします。

第４条 （支払）
(a)  法人会員は、法人会員アカウントに関して生じたすべてのカード利用代金等を、当社が

カード会員アカウントまたは法人会員アカウントごとに毎月作成するご利用代金明細書
に指定する支払期日までに一括して支払うものとします。

(b) 当社と別途合意のある場合を除き、法人会員の本条に基づく支払は、毎月、当社が指定す
る支払期日に法人会員の銀行預金口座からの自動振替の方法で行われるものとします。
ただし、法人会員は、カード利用代金等を各カード会員別に各カード会員の銀行預金口
座からの自動振替の方法で支払を行う個別支払方式（以下「個別支払方式」といいます）
を選択することができます。なお、当社指定日に自動振替ができなかった場合には、一部
金融機関との約定に基づき、指定日以降再度全額または一部を自動振替することができ
るものとします。

(c) 法人会員が個別支払方式を選択する場合、当社は、本条(a)項にかかわらず、カード会員
ごとに原則として毎月、ご利用代金明細書を作成のうえカード会員規約に定める方法で
各カード会員に送付またはその閲覧・確認に供するものとします。

(d) お支払いいただく金額は、当社がそれを受領し処理する時点で法人会員アカウントまた
はカード会員アカウントへ入金されたものとみなします。法人会員が銀行口座自動振替
以外 の 方 法を選 択し、当 社 がそれを認 め た 場 合、お 支 払 い が 当 社 に到 着 するまで の 時
間、および当社がそれを決済処理するために要する時間は支払方法、システム、利用決済
機関により異なります。また、休日等の当社もしくは決済機関が営業しない日を考慮のう
え、法人会員（またはカード会員）は支払期日前に十分な余裕をもって支払うものとしま
す。

(e) 法人会員およびカード会員は、当社が事前に認める場合を除き、ご利用代金明細書に記
載する請求金額を減額して支払うことはできません。法人会員が加盟店等と紛議中また
はその予定である金額がご利用代金明細書に含まれている場合でも、全額を支払う義務
があります。ただし、正しくない、または紛議中であるカード利用代金等がある場合、かつ
法人会員の要請があった場合は、当社が調査する間、または法人会員が紛議を解決する
までの間、当社は該当する金額を一時的に請求保留とすることができます。紛議が解決し
て法人会員に支払義務がない場合は、当社は該当する請求金額を正式に取り消すものと
し、取り消したカード利用代金等は翌月のご利用代金明細書で確認することができます。

(f ) 法人会員は、第５条(a)i(2)のいずれかに該当する場合は、当該カード会員がご利用明細
書に指定する支払期日までに当該カード利用代金等の支払いをするよう指示するものと
します。

(g) 第5条(a)i(2)のいずれかに該当する場合であっても、法人会員がカード利用代金等を当
社に支払ったときは、支払い済みのカード利用代金等は返金しません。

(h) 支払期日後の支払い、一部のみの支払い、または紛議中の金額の決済等については、当
社は自己の裁量でそれを認める場合があります。当社がそれを認めた場合も、全額につ
いての請求権をはじめとする本契約および法令に基づく当社の権利を放棄するものでは
なく、また、本契約を変更することについて当社が同意することを意味するものではあり
ません。全額決済に不足する金額の支払を認める場合、当社は、適当と認める順序および
方法により充当することができます。

(i) 当社が別途書面で同意する場合を除き、本契約に基づく支払はすべて日本円で行うもの
とします。

第５条 （支払責任）
(a) コーポレート・カードの場合、法人会員に対して、以下のいずれかの支払責任を当社が指

定するものとします。
i. 限定条件つき連帯責任：法人会員は、各カード会員のすべてのカード利用代金等につ

いて、カード会員と連帯して支払責任を負います（不正利用額についての支払責任に
関する本条第（ｃ）項の定めに従います。）。ただし、

(１) 「コーポレート・エキスプレス・キャッシュ」の利用に係るカード利用代金等につい
ては、法人会員がその一切の支払責任を負うものとします。

(２) 法人会員は、次のいずれかに該当するカード利用代金等については、支払責任を
負わないものとします。（本第(2)号は「コーポレート・エキスプレス・キャッシュ」
の利用にかかるカード利用代金等には適用されません。）

① カード会員の私的な目的によるものであり、かつ、正当な事業上の目的のため
の利益を何ら法人会員にもたらさなかったもの、または

② 法人会員からカード会員への経費処理および還付がすでに終わっているもの。
ii. 会社責任：法人会員は当社に対して、法人会員アカウントに関して発生するカード利

用代金等の一切について支払責任を負います（不正利用額についての支払責任に関
する本条第（ｃ）項の定めに従います。）。

(b) ビジネス・トラベル・アカウントまたはコーポレート・パーチェシング・ソリューションの場
合、カード利用代金等の一切の支払責任は法人会員が負うものとします。

(c) 次のいずれかに該当する場合を除き、法人会員はカードまたは法人会員アカウントに関
して発生する不正利用額について責任を負わないものとします。
i. 法人会員またはカード会員が本契約（特に「カードおよびアカウントの利用」に定める

事項）に違反する行為を行った場合（法人会員またはカード会員がカードまたは暗証
番号を他人に渡した場合を含むが、これに限られません。）この場合、法人会員は一切



するものとします。請求先住所が日本国外である場合、当社は追加の管理手数料を請求
できるものとします。

(g) 当社が本契約に基づき送付する通知等はすべて、送付した日の7日後に法人会員が受領
したものとみなすことができます。法人会員がそれ以前に実際に受領した場合は、その限
りではありません。

(h) 本契約に基づき必要な当社への通知等は、以下の住所宛に送付していただきます。
〒105-6920　東京都港区虎ノ門4-1-1
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド法人事業部門

第８条（加盟店でのショッピング）
(a) 法人会員およびカード会員は、カード会員規約に基づき、カードを利用して加盟店で商品

等の購入、役務の提供等を受けることができます。
(b) 法人会員およびカード会員は、カード会員規約に基づき、加盟店に対して、定期的に発生

するカード利用代金等を法人会員アカウントまたはカードに請求することを認めることが
できます。

(c) 法人会員は、当社または当社の加盟店業務委託先と加盟店との間の加盟店契約の内容
に従い、加盟店でのカード利用による取引の結果発生した加盟店の法人会員またはカー
ド会員に対する債権を、（1）当該加盟店から直接もしくは第三者を経由して当社に対して
譲渡されること、または、（2）法人会員もしくはカード会員からの委託に基づいて当社が
立替払いをすることについて、あらかじめ承諾します。また、法人会員は、上記（１）の譲渡
に際し、加盟店に有する抗弁（同時履行の抗弁、相殺の抗弁、無効・取消し、解除の抗弁、
消滅時効の抗弁その他の抗弁を含むがこれらに限られません。）を主張しないことをあら
かじめ承諾するものとします。

第９条 （加盟店との紛議・誤請求その他）
(a)  法人会員は、加盟店との間で何らかの紛議が生じた場合には、加盟店に対して直接申立

て等をするものとします。法人会員は、かかる申立てその他、加盟店との紛議を理由とし
て当社への支払を留保することはできません。

(b)  法人会員は、ご利用代金明細書が正確であるかどうかについて確認する責任を負いま
す。紛議の対象であるカード利用代金等について当社に速やかに通知いただいた場合、
当社は合理的と判断する範囲で法人会員に協力するものとします。加盟店が特定のカー
ド利用代金等について払い戻しの処理をしたときは、当社は受領し次第、該当する法人
会員アカウントにおける払い戻しとして調整します。紛議が速やかに解決せず継続すると
きは、当社は紛議中の金額について一時的に請求保留とすることに同意する場合があり
ますが、その場合も、法人会員はかかる金額を控除した請求金額全額を支払う義務があ
ります。当社が法人会員の要請に基づき物品・サービスの販売者に対して償還請求する
ことに同意した場合、法人会員は、当該物品・サービスの拒否または償還請求に起因して
当社に対して申し立てられる請求申立てその他のすべてについて、当社に賠償すること
に同意するものとします。

( c )  法 の 要 請 のある場 合を除き、カードもしくは 法 人 会員アカウントを利 用して得 た 物 品・
サービスの瑕疵について、または加盟店のカード利用の拒否について、当社は一切責任
を負いません。

(d) 法人会員が不正利用額について申し立てる場合、法人会員は当社の要請に従って、警察
の被害届受理書、供述書その他の確認書面を当社に提出していただきます。法人会員は
かかる申立てをする場合、当社が法人会員より入手する情報もしくは調査の対象である
情報を警察その他の調査機関等に開示することについて同意するものとします。また法
人会員は不正利用額の申し立てに関連して、当社および警察に合理的な範囲で情報提供
その他の協力をすることに同意するものとします。

(e) 法人会員が定期的に発生するカード利用代金等を法人会員アカウントまたはカードに請
求することを認めた場合は、法人会員は、カードの再発行または解約に際しては、定期的
に発生するカード利用代金等の支払または物品・サービスの提供が滞りなく行われるよ
うに、自己の責任で加盟店に連絡のうえ、加盟店に対し更新されたカードの情報または
代替となる支払方法についての情報を提供するものとします。法人会員およびカード会
員は、解約されたカードまたは法人会員アカウントに発生する定期的に発生するカード
利用代金等について、本規約第5条に従って支払責任を負います。また、法人会員は、定
期的に発生するカード利用代金等を法に基づき、または加盟店との契約内容に基づき停
止する場合は、加盟店への書面による通知その他加盟店が定める方法で手続きをしてく
ださい。以上の規定にかかわらず、法人会員は、当社から一部の加盟店（その決済代行機
関等を含む。）に対して、法人会員に代わり、会員番号・有効期限の変更およびカードの無
効情報を通知する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

(f )  特定のカードまたは法人会員アカウントを利用して購入できる物品・サービスの種類等
に何らかの制限を設けることについて当社が同意した場合、当社はかかる制限を適用す
るよう合理的な範囲で努力する義務を負うものとします。その場合でも、該当するカード
利用代金等についての法人会員の支払責任には如何なる変更もありません。売上処理を
電磁的に行わない加盟店、事業内容について不正確な情報を当社に提出した加盟店等
をはじめとする一部の加盟店では、当社がカードまたは法人会員アカウントの利用を制
限または拒否することができません。当社のシステムおよび加盟店管理においては、加盟
店の分類等は加盟店が自己申告する事業内容情報に基づき行われます。

第10条
（カードの紛失・盗難、法人会員アカウントの不正使用）

(a) 次のいずれの場合も、法人会員またはカード会員は直ちに、当社ホームページ等に記載
の当社電話番号等（または当社が法人会員もしくはカード会員に随時連絡するその他の
番号）に連絡するものとします。
i. カードを紛失した、または盗難にあった場合
ii. 更新カードまたは再発行カードがカード会員に到着しない場合
iii. 暗証番号を他人に知られてしまった場合
iv. カードまたは法人会員アカウントが不正に使用されている疑いがある場合
v. カード利用または法人会員アカウントの利用が正しく処理されていないと疑われる場合

のカード利用代金等について、本契約第5条(a)項または(b)項に従って、各カード会員
と連帯してまたは法人会員単独で負担していただきます。

ii. カードもしくは法人会員アカウントの盗難、紛失、または不正利用（以下「不正利用等」
という）が法人会員またはカード会員の行為に起因する場合、法人会員またはカード
会員が不正利用等に関与した場合、あるいは法人会員またはカード会員が不正利用
等から何らかの利益を得た場合。この場合、法人会員は一切のカード利用代金等につ
いて、本契約第5条(a)項または(b)項に従って、各カード会員と連帯してまたは法人会
員単独で負担していただきます。

iii. 法人会員またはカード会員が本条第(d) 項の定めに違反して、当社への通知および警
察署への届出が遅れた場合。この場合、法人会員は当社への通知以前に発生した不
正利用額のすべてについて本契約第5条(a)項または(b)項に従って、各カード会員と
連帯してまたは法人会員単独で負担していただきます。 

iv. 暗証番号を使用するカード利用において、カードの利用において暗証番号が使用さ
れた場合。この場合、法人会員はそのために生ずる一切のカード利用代金等につい
て、本契約第5条(a)項または(b)項に従って、各カード会員と連帯してまたは法人会員
単独で負担していただきます。ただし、暗証番号の管理につきカード会員もしくは法
人会員のいずれにも故意または過失がなかったことの証明があった場合はこの限り
ではないものとします。

(d) カードの盗難・紛失もしくは暗証番号を他人に知られた事実が発覚した場合またはその
疑いがある場合、あるいはカードもしくは法人会員アカウントが不正に利用されていると
疑われる場合、法人会員は直ちにその旨を当社に通知するとともに、警察署に届出るもの
とします。

(e) いずれかのアカウント利用者またはカード会員に認めていたカード利用代金等を発生さ
せる権限が終了した場合、法人会員は直ちに当社に通知するものとします。カード会員ま
たはアカウント利用者が法人会員のために経費を使う権限を失った日以降、当社が法人
会員からその旨の通知を受領する日までに発生したカード利用代金等については、法人
会員がその一切の支払責任を負うものとします。

(f ) 法人会員は、退職、カード会員資格の取り消し、本契約の終了その他の理由によりカード
利用代金等を発生させる権限を失った者について、当該個人に発行されたカードを回収
し破棄するよう最大限努力するものとします。ただし、カード会員規約に従って、退職後も
カード会員資格が継続される場合はこの限りではありません。

(g) 法人会員は、カード会員に対して、カードの使用に関する経費処理を速やかに、少なくと
も毎月一度行うことを指示するよう最大限努力するものとします。

(h) 法人会員は、カード会員に対して、カードは法人会員が定めるポリシーおよび手続で認め
られる用途に限って使用すること、およびカードの不正利用については直ちに当社に通
知することを周知徹底することに同意するものとします。

第６条 （アカウント利用可能枠）
(a)  当社は自己の裁量で、法人会員のいずれかの法人会員アカウントについて、または法人

会員もしくはその関連会社が当社もしくは当社の関連会社との間で締結しているその他
のアカウントもしくは契約等と連結して、アカウント利用可能枠を設定することができるも
のとします。また、当社は自己の裁量でアカウント利用可能枠を変更することができるも
のとします。当社は、かかるアカウント利用可能枠の設定または変更をする場合は、事前
に、あるいは遅くとも同時に、法人会員に通知するものとします。

(b) 法人会員は、自己の法人会員アカウントについて、カード会員の利用を管理するための社
内規定等の導入、およびその他の方法により、アカウント利用可能枠を超えることのない
よう定期的に確認し、管理するよう最大限努力するものとします。

(c) 当社もしくは当社の関連会社が財務上のリスク管理および法遵守のために必要であると
合理的に判断し、当社が法人会員に要請した場合、法人会員は財務情報およびその他の
法人会員の事業に関連する情報を速やかに当社に提供するよう最大限努力するものとし
ます。当社は、提供された情報を当社の関連会社と共有し、利用することができるものと
します。

(d) 法人会員およびカード会員は、アカウント利用可能額の設定がある場合の超過利用額を
含め、一切のカード利用代金等について本契約に従って支払責任を負うものとします。

第７条 （通知等）
(a)  当社は、本プログラムに関連してご利用代金明細書、通知、報告、およびその他の連絡を

法人会員にする場合、郵便、Eメール、またはその他のオンライン・サービスを利用する方
法で行います。ただし、コーポレート・カードに関するご利用代金明細書は、カード会員規
約に定める方法で確認できます。

(b) 当社の法人会員への通知等および法人会員から当社への通知等は、管理責任者を通じて
行うものとし、法人会員はそれが自己へのあるいは自己の有効な通知等であることに同
意するものとします。当社は管理責任者から受け取る指示、同意、および情報を法人会員
のものであるとみなすことができるものとします。また、当社からカード会員への、または
カード会員から当社への通知等は管理責任者または連絡担当者を通じて行うことができ
るものとし、その場合、法人会員はかかる通知等を当社またはカード会員のいずれか該
当する当事者に対して、直ちに提示するものとします。

(c) 法人会員は、法人会員に係る法人名、Eメールアドレス、住所、電話番号、代表者、管理責
任者、連絡担当者、支払口座または支払方法その他当社に届け出た事項に変更が生じた
場合は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。法人会員から得た住所ま
たは電話番号を使用して行う当社の通知等が、宛先不明等の理由で法人会員に到着しな
い場合または差し戻された場合、当社は法人会員に本契約の重大な違反行為があったと
みなすことができるものとし、正しい連絡先情報が得られるまで当社は法人会員への通
知等の送付を停止することができるものとします。

(d) ご利用代金明細書その他、当社が電磁的な方法で行う通知等は、Eメールの場合は当社
が送信した日に、またオンライン・サービスを利用して掲載する通知等の場合は、法人会
員のアクセスの有無にかかわらず当社が掲載した日に、受領されたものとみなします。

(e)  法人会員は、送付されるはずのご利用代金明細書が届かない場合、またはオンライン・
サービスでご利用代金明細書にアクセスすることができない場合、当社に連絡のうえ請
求金額を確認するものとします。

(f ) 法人会員は、当社に届け出たその他の情報に変更がある場合も当社に通知するものとし
ます。また法人会員は、当社が要請するとき、あるいは法令上の必要があるときは、本プロ
グラムもしくは特定のカード会員アカウントに関する追加情報および補足書面等を提供



(b) 法人会員は、カードおよび法人会員アカウントの不正使用についての当社による管理に
協力するため、当社が合理的な範囲で要請する場合には、所轄警察署の被害届受理書そ
の他の文書を当社に提出することに同意するものとします。また、法人会員は、法人会員、
管理責任者、アカウント利用者、オンライン・サービス指定社員、およびカード会員の本プ 
ログラムに係る行為に関して、当社が関連官庁に情報を提供する場合のあることについ
て同意するものとします。

第11条 （オンライン・サービス）
(a) 法人会員は、オンライン・サービスの利用について、法人会員が適当と認めるオンライン・

サービス指定社員のみが、指定されたIDおよびパスワードを使用して当社のウェブサイ
トより利用することに同意するものとします。オンライン・サービスのかかる管理を徹底
するため、法人会員は合理的な管理施策を実施するものとします。

(b) 法人会員は、オンライン・サービスを正しく利用するために、必要なシステム、ソフトウェ
ア、コミュニケーション・ツール等を自己の責任で導入し、管理するものとします。法人会
員のソフトウェア、機器、コミュニケーション・ツール等の費用について、当社は一切責任
を負いません。

(c) 本契約の発効前であるか発効後であるかに関係なく、当社が法人会員に対してソフトウェ
ア提供者を紹介した場合、当社は、明示するか否かにかかわらず、第三者である当該提供
者が法人会員に提供するソフトウェアの機能性および信頼性について何ら保証するもの
ではありません。また、当該提供者によるサポート業務もしくはアップグレード・サービス
に関して、その利便性、品質、および提供期間についても何ら保証するものではありませ
ん。さらに、法人会員は、第三者が提供するソフトウェアの品質、商品性、または特定の目
的に対する適合性について、当社が一切の責任を負わないことを認め、同意するものとし
ます。法人会員は、かかるソフトウェアの使用に起因する損害その他いかなる点について
も、当社に請求しないことに同意するものとします。

(d) 本条第(a) 項に定めるオンライン・サービス利用のための指定I Dおよびパスワードは、オ
ンライン・サービス指定社員ごとに指定される機密情報です。法人会員は、当該指定I D・
パスワードが他者と共有されたり、他人の目に触れるおそれのある場所に記録されたり
することのないように徹底するものとします。法人会員、オンライン・サービス指定社員、
もしくはその他の者によるオンライン・サービスの誤用、不正使用について、また法人会
員による指定I D・パスワードの保全管理が不十分であることを原因とする機密情報の漏
洩について、当社は一切の責任を負わないものとします。

(e) 当社は、いつでも、オンライン・サービスの終了、改定、使用の一時中止をすることができ
るものとします。当社は、オンライン・サービスの終了もしくは一時中止する場合、本契約
第17 条（本契約の変更）の規定に従い、法人会員に対して事前に通知するものとします。
ただし、保全上必要な場合、当社が管理不能な場合、または不正使用もしくは本条で定め
るオンライン・サービス利用条件の違反行為がある場合はこの限りではありません。

(f ) 当社は、ご利用代金明細書をオンライン・サービスに掲載した場合には、合理理的な範囲
でその旨を法人会員に対して通知しますが、法人会員は、定期的に、各請求期間ごとに自
ら確認する責任を負うものとします。

(g) オンライン・サービスの利用については、前各項に加え、当社ウェブサイトにおいて定め
るウェブサイト利用規約が適用されます。

第12条 （一時停止）
当社は、カードもしくは法人会員アカウントの不正使用の疑いがある場合、カードもしくは法
人会員アカウントに係る支払の遅延が予測される場合、またはその他の理由に基づき、カー
ドもしくは法人会員アカウントの利用を直ちに一時停止することができるものとします。かか
る一時停止の場合も本契約は引き続き有効であり、法人会員およびカード会員は、法人会員
アカウントもしくはカードについて発生したカード利用代金等のすべてについて支払責任を
負うものとします。

第13条 （外貨建てのカード利用代金等）
(a) カード利用代金等が日本円以外の通貨で生じた場合には、American Express Exposure 

Management  Ltd（.   以下「AEEML」）が日本円に換算します。この換算は、アメリカン・
エキスプレスにおけるカード利用代金等の処理日に行われ、当該カード利用代金等のア
メリカン・エキスプレスへの提出時期により実際のカード利用日と異なることがあります。

(b)  前項の円換算に際しては、カード利用代金等が米ドル以外の外貨建てで生じた場合に
は、米ドルを介しての円換算、すなわちカード利用代金等を一旦米ドルに換算後これを
円換算します。また、カード利用代金等が米ドル建てで生じた場合には、直接円換算しま
す。法人会員は、AEEMLによる円換算に際しては、法令により特定の換算レートの適用が
義務付けられている場合、または協定もしくは現地の慣例により当該カード利用代金等
に関して特定の換算レートが使用される場合を除き、AEEMLが日本国外で所有し管理す
るアメリカン・エキスプレス財務システムを利用し、換算日の前営業日における主要な外
国為替相場情報から選択した銀行間レートを基に、下記料金表に記載する、あるいはそ
の他の方法で当社が通知する外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用する（ただし、
米ドルを介しての円換算の場合、当該手数料が重複して課せられることはありません。）
ことを理解し、同意するものとします。この外貨取扱手数料はAmerican Express Travel 
Related Services Company, Inc. もしくはその関連会社の収益となります。

(c) 法人会員は、法令により特定の換算レートの適用が義務付けられている場合を除き、カー
ド利用代金等がアメリカン・エキスプレスに提出される前に第三者により換算される場
合、適用される換算レートは当該第三者が決定すること、および当該第三者が定める手数
料を含む場合のあることを理解し、同意するものとします。

(d) ①外貨建てのカード利用が取り消された場合の取消されるべき金額の円換算、および② 
付加価値税の還付金の円換算は、アメリカン・エキスプレスが当該処理を行う期日を換算
日として、前3項の規定に準じるものとします。

(e) 本条(a) 項から(c) 項までの規定にかかわらず、一部の海外加盟店でのカード利用に際し
て、加盟店から外貨建ての利用金額とともに、加盟店が独自に定めるレートにより換算し
た円建ての利用金額の提示がある場合において、カード会員またはアカウント利用者が
円建ての利用金額によることを選択したときは、当該円建て金額をカード利用代金等と
して請求します。なお、かかる場合において、カード会員またはアカウント利用者が当該
カード利用を取り消した場合、取消金額は外貨建てで生じることがあり、その場合取り消
すべき金額の円換算は前４項に従います。

第14条 （手数料等）
(a)  法人会員アカウントおよびカードについてお支払いいただく手数料等は、下記料金表に

記載のとおりです。
(b) 法人会員が当社から追加サービスの提供を受けることを選択する場合、該当するサービ

ス手数料等を請求する場合があります。金額は、かかる追加サービスの提供に同意され
るときに提示します。

(c) 『メンバーシップ・リワード』プログラムに参加する場合のプログラム年会費その他、カー
ド会員規約に定めのないサービスを提供する場合には別途手数料等を請求する場合が
あります。

(d) 当社は、本契約第17条（本契約の変更）に従って下記料金表の変更を行うことができるも
のとします。

(e) お支払いいただく金額が支払債務の全額を完済させるに足りない場合、法により禁止さ
れる場合を除き、未払いの金額の他、当社が定める追加手数料および合理的な範囲で回
収および法的処置に要した費用を負担していただきます。追加手数料を定める場合は、
下記料金表に記載します。

第15条 （遅延損害金）
お支払いいただく金額が法人会員アカウントもしくはカード会員アカウントの支払債務の全
額を完済させるに足りない場合、当社は該当する法人会員アカウントもしくはカード会員ア
カウントの利用を一時停止または取り消す権利を有するものとし、また、支払遅延金額に対し
て以下の方法で遅延損害金を請求するものとします。
• ご利用代金明細書において請求金額合計額として記載される金額が指定支払期日までに

完済されなかった場合、未払額は支払遅延金額として認識されます。
• 翌月以降のご利用代金明細書において、支払遅延金額に対する遅延損害金を記載のうえ、

請求します。
• 支払遅延金額として記載される金額は、未払いの遅延損害金を含む場合があります。
• 遅延損害金は下記料金表に記載の料率で算定のうえ、負担していただきます。

第16条 （契約期間・契約の終了）
(a) 本契約は、法人会員が法人会員基本申込書に署名捺印した日に発効し、本条第(b)項およ

び第(c)項を条件として、いずれかの当事者が3ヶ月前までに他方当事者に対して通知を
して解約するまで有効とします。ただし、本契約第2条第(a)項に基づく当社の審査の結果
法人会員アカウントが開設されない場合は、本契約はその決定の時点で終了するものと
します。

(b) 当社もしくは法人会員のいずれかが破産、支払不能、民事再生、会社更生または特別清算
の申し立て、または事業の停止のいずれかに該当する場合、他方当事者は当該当事者に
対して通知をすることにより、有効期間中であっても直ちに本契約を終了し、あるいはす
べての法人会員アカウントを解約することができるものとします。

(c) 法人会員が本契約または当社もしくは当社の関連会社とのその他の合意事項に重大な
違反をした場合、または法人会員アカウントもしくはカードにおける不正利用等もしくは
与信リスクが当社が許容できない程度である場合、当社は、通知により直ちに本契約を終
了し、あるいは該当する法人会員アカウントを解約することができるものとします。

(d) 法人会員もしくは法人会員の関連会社、またはそれらの役員、従業員等のいずれかが、第
31条第(a)項各号のいずれかに該当した場合、同条第(b)項各号のいずれかに該当する行
為をした場合、または同条の法人会員による表明・確約が虚偽の申告であることが判明し
た場合であって、法人会員との契約を継続することが不適切であると当社が認めたとき
は、当社は、通知により直ちに本契約を終了し、すべての法人会員アカウントを解約するこ
とができるものとします。

(e) 法人会員、その役員または従業員等が当社（当社が業務委託する者を含みます。）の従業
員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他の当該従業員の安全や精神衛生等を害す
るおそれのある行為をした場合（第三者を利用して行った場合を含みます。） 、当社は通
知により直ちに本契約を終了し、すべての法人会員アカウントを解約することができるも
のとします。
① 暴力、威嚇、脅迫、強要
② 暴言、性的な言動、セクハラ行為、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
③ 人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
④ 長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
⑤ 金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通

念に照らして著しく不相当と認められる要求
(f ) 本契約が理由の如何にかかわらず終了した場合、当社はすべての法人会員アカウントお

よびカードの利用を停止します。この場合、法人会員は、未請求分を含むすべてのカード
利用代金等および本契約に基づく当社に対するその他の債務の一切について、直ちに弁
済するものとします。当社に対する支払債務が完済されるまで法人会員アカウントは閉鎖
されません。また、法人会員アカウントが解約もしくは利用停止された場合も、弁済され
ない支払債務については遅延損害金その他、該当する手数料が加算請求されます。

(g) 合理的な範囲で未払い債務の回収に要した費用（弁護士費用を含むが、それに限られな
い。）については、法により禁止される場合を除き、法人会員に負担していただきます。

(h) 当社は、カード会員規約の定めに従い、自己の裁量でいつでも、いずれのカードについて
も通知をすることなくカード会員のカード利用の一時停止を含む利用制限または会員資
格の取消しをすることができるものとします。

(i)  法人会員がカード会員の退会を届け出た場合において当該退会に関して当社に苦情等
の申立てがなされたときは、法人会員が一切の責任を負うものとし、かかる申立てに起因
する、または関連するすべての手続および請求について当社に賠償するものとします。

第17条 （本契約の変更）
(a) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変

更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必
要があるときは法人会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによっ
て、本規約を改定することができます。なお、第ii号に該当する場合には、当社は、定めた効
力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。



i .  改定の内容が会員の一般の利益に適合するとき
ii. 改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相

当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(b) 当社は、前項に基づくほか、法人会員に対し変更日の3 0日前までに通知することによっ

て、本契約を変更することができるものとします。この場合、当該通知の後に法人アカウン
トの利用をもって法人会員の変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって
法人会員アカウントにおいて当該変更日以降に発生するカード利用代金等のすべてにつ
いて、変更後の規約が適用されるものとします。

(c) 当社は、カード会員規約をその定めるところに従って変更できるものとします。かかる変
更にかかわらず、法人会員はカード利用代金等の一切について本契約第5条（支払責任）
に従って責任を負うものとします。

第18条 （機密保持）
(a) 当社および法人会員は、一方当事者が相手方当事者に開示または提供するその事業もし

くは企業に関する秘密情報およびその他の情報をすべて機密情報として取り扱い、厳に
機密を保持するものとし、本プログラムの遂行に必要な場合、本契約に別段の定めがあ
る場合、または両当事者が書面により別段の合意をした場合を除き、第三者（当社の関連
会社を除く）に対して開示しないものとします。

(b) 当社および法人会員は本契約を機密情報として取り扱い、事前に相手方当事者の書面に
よる同意を得ることなく、本契約の内容のいかなる部分についても第三者（当社の関連会
社を除く）に開示しないものとします。ただし、裁判所もしくは監督官庁の命令その他、法
の要請のある場合はこの限りではありません。

(c) 当社は法人会員の事前承認を得た場合には、法人会員がアメリカン・エキスプレスの顧
客である事実を広報・マーケティング活動において開示することができるものとします。

(d) 本契約が終了した場合も、本条の定めは有効に存続するものとします。

第19条 （責任の制限）
(a)  本契約のその他の定めにかかわらず、当社およびその親会社、子会社、関連会社、代理

人、従 業員、もしくは 代表 者は、いか なる場 合も、本契 約に関 連して生じる間接 的、派 生
的、特別的、懲罰的、もしくは付随的な損害、または逸失利益のいずれについても、賠償責
任を負わないものとします。

(b) 法の要請のある場合を除き、当社は以下の事項に関連して生じる損害について一切の責
任を負わないものとします。
i. カードもしくは法人会員アカウントの利用の加盟店による拒否または承諾の遅延、ま

たはかかる利用もしくは利用の承諾について加盟店が条件を課した場合
ii. カードもしくは法人会員アカウントを利用して購入した商品・サービス、またはその配

送（遅延または未達を含む。）
iii. 商品・サービスの自動販売機、または現金その他の自動支払機におけるカードの使用
iv. カードもしくは法人会員アカウントを利用して行われる取引についての当社による承

認の拒否（カードに附帯する特典の提供の差止めを含む。）
v. オンライン・サービスにおいて届け出られた情報の不備または不正確（Eメールアドレ

スの変更もしくは不備、連絡通信システムの不具合または中断を含むが、理由の如何
を問わない。）

第20条 （不可抗力）
法人会員、当社、または当社の委託業者およびライセンス許諾者のいずれも、自然災害、政府
の介入、停電、通信・衛星その他のコミュニケーション・ネットワークの障害、不正アクセスも
しくは盗難、テロ行為、労働争議、ストライキなど、当事者の合理的な支配の及ばない事態に
おける本契約の不履行もしくは履行の遅延（支払義務は除く）については責任を負わないも
のとします。本契約が終了した場合も、本条の定めは有効に存続するものとします。

第21条 （譲渡）
(a) 当社は法人会員に対して通知をすることなく、いつでも、本契約に基づく当社の権利およ

び債務を当社の関連会社もしくは非関連会社である第三者に譲渡、移転、または委託す
ることができるものとします。

(b) その場合、当社は法人会員、法人会員アカウント、もしくは本契約に関する情報（機密情
報を含む）を当該関連会社もしくは当該第三者に対して提供することができるものとしま
す。

(c) 法人会員は、事前に当社の書面による承認を得ることなく、本契約に基づく権利・債務お
よび本契約に基づくいかなる契約関係も、譲渡もしくは移転する、またはそれらを意図す
ることはできないものとします。本項に違反してなされた、もしくは意図された譲渡もしく
は移転は無効となります。

第22条 （適用法規および合意管轄）
(a) 本契約、本契約に基づく契約関係、および本契約に関するその他の事項のすべてについ

て、日本の法律が適用されるものとします。
(b) 本契約に関して生じる紛議、および債務に係る徴収手続のすべてについて、東京地方裁

判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条 
（法人会員アカウントに関する情報および情報の保護）

(a) 本契約第18条の定めにかかわらず、当社が法人会員に関する情報およびカードもしくは
法人会員アカウントの利用に関する情報を処理し、分析し、使用すること、および法人会
員の有効な購買規定等の施策に資するための報告書の開発、あるいはカード利用代金
等の承認業務に際しての不正利用の防止その他を目的として、かかる情報を他の情報源
から入手する情報と組み合わせることについて、法人会員は理解し、同意するものとしま
す。

(b) 当社は本契約の履行にあたり、個人情報を別紙に定める条件に従って収集し、取扱うも
のとします。

第24条 （相殺）
当社が法人会員に対して支払うべき債務がある場合、当社は、法人会員の本契約もしくはそ
の他の契約に基づく当社に対する支払債務に対して相殺をすることができるものとします。

第25条 （代位）
カードまたは法人会員アカウントを利用して購入した商品・サービスが加盟店またはサービ
ス提供者より提供されない場合、当社は、自己の裁量により、該当するカード利用代金等の金
額をカード会員アカウントまたは法人会員アカウントに払い戻しとして調整する場合があり
ます。その場合、法人会員は、当該加盟店またはサービス提供者に対する申立て等（支払不
能についての申立て、証明、および法的手続の管理、開始を含むがそれに限定されない。） を
法人会員の名において、ただし当社の費用負担にて行う代理人として当社に委任することに
同意するものとします。また当社が要請する場合は、法人会員が有するかかる申立て等を 行
う権利を当社に譲渡することに同意するものとします。

第26条 （外国為替、税金その他）
(a)  法人会員は、外国為替に関する法律、税法その他、法人会員アカウントもしくはカードの

利用に適用される法律をすべて遵守するものとし、非遵守の結果当社が被る損害の一切
について賠償することに同意するものとします。

(b) 特段の記載のある場合を除き、本契約に定める手数料その他の金額は税金を含みませ
ん。当社は該当する税金の全額または一部、および当社が決定するその他手数料を加算
して、法人会員アカウントもしくはカードに請求するものとします。ただし、かかる加算が
法により禁止されている場合はこの限りではありません。

(c) 税金の取扱いについては、以下の項目が適用となります。
i. 本条でいう税金とは、消費税、付加価値税、および本契約に関して課金されるその他

の税金を含みます。
ii. 本条でいう税金は、本契約に基づきお支払いいただく手数料その他と同時に請求い

たします。
iii. 当社にお支払いいただく手数料その他が源泉徴収の対象である場合は、法人会員は

源泉徴収のうえ、該当する金額を法の定める期間内に税務署に納めるものとします。
その場合、法人会員は税務署の正式な受領証を30日以内に、または実務上可能な範
囲で最も早い期日に、当社に提供するものとします。

(d) 本契約に関して当社もしくは法人会員に生じるその他の税金については、各当事者の自
己負担とします。

(e) 当社は、法人会員アカウントに関する管理情報等のデータを、当社が定める書式で法人会
員に提供する場合があります。ただし、当社はかかる情報について、法人会員が納税等の
法的な義務またはその他を目的として使用する場合の正確性、完全性、信頼性を保証す
るものではありません。

第27条 （当事者）
本契約は、当社および法人会員、またはそれらの承継人および譲受人に対してのみ拘束力を
持つものとします。

第28条 （権利の放棄）
当 社 が 本 契 約 に基 づく権 利 の い ず れ かを行 使しな かった 場 合も権 利 の 放 棄とは み なされ
ず、当社はかかる権利を本契約に従って行使することができるものとします。

第29条 （可分条項）
(a)  本契約のいずれかの条項が関連法令に抵触する場合、本契約の本来の主旨に最も相応

しい方法でかかる条項は修正され、または削除されたものとみなすものとします。
(b) 前項に基づき本契約が変更された場合、各当事者の権利および義務はかかる変更のうえ

存続するものとします。

第30条 （完全合意）
(a) 本契約および法人会員基本申込書に定める条件は、コマーシャル・カード・サービスに関

する当社と法人会員の間の完全なる合意事項であり、本契約以前になされた如何なる表
明および合意も無効とします。

(b) 本契約が、法人会員（もしくはその関連会社）と当社（もしくはその関連会社）が日本以外
におけるコマーシャル・カード・サービスの提供に関して締結した、または締結する基本
契約に基づいて合意される場合であって、本契約とかかる他の基本契約に相違があると
きは、日本における本プログラムについては本契約が優先されます。

第31条 （反社会的勢力でないことの表明および確約）
(a) 法人会員は、法人会員および法人会員の関連会社、ならびにそれらの役員、従業員等（以

下「法人会員等」という）が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特
殊知能暴力集団等またはテロリスト等その他これらに準じる者（以下総称して「暴力団員
等」という）に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来
にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(i) 　暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ii) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(iii)  自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目

的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する
こと

(iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている
と認められる関係を有すること

(v) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべ
き関係を有すること



(b) 法人会員は、法人会員等が自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当す
る行為を行わないことを確約いたします
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(iv)  風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社

の業務を妨害する行為
(v) その他前各号に準ずる行為

第32条（犯罪収益移転防止法等に基づく対応）
(a)  法人会員は、当社が犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯罪収益移転防止

法」といいます。）および同法に関連するガイドライン等に基づき行う、法人会員に関する
情報や具体的な取引の内容等の確認に関して、以下の事項に異議なく同意します。 
i. 当社から運転免許証その他の資料またはその写しの提示または提出を求められたと

きは、これに協力すること （当社から追加資料の提示または提出を求められた場合を
含みます。）

ii. 当社からカード利用の取引目的その他の取引内容等の確認を求められたときは、こ
れに協力すること 

iii.  前各号の場合について、当社から提示、提出または回答の期限の指定を受けたとき
は、正当な理由のない限り、期限内の対応を行うこと 

iv. 前各号の確認に対する法人会員の回答、具体的な取引の内容、法人会員の説明およ
びその他の事情を考慮して、当社が マネーロンダリング、テロ資金供与、または経済
制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、 カード利用の全部ま
たは一部が制限または停止されることがあること 

（b）法人会員は、外国の重要な公的地位を現在もしくは過去に有する者またはその家族（犯
罪収益移転防止法施行令第12 条第3 項各号に掲げる者であって、以下「外国PEPs」とい
います。） に該当する場合（入会後に該当することとなった場合を含みます。）は、その旨
およびその国名と職名を直ちに当社へ届け出るものとします。 

（c）法人会員は、外国為替および外国貿易管理に関する法令等により一定の手続が必要な場
合、当社の要求に応じこの手続を行うものとし、または日本国外でのカード利用の全部ま
たは一部の制限または停止に応じるものとします。

B.ビジネス・トラベル・アカウント (BTA)
特約条項

BTA用法人会員アカウントの開設を選択される場合、上記に加えて以下の条件も適用となり
ます。

(a) BTAの利用
( i )    当社はBTA利用申込みを承認した後、法人会員に対してBTA決済専用番号を交付する

ものとします。BTA利用に関し、当社は法人会員またはアカウント利用者のいずれに対
してもプラスチック・カードは発行いたしません。

(ii) 指定旅行代理店は、法人会員との合意事項および法人会員の指示に従って、アカウント
利用者によるBTA利用を承諾し、旅行代金等を法人会員のBTA決済専用番号を使用し
て請求するものとします。BTAを利用して決済した金額の取消もしくは払い戻しは、BTA
を利用して行う払い戻しの方法でのみ行うものとします。また、指定旅行代理店はBTA
の利用について、BTA決済専用番号を記入した売上票を当社に提出するものとします。
当社は法人会員と指定旅行代理店との間の如何なる合意にも関与しないものとし、ま
たかかる法人会員と指定旅行代理店の合意は、当社もしくは当社の関連会社が指定旅
行代理店、航空会社等との間で別途締結する契約には一切の影響を与えないものとし
ます。

(ii i )  法人会員は、旅行代金等の決済を目的として、かつ法人会員が定める社内関連規定に
従って、BTAを利用することに同意するものとします。

(iv) 旅行代金等の前払いにBTAを利用することはできません。
(v) 当社は売上票を受領後、法人会員のBTA用法人会員アカウントに請求もしくは払い戻し

の調整をするものとします。
(vi)  当社はBTA利用に関するご利用代金明細書を毎月作成し、法人会員に直接送付し、請求

するものとします。
(vii )  法人会員は、指定旅行代理店による旅行手配等はキャンセル手数料その他、指定旅行

代理店が別途定める条件が適用されることに同意するものとします。ただし、BTAの利
用およびカード利用代金等の取扱に関しては、本契約の条件が優先されるものとしま
す。

(viii) 法人会員は、当社所定の方法により追加のBTA決済専用番号を申し込むことができるも
のとします。

(b) 支払責任
(i) 法人会員は、BTA決済専用番号の管理についての全責任を負うものとし、指定旅行代理

店がBTAを利用して決済した金額の一切（不正利用額を含む）について支払責任を負う
ものとします。

(ii) 本契約第5条第(c)項の規定はBTAもしくはBTAの利用に係るいかなるカード利用代金
等にも適用されないものとし、不正利用額については如何なる場合も法人会員が支払
責任 を負います。

(iii) 指定旅行代理店によるBTAを利用して行う決済が、指定旅行代理店、航空会社、また他
第三者が負うべき義務に反する場合でも、法人会員が一切の債務についての責任を 負
うものとし、当社に対する法人会員の支払責任が免除されることはありません。BTAを
利用 して決済されたカード利用代金等について異議ある場合は、法人会員は指定旅行
代理店と直接交渉するものとします。

(iv) 旅行代理店、航空会社やその他のサービスの提供機関による行為、およびそれらの者
によって提供された商品やサービス、作成されたパンフレット等の内容に関する疑義・
紛議について、当社は一切責任を負わないものとします。かかる疑義・紛議に関し、法
人会員は旅行代理店等との間で解決をはかるものとし、これを理由に当社に対する支
払を留保することはできません。

(c)指定旅行代理店の変更
BTA決済専用番号は、法人会員が指定する指定旅行代理店について当社が承認した場合に
のみ交付されるものです。法人会員が指定旅行代理店の利用を中止したときは、当該指定旅
行代理店の利用に係るBTA用法人会員アカウントは解約されます。その場合、法人会員は当
該法人会員アカウントの未払い債務一切について、直ちに当社に支払うものとします。また、
当社が認める場合、新たな旅行代理店を指定してBTAの利用を申込むことができるものとし
ます。

C. American Express @ Work® 特約条項
本特約は、法人会員がAmerican Express @ Work®（以下「本サービス」という。）をご利用
いただく場合に適用されます。本特約において、アメリカン・エキスプレスとは、当社および
American Express Travel Related Services, Inc.を意味します。本特約は、本契約の一部
を構成します。本特約に定めのない事項は、本契約の定めに従うものとします。本特約の内
容と本契約の内容とが矛盾・抵触する場合は、本特約の規定が優先して適用されるものとし
ます。

１) 指定ユーザー
(a) 本 サービスの 利 用 は、法 人 会員が、管 理 責 任 者また は 連 絡 担 当 者 の 中 から指 定した 者

（以下「指定ユーザー」という。）に限られます。
(b) 法人会員は、本サービスのデータを保全する目的の一環で、指定ユーザーを限定および

アクセス権限を制限していることを理解し、また、当社「法人会員課」に通知した上で手
続きをするか、または「@ Workオンライン申し込み」上で手続きをする場合を除き、指定
ユーザーの変更または追加を行わないことに同意します。法人会員は、指定ユーザーに
本特約を遵守させるものとします。

(c) 本契約に規定されている責任の制限に加え、アメリカン・エキスプレスは、指定ユーザー
が適切な同意または承認を取得していないこと、あるいは指定ユーザー、法人会員、また
はその役員もしくは従業員の不正な行為（不正な申込を含む。）に関連した損失を含め、
指定ユーザーの行為または不作為によって法人会員またはその役員もしくは従業員（役
員または従業員であった者を含む。）に生じた損失または損害（結果的損害を含む。）につ
いて一切責任を負いません。

(d) 法人会員は、アメリカン・エキスプレスが、指定ユーザーによるすべての行為、指示または
通信（指定ユーザーによるアクセスキー設定を含む。）が不正、不完全、不正確または誤っ
て行われた場合であっても、適正に行われたものとして取り扱うことができ、法人会員を
拘束することを理解し、かつ同意します。法人会員は、アクセスキー等の情報を保護する
責任があり、また、承認されたものか不正なものかを問わず、アクセスキーを使って行わ
れたカードの申込について責任を負うものとします。アメリカン・エキスプレスは、指定
ユーザーによる行為、指示または通信を信頼して行動したことによって法人会員が被る
可能性がある損失、損害、費用または経費（直接的または間接的に生じたかどうかを問わ
ず）について一切責任を負いません。

(e) 管理責任者、連絡担当者は、法人会員アカウントおよびカード会員アカウントに関して、法
人会員に代わって行動することを法人会員から認められている者で、アメリカン・エキス
プレスは、管理責任者、連絡担当者から受け取るすべての書面および口頭での指示なら
びに情報に依拠することができます。指定ユーザーは、本契約に規定されている条件に
基づき、本サービスとして、次の各号に定める事項を行うものとします。ただし、第(v)号に
定める「グローバル・アプライ・フォー・カード(GAFC)」でのカードの申込手続きにおける
申し込みの承認については、管理責任者が指定ユーザーとして指定されている場合に限
り行うことができるものとします。
(i) 法人会員内のカードの利用状況の確認・分析のため、「@ Work レポーティング」で

各カード会員のカードの利用データまたはレポートの閲覧・抽出
(ii) 「一括請求書」の閲覧・ダウンロード。ただし、「一括請求書」が設定されている法人会

員に限る。
(ii i ) 法人会員アカウントおよびカード会員アカウントの管理・維持のため、「オンライン・

プログラム・マネジメント(OPM)」で、カードの解約、一時停止・一時停止解除、カー
ド会員の情報変更、カード会員のご利用代金明細書の閲覧・ダウンロード、または支
払い遅延情報の確認

(iv) 「レディ・レスポンス」で、直近のコーポレートカードの利用情報（位置情報)に基づ
き、役員・従業員の安否の確認

(v) 「グローバル・アプライ・フォー・カード(GAFC)」でのカードの申込手続き。カードの申
込状況の管理等の業務も含む。

(vi) 法人会員の新規指定ユーザー登録または既存指定ユーザーのアクセス権限の変更
（なお、法人会員課への電話または電子メールで連絡する方法でも行うことができ
る。）

(vii) 法人会員の役員・従業員に対する本サービスの利用促進
(f ) 当社は、法人会員からの指示に基づき、法人会員との間で個人データの取扱い等につい

て委託関係にある外国に所在する委託先に対して、カード会員の個人データを提供する
ことがあります。法人会員は、指定ユーザーが以下のことを行うことができるようにするた
めに、適用法（個人情報の保護に関する法律を含みます。）によって要求されるすべての
同意および承認を取得したこと、かつ開示を行ったことを表明および保証します。また、
法人会員は、カード会員の個人データを委託先に提供する場合における委託先の監督
や、外国に所在する第三者への個人データの提供の場合の情報提供（当社がその指示に
従い行うものを含みます。）など、個人情報保護法の要請に基づき、カード会員の個人情
報を適切に取り扱うことを表明および保証します。法人会員は、個人データの委託先が、
個人データの取扱いについて個人情報保護法の規定により個人情報取扱事業者が講ず
べきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個
人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備していることを保証します。
(i) 法人会員アカウントおよびカード会員アカウントの管理ならびに関連業務
(ii) 法人会員アカウントおよびカード会員アカウントの管理のために行う、法人会員の役

員・従業員、および法人会員の関連企業（アメリカン・エキスプレスのコマーシャル・
カード・サービスまたはプログラムに加入するものに限る。）の役員・従業員の個人情



報（氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号、カード番号を含むが、これらに限られ
ない。以下「従業員等の個人情報」という。）へのアクセスおよび従業員等の個人情報
の移転（国境を越えたアクセスおよび移転を含む。）

２) 指定ユーザー登録
本サービスにおいては、法人会員が本特約に同意の上、以下の方法で利用登録を申請し、ア
メリカン・エキスプレスがこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。
(i) @ Ｗｏｒｋオンライン申し込み

管理責任者が、法人を代理して、Web上の「＠Workオンライン申し込み」で手続きしま
す。

(ii) 法人アカウント開設申込時に当社で登録
法人アカウント開設申込時に、法人会員が希望する場合、「アメリカン・エキスプレス法人
会員基本申込書」に記載の管理責任者および連絡担当者を指定ユーザーとして当社で登
録します。

３) ユーザーIDおよびパスワードの管理
(a) 法人会員は、アメリカン・エキスプレスから各指定ユーザーに付与された本サービスの

ユーザーIDおよびパスワードを適切に管理する責任を負うものとします。指定ユーザー
は、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もし
くは第三者と共用することはできません。

(b) アメリカン・エキスプレスは、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致し
てログインされた場合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー本人による利用と
みなすことができ、当該利用によって生じた結果ならびにそれに伴う一切の責任につい
ては、法人会員に帰属するものとします。

(c) アメリカン・エキスプレスは、ユーザーIDおよびパスワードの使用または不正使用により
生じる損失または損害について、一切責任を負わないものとします。

４) ライセンスの権利および条件
(a)  本特約に従い、アメリカン・エキスプレスは、本契約の期間中に限り、各指定ユーザーに

対し、法人会員がアメリカン・エキスプレスと関連のある自社のデータを管理し、それに関
連したレポートへのアクセスまたは作成、および本特約に定めるカードに関する各種手
続きを行うことを唯一の目的として、アクセス権限を付与された本サービスにアクセスし
利用することができる限定的、譲渡不可、かつ非独占的ライセンスを付与するものとしま
す。

(b) アメリカン・エキスプレスは、本サービスに関する一切の権利（特許、著作権、営業秘密そ
の他の財産権を含むが、これに限りません。）を保持します。法人会員または指定ユーザー
のいずれも、@ Workをダウンロードすることはできません。また、本サービスの利用に際
し、アメリカン・エキスプレスは、指定ユーザーに対し、次に掲げる行為を禁止します。
(i) 本サービスから著作権またはその他所有権に関わる表示の削除すること。
(ii) 本サービスを第三者に対してサブライセンス、リース、賃貸、譲渡、移転または販売す

ること。
(iii) 本サービスを改変、修正、複製、拡張または改造すること。
(iv) 本サービスのリバース・エンジニアリング、変換、翻訳、逆コンパイル、逆アセンブル

または他のソフトウェアもしくは素材への結合を試みること。
(v) その他の方法で、本サービスから二次的著作物を生成する、または生成しようと試み

ること。
(c)前項の規定にかかわらず、指定ユーザーは、選択した本サービス内容に基づき、該当する

場合は、JAVAアプレットをダウンロードすることができ、また本サービスにより指定ユー
ザーが作成したレポートをダウンロード、保管または結合することができます。アメリカ
ン・エキスプレスは、本サービスにより作成されたすべてのレポートの様式および配置に
関して、すべての財産権を保持します。本特約で許諾された本ライセンスは、法人会員ア
カウント契約の終了時に、終了するものとします。

５) 法人会員の義務
法人会員は、本サービスに関するすべての適用法（技術または個人データの海外流出に関す
る法律を含みますが、これに限りません。）を遵守するものとします。法人会員は、本サービス
において法人会員が必要な権利を有するコンテンツおよびデータのみを利用するものとし
ます。

６) 契約の終了
(a) いずれの当事者も、相手方当事者に30日前に書面で通知することにより、理由の如何を

問わず、本ライセンスを解除することができます。ただし、以下の場合、アメリカン・エキス
プレスは、法人会員に書面で通知することにより、直ちに本ライセンスを解除することが
できます。
(i) 法人会員が、本契約に基づき支払期日までに該当する料金の支払いを怠った場合
(ii) 法人会員または指定ユーザーが、本特約に規定されている義務に違反した場合
(iii) 法人会員または指定ユーザーが、本契約に規定されているその他の条件に違反した

場合
(b) 法人会員は、理由を問わず、本契約の満了時または終了時に以下のことを行うものとします。

(i) すべての指定ユーザーに本サービスの利用を中止するよう直ちに要請すること
(ii) 本契約の満了日または終了日までに発生した未払いの料金を遅滞なく支払うこと
(iii) 本契約の満了または終了後15日以内に、法人会員およびその指定ユーザーは、当社

に対し、法人会員が所持する、または法人会員の管理下にあるアメリカン・エキスプ
レスの文書および秘密情報を破棄または当社に返却すること。この義務は、修正さ
れたかまたはその他資材に結合されたかにかかわらず、あらゆる種類の媒体および
コンピューターメモリーにおける、あらゆる形式（部分的か全体かを問わず）の複製
物に適用されます。上記にかかわらず、法人会員は、本サービスで作成したレポート
をダウンロード、保管、または結合することができます。当社は、本サービスで作成し
たすべてのレポートの様式および配置に関して、すべての財産権を保持します。アメ
リカン・エキスプレス・コーポレートカードまたはコーポレート・パーチェシング・ソ
リューションのアカウント契約に関連するすべての条件は、本ライセンスの終了後も
存続します。

７) サービスの中断
アメリカン・エキスプレスは、定期または不定期でのメンテナンスを実施する権利を留保しま
す。アメリカン・エキスプレスは、合理的に可能な範囲でメンテナンスの通知を与えるものと
します。本サービスには不測のダウンタイムまたは中断が生じる場合があります。

８) 保証の否認
アメリカン・エキスプレスならびにその第三者であるサプライヤーおよびライセンサーは、本
サービスが法人会員の要求を満たすこと、本サービスへのアクセスまたは本サービスの運営
が中断されず、安全でエラーがないこと、エラーがすべて修正されること、または本サービスに
より作成されたデータもしくはレポートが正確であることを保証しません。本サービスは、「現
状有姿」で提供されるものであり、法律で認められる限りにおいて、アメリカン・エキスプレスな
らびにその第三者であるサプライヤーおよびライセンサーは、明示または黙示を問わず、あら
ゆる種類の表明または保証（商品性の黙示的保証、特定目的に対する適合性、権原、非侵害ま
たは正確性に関するものを含みますが、これらに限られません。）を明確に否認します。

９) 本特約の変更
(a) 当社は、次の各号に該当する場合には、本特約の変更の効力発生時期を定め、本特約を

変更する旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期を、当社のウェブサイトへの
掲載その他の相当な方法により周知することによって、本特約を変更することができるも
のとします。
(i) 改定の内容が法人会員の一般の利益に適合するとき
(ii)改定の内容が本特約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相

当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(b)当社は、前項に基づくほか、法人会員に対し変更日の30日前までに通知することによっ

て、本特約を変更することができるものとします。この場合、当該通知後の本サービスの
利用をもって法人会員の変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって法人
会員に対し変更後の特約が適用されるものとします。

料金表

コーポレート・カード年会費 別途定めるものとします。

外貨取扱手数料 2％

遅延損害金 月利1.10％の料率で、支払遅延金額（遅延損害金を除く）に
ついて算定します。ただし、法人会員と当社が別段の合意を
している場合はその方法に従います。

別紙

第１条 （個人情報の収集・保有・利用、提供）
１. 法人会員、カード会員、アカウント利用者、およびそれらの申込者（以下「会員等」という）

は、当社が本契約に基づく取引（申込みを含む。以下同様）を含む会員等との取引の与信
判断および与信後の管理（ 支払い延滞時の督促および債権譲渡を含む）ならびに付帯
サービスの提供等を目的とし、以下の個人情報を当社が保護措置を講じた上で収集・保 
有・利用することに同意するものとします。
(１) 所定の申込書等に会員等が記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電

話番号、勤務先、Ｅメールアドレスその他の連絡先、家族情報、住居状況等（変更の
届出があったものを含む）

(２) 本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、加盟店での利用に関す
る情報

(３) 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(４) 本契約に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能

力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集し
たクレジット利用履歴および過去の返済状況

(５) 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項、およ
び、会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項

(６) 当社または業務委託先が収集した転居先、勤務先、電話番号等の連絡先情報および
適法に交付を受けた会員等の住民票、戸籍謄抄本等の情報

(７) 官報・電話帳等一般に公開されている情報
(８) オンラインによる申込みに関するIPアドレス、インターネットサービスプロバイダー、

クッキー、アプリケーションID、その他の申込みに利用される機器、ソフトウェア（OS
やアプリケーション等）、通信等の利用状況・利用環境等に関する情報および申込み
の時間等の申込み行為に係る情報

(９) その他会員等から申告を受け、またはお問合せにより当社が知りえた情報（会員等と
の間の会話録音による音声情報を含む）

２. 会員等は、前項に定めるもののほか以下各号の目的のため、当社が個人情報を利用する
ことに同意するものとします。当社の具体的事業に関しては当社ホームページに掲載し
ています。
(１) クレジット・カードの基本的機能および付帯サービス等の提供
(２) クレジット・カードに関する加盟店との連絡・管理のため
(３) 当社、関連会社または加盟店の事業に関する、郵便、電話、Eメール等の方法による

営業案内
(４) 当社または関連会社、提携会社の金融商品・サービス等の販売・勧誘
(５) 当社が代理店として各保険会社・共済の委託を受けて行う各社の損害保険、生命保

険、共済およびこれらに付帯・関連するサービス等の提供のため（各委託元保険会
社・共済の利用目的は、各社のホームページに記載してあります）

(６) 当社の事業における市場調査、統計作成、商品開発
(７) お申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配お

よびそれらのサービスの受領のための手続



(８) 各種お問合せ・ご要望に対する対応、サービス向上、および当社からの連絡のため
（支払請求に関する連絡を含む）

(９) 当社の法律上の権利行使または義務履行のため
(10)不正利用対策の為
(11)その他、対象となる会員等から別途同意を頂いた目的

３. 会員等は、本条第1項および第２項に定めるもののほか、会員等が加盟店の代表者また
は加盟店である場合には、当社が、本契約に定められた会員等の義務の履行を確認し、
本契約に基づいて必要な措置を講じるためおよび加盟店契約で定められた加盟店の義
務の履行を確認し、加盟店契約に基づいて必要な措置を講じるために、本条第1項（1）お
よび（2）の個人情報とともに、加盟店申込書に記載された個人情報（代表者氏名、代表者
住所、代表者生年月日、電話番号等加盟店が申込時および変更届時に届け出た事項）を
利用すること（これらの情報を紐付けて利用することを含みます。）に同意するものとしま
す。

４. 会員等は、当社が、本条第１項および第２項の目的のため、本条第1項(1)乃至(9)までの
個人情報を以下の者との間で共同して利用することに同意するものとします。これらの情
報の管理について責任は当社が有するものとします。以下(2)の者が外国にある場合にお
ける、当該外国の名称、当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報お
よび以下(2)の者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報その他参考となる
情報は当社のホームページをご確認ください。
(１) 当社が財務・事業の方針の決定を直接間接に支配する会社、ならびに、当社の財務・

事業の方針の決定を直接間接に支配している会社、およびかかる会社の共通の支配
に服する会社

(２) カード面に名称またはロゴマークが付された提携先企業
５. 会員等は、以下の場合に、当社が本条第１項(1)(2)および(9)のうち目的達成に必要最小

限の個人情報をそれぞれ以下に記載の者に対して提供し、提供先が利用することに同意
するものとし、法人会員は、以下の場合のうち法人会員が提供先を指定して当社に個人情
報の移転を指示するときは、会員等からの同意取得または本委託先の監督その他個人情
報保護法上必要となる対応（本委託先が国外にある者の場合、個人情報の国外移転のた
めに必要となる対応を含みます。）を自らの責任で行うものとします。なお、以下の者が外
国にある場合における、当該外国の名称、当該外国における個人情報の保護に関する制
度に関する情報および以下の者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報そ
の他参考となる情報は当社のホームページをご確認ください。
(１) 会員等の依頼に基づく旅行の手配などのために、運送・宿泊機関等および手配代行

者（外国にある第三者を含み、かつ必要な場合に限る）に対し、個人情報を電磁的方
法等で送付することにより提供する場合

(２) 会員等の依頼に基づくクレジット・カードの付帯サービス（レストランの予約・ポイン
トの利用等）の提供のため、サービス提供会社（外国にある会社を含む）に対し個人
情報を提供する場合

(３) 法人会員における出張管理・経費管理および効率化のための分析ならびにアカウント
の管理（カードに関する各種手続きを含む）等のため、法人会員、法人会員の関連会社

（外国にある関連会社を含む）、または法人会員が指定する第三者（外国にある第三
者を含む）に提出する場合

６. 本条第２ 項（3）（4）による同意を得た範囲内で当社が会員等の個人情報を利用、提供し
ている場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降当社での利用、他社への
提供を中止する措置をとるものとします。ただし、カードおよびご利用代金明細書同封の
営業案内等の発送はこの限りではありません。

７. 会員等は、本条第1項(1)および(8)の個人情報について、当社が、与信判断および不正利
用対策のため、アメリカ合衆国にある不正検知システムを運営する提供先に提出するこ
と、および、当該提供先の不正検知システムによる検出結果を当社が取得・利用すること
に同意するものとします。なお、当該提供先は、当社から提出を受けた個人情報を本項に
規定された目的を達成した後、消去いたします。アメリカ合衆国における個人情報の保護
に関する制度に関する情報および提供先が講ずる個人情報の保護のための措置に関す
る情報その他参考となる情報は当社のホームページをご確認ください。

第２条 （個人信用情報機関の利用および登録）
１. 会員等は当社が利用・登録する個人信用情報機関について、次の事項に同意するものと

します。ただし、法人会員と当社との契約において、カード会員のカード利用に関して法
人会員が一切の支払責任を負うことが定められている場合は、本第2条の定めは適用さ
れません。
(１) 当社は会員等との与信取引上の判断のために、当社が加盟する個人信用情報機関

（個 人 の 支 払 能 力・返 済 能 力 に関 する情 報 の 収 集 および 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「加盟信用情報機関」という）および当該機関と
提携する個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」という）に照会し、会員等およ
び当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用します。
ただし、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能
力・返済能力に関する情報については関連法令に基づき、支払能力・返済能力の調
査以外の目的に利用しないものとします。

(２) 下記別表に定める登録情報（会員等に係る本人を特定するための情報および本契約
に関する客観的な取引事実）は、加盟信用情報機関に別表に定める期間登録され、
ならびに、登録された情報は加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会
員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。

(３) 前号により、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、その正確性・最
新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等、加盟信用
情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲内におい
て、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにその加盟会員によって相互
に提供されまたは利用されます。

２. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、連絡先等および登録される情報とその期間は
下記別表をご覧ください。また、当社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、
当該機関に照会・登録する場合には、別途書面等の方法により会員等に通知のうえ法令
等に基づき所定の対応を行うものとします。

第３条 （情報の開示、訂正・削除）
１. 会員等は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報保護に関する法律の定める

ところに従い所定の方法により、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、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
メンバーシップ・サービス・センター
〒105-6920　東京都港区虎ノ門4-1-1

電話番号　0120-974990　URL: https://www.americanexpress.co.jp

(２) 個人信用情報機関に開示を求める場合は、別表記載の各個人信用情報機関にご連
絡ください。

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または
削除に応じます。

第４条 （不同意の場合）
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定め
る個人情報の取扱いの全部または一部を承認しない場合、入会を断りまたは退会手続を取
ることがあります。ただし、第１条第２項（3）（4） の取扱を承認しない場合はこの限りではあ
りません。

第５条 （契約の不成立および会員資格取消・退会の場合）
１. 本契約が不成立の場合であっても、入会申込みをした事実は、第１条および第２条第１ 

項（2）に基づき、不成立の理由の如何を問わず、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. 当社は、カードの表面に刻印されているカード有効期間の経過、退会、会員資格取消等に
より会員資格を喪失した後においても、第１条第１項および第２項（9）ならびに第２条
第１項に定める目的で、法令等また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。

●加盟信用情報機関の名称・連絡先等
名称：株式会社シー・アイ・シー（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
住所：〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号：0570-666-414
ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp

名称：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）
住所：〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号：0570-055-955
ホームページアドレス：https://www.jicc.co.jp

●提携信用情報機関の名称・連絡先等
名称：全国銀行個人信用情報センター　 
住所：〒100-8216　東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号：03-3214-5020
ホームページアドレス：https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

●登録情報および登録期間

登録情報
登録信用情報機関と登録期間

株式会社シー・アイ・シー 株式会社日本信用情報機構

（１）氏名、生年月日、性別、
住所、電話番号、勤務先、
運転免許証の番号、本人確
認書類の記号番号等の本人
情報

左欄（２）（３）（４）の登録情報のいずれかが登録され
ている期間

（２）本契約に係る申込みを
した事実

当社が照会した日から６か
月間

当社が照会した日から６か
月以内

（３）本契約に係る客観的
な取引事実

契約期間中および契約終了
後（完済していない場合は
完済後）５年以内

契約継続中および契約終了
後５年以内（ただし、債権
譲渡の事実に係る情報につ
いては当該事実の発生日か
ら 1 年以内）

（４）債務の支払を延滞した
事実

契約期間中および契約終了
後（完済していない場合は
完済後）５年間

契約期間中および契約終了
後（完済していない場合は
完済後）５年以内

当社が登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、
本人確認書類の記号番号等の本人情報、契約日、契約の種類、入金日、契約額、極度額、支払
回数、利用残高、完済予定年月日、支払状況（解約、完済等の事実を含む。）等、その他各加盟
信用情報機関が定める情報となります。

（2022年4月1日改訂）



2. Establishment of Accounts and Card Issuance
(a) If we deem the Company qualified based on our examination, we will 

establish the Account(s) in the Company's name designated in the Account 
Application. In the case of issuing a plastic card, we will issue Cards on 
your Account(s) bearing your name and those of any Card Members.

(b) We reserve the right to:
(i) require each prospective Card Member to complete our application 

for the Card or Account, present or send any identity verification 
documents or other personal information for the purpose of other 
examinations or as required by laws;

(ii) carry out credit checks and request financial information and other 
information periodically from banks, credit reference agencies and 
other sources in relation to you and/or any Card Members or Account 
Users; and

(iii) decline to issue, renew or replace a Card or Account to any person; 
cancel or suspend the use of a Card or Account at any time either 
generally or in relation to a particular transaction.

(c) Further, in the case of a Combined Liability Corporate Card Account, we 
may insist upon a minimum income for Card Members in accordance with 
our usual risk management criteria.

(d) If we receive a request for the renewal and replacement of a Card from 
you or the Card Member, we will renew and replace a Card subject to 2(b) 
above; provided, however, that this shall exclude the case where you or the 
Card Member has directed otherwise. If you or the Card Member does not 
instruct us to withdraw the membership or revoke the Card, and when we 
find you or the Card Member to be qualified to remain as the Card Member, 
we will issue a replacement Card whenever the Card expires.

(e) You must appoint an individual as the Authorizing Officer to manage each 
Account that you establish with us and notify us of the said appointment. 
You shall authorize the Authorizing Officer to act on your behalf for all 
the matters relating to this Agreement. The Authorizing Officer shall 
in principle be your employee;  provided, however, that only if you have 
contracted out services related to Cards to a third party, you may designate 
such third party’s employee as the Authorizing Officer. If you designate 
a third party’s employee as the Authorizing Officer, you shall be deemed 
to have contracted out services related to Cards to such third party. 
Regarding transfer of personal information to the Contractor in connection 
with such contracting out of services (including any transfer of personal 
information that may be made by us as instructed by the Company), the 
Company shall at its responsibility obtain the Card Member’s consent 
or supervise the Contractor or take other measures required under the 
Personal Information Protection Act, including, if the Contractor is an 
entity located outside Japan, measures required to transfer personal 
information outside Japan.

(f) You are solely responsible for selecting and notifying us of the names 
of persons to whom you request we issue Cards and establish Card 
Member Accounts. You will authorize the Card Member to use the Card. 
Furthermore, we will deem an applicant to be referred to us by the 
Authorizing Officer as approved by you to hold and use a Card.

(g) You shall appoint a Contact Person as a person in charge of liaison and 
coordination between you and us regarding various notifications including 
your information and Card Member information updates, Card reissuance 

A: General Provisions

1. Definitions:
The definitions of the terms used herein shall be as follows:
‘Account(s)’: your American Express Corporate Card Account, Corporate 
Purchasing Solution Account and/or Business Travel Account, as selected in 
the Account Application.
‘Account Application’: means the attached Account Application completed by 
the Company, which forms part of these Terms and Conditions.
‘Account Limit’: a limit applicable to the Company Account or the aggregate of 
all or a subset of Card Member Accounts, being the maximum amount that can 
be outstanding at any time. 
‘Account User’: an individual authorized by you to incur Charges on an 
Account, whether by use of a Card or otherwise. In the case of a BTA, this term 
means an individual authorized by you to make travel reservations and thereby 
incur Charges on an Account.
‘Affiliate’: any entity that controls, is controlled by, or is under common control 
with the relevant party, including its subsidiaries.
‘Agreement’: an agreement concluded by and between the Company and 
American Express in accordance with the American Express® Terms and 
Conditions for Global Corporate Payment, which is different from an agreement 
under the Card Member terms and conditions that are agreed separately and 
independently between Card Members and American Express. 
‘Authorizing Officer’: an officer or employee of the Company whom 
the Company designates in writing as ‘authorizing officer’ or 'program 
administrator’ for each of your Accounts and authorizes to act on behalf of the 
Company for all the matters relating to this Agreement.
‘Business Travel Account’ or ‘BTA’: an account that enables the Company to 
centralize Charges booked through its designated travel agent and be billed 
monthly for those Charges by American Express.
‘Card Member’: an individual to whom you have approved of the issuance of 
a Card and the establishment of a Card Member Account, who has filed an 
application for membership to us, whose application has been approved by us.
‘Card Member Account’: means the Account established by us for a Card 
Member for the purpose of executing and recording Charges.
‘Card Member Terms and Conditions’: the agreement between us and the 
Card Member governing use of a Card and liability for Charges, which forms 
part of these Terms and Conditions.
‘Card’: any card, whether plastic or non plastic, issued under this Agreement or 
on any Account.
‘Charge’: all amounts billed to an Account, regardless of whether a charge 
form or other charge authorization is signed, including purchases of goods 
and services, cash advances, late payment fees or liquidated damages and any 
other fees or charges. In the case of a BTA, ‘Charge’ includes scheduled airline 
tickets, departure taxes, travel insurance premiums, visa fees, and other travel 
charges, as may be designated by American Express from time to time.
‘Code’: any PIN, telephone codes or online passwords approved by us to be 
used on the Company Account or the Card Member Account.
‘Commercial Card Services’: any or all of the Accounts or services provided 
by us under this Agreement.
‘Contact Person’: a person in charge of communication and coordination 
between the Company and American Express regarding Card Member 
application procedures, various notifications including your information and 
Card Member information updates, Card reissuance procedures withdrawal 
procedures and other procedures, who is an employee of the Company 
designated by the Company in writing.
‘Corporate Card’: an American Express Corporate Card issued on your 
Account, excluding a Corporate Purchasing Solution.
‘Corporate Purchasing Solution’ or ‘CPS’: a product providing a procurement 
and payment vehicle for goods and services frequently used by the Company.
‘Designated Employee’: an officer or employee of the Company whom 
the Company sees fit to have access and who is registered with us for the 
purpose(s) of Online Service.
‘Merchant’: a company, individual or organization accepting American 
Express® Cards as a means of payment for goods and/or services.
‘Online service’: any internet-based service that we make available to the 
Company.

‘Program’: the American Express® Commercial Card Services provided 
to Card Members and the Company under this Agreement and the Card 
Member terms and conditions. 
‘Recurring Charges’: means when you or the Card Member authorizes a 
Merchant to submit Charges to a Card repeatedly or at regular intervals.
‘ROC’: a record of charge that verifies the purchase price of any Charge.
‘Statement’: a record of Card or Account transactions, account balance and 
other relevant account information for a specified period.
‘Travel Office’: your designated domestic travel agency for a BTA program.
‘Unauthorized Charges’: are Charges that did not benefit either you or the 
Card Member and which were incurred by someone who was not the Card 
Member and who had no actual, implied, or apparent authority to use the 
Card or Account.

American Express®
Terms and Conditions for Global Corporate Payment — Japan
These Terms and Conditions is in respect of an agreement between American Express International Inc., Japan Branch (“we,” ”us,” ”our,” “American Express,” 
and “AEII”) and the company which filed for an application for membership upon agreeing to these Terms and Conditions (including the Card Member Terms 
and Conditions), which we found to be qualified (“you,” ”your” and “the Company”), and govern your establishment and use (including the issuance and use of 
the Card) of the Accounts (to be defined in Section 1) in Japan.  This Agreement sets out the terms and conditions under which we provide American Express® 
Global Corporate Payments in Japan and governs your use of the Accounts selected in the Account Application which forms part of this Agreement. Before you 
sign the Account Application, please read these conditions thoroughly, and submit the Account Application only when you agree to the terms and conditions of 
this Agreement.



procedures, withdrawal procedures and other procedures, and notify us of 
the said appointment. A Contact Person shall in principle be your employee; 
provided, however, that only if you have contracted out services related to 
Cards to a third party, you may designate such third party’s employee as 
a Contact Person. If you designate a third party’s employee as a Contact 
Person, you shall be deemed to have contracted out services related to 
Cards to such third party. Regarding the transfer of personal information 
to the Contractor in connection with such contracting out of services 
(including any transfer of personal information that may be made by us 
as instructed by the Company), the Company shall at its responsibility 
obtain the Card Member’s consent or supervise the Contractor or take 
other measures required under the Personal Information Protection Act, 
including, if the Contractor is an entity located outside Japan, measures 
required to transfer personal information outside Japan.

(h) We will provide to you upon request, any Card Member application forms 
or Card Member Terms and Conditions then in effect. We reserve the right 
at our sole discretion to change Card Member application forms and Card 
Member Terms and Conditions at any time and to establish additional or 
different requirements for internet-based Card Member applications, if 
applicable, and we will notify you accordingly.

3. Use of the Card and/or Account
(a) You may only use a Card in accordance with this Agreement and within the 

validity dates shown on its face. If a plastic card is issued, the valid dates 
will be shown on the face of the plastic card.

(b) You must not give any Card or Account numbers to others or allow them to 
use either for Charges, identification or any other purpose.

(c) The Card Member is the only person entitled to use the Card bearing his or 
her name and the corresponding Card Member Account. You must ensure 
that each Card Member takes reasonable measures to stop anyone else 
using the Card and/or Account and that each Card Member takes proper 
care to keep the Card safe and all Card and Account details secret.

(d) Registration, designation and use of any Codes related to Cards or your 
Account will be performed in accordance with the procedures set forth by 
us. To protect the Codes, you must ensure that any Card Members:
• memorise the Code;
• destroy our communication informing them of the Code (if applicable);
• do not write the Code on the Card;
• do not keep a record of the Code with or near the Card or Account 

details;
• do not tell the Code to anyone;
• if they select a Code, do not choose a Code that can easily be associated 

with them such as their name, date of birth or telephone number; and
• take care to prevent anyone else seeing the Code when using it.

(e) The Company and Card Members shall have the responsibility to take a 
good manager’s due care to ensure that any Codes do not become known 
to others.

(f) You must not return any goods, tickets or services obtained with a Card 
or Account for a cash refund, but you may return them to a Merchant for 
credit to the Card or Account, provided that the Merchant agrees or is 
obligated to do so.

(g) You shall not obtain a credit to a Card or Account for any reason other than 
as a refund for goods and/or services previously purchased.

(h) You must not use any Card or Account if you do not honestly expect to be 
able to pay your Account in full.

(i) You must cease using any Card or Account and notify us immediately if 
an application is filed for the Company’s winding- up, or if the Company 
passes a resolution for its liquidation or has a liquidator, administrator 
and/or receiver appointed to it or over any of its assets.

(j) You acknowledge and agree that we have the right to refuse authorisation 
for any Charge without cause or prior notice, and that we shall not be liable 
to you or anyone else for any loss or damage resulting in such refusal.

(k) You may not use a Card or Account for any unlawful purpose(s), including 
the purchase of any goods and/or services prohibited by the laws of Japan 
or any country where the Card or Account is used or where goods or 
services are provided.

(l) You agree to provide us with all information available to you and to the 
extent permitted by law, concerning the whereabouts of a Card Member 
and his or her address and to co-operate with us in any investigation 
concerning the use of the Card or Account or collection of Charges from 
Card Members. This provision will continue in force after the Card is 
cancelled and/or this Agreement terminated.

(m) Although the Card Member uses the Card, the Card shall remain our 
property at all times.

(n) Subject to restrictions set out in this Agreement or the Card Member 
Terms and Conditions, you shall instruct the Card Member to use the Card 
for your business use, i.e. to pay Merchants for goods and/or services 
for travel and entertainment in relation to your business or for use or 
consumption in the course of conducting your business, and in accordance 
with your policies and procedures; provided, however, that regardless of 
whether or not the Card Member uses the Card for your business use, you 
shall automatically assume liability for charges regarding the said use in 
accordance with the liability set forth in Section 5(a) hereof.

(o) Upon your separate application and subject to our approval, you may use 
the Express Cash Service to allow Card Members to withdraw cash from 
automated teller machines displaying the American Express® logo. The 

Company’s use thereof shall be governed by the “Terms and Conditions for 
Corporate Express Cash – Corporate Member.”

4. Payment
(a) You agree to pay us all the Charges incurred on the Card Member Account 

or your Account in a lump sum payment in accordance with, and by the 
due date indicated on, each Statement which we issued to you monthly 
with regards to each Account.

(b) Unless otherwise agreed with us, you agree to make the payments 
hereunder by direct debits from a bank account of the Company on the day 
of each month prescribed by American Express ; provided, however, that 
you may choose an individual payment method where each Card Member 
makes the payment for Charges by direct debits from his/her bank account 
(“Individual Payment Method”).In the event such direct debit fails on the 
Payment Date, we may, in accordance with agreements with certain financial 
institutions, re-try direct debit for all or a part of the applicable Charges.

(c) If you choose the Individual Payment Method, notwithstanding Section 4 
(a), we shall prepare a Statement for each Card Member Account every 
month in principle and send it to or have it reviewed by each Card Member 
in the manner specified in the Card Member Terms and Conditions.

(d) Payments will be credited to the relevant Account or Card Member Account 
when received, cleared and processed. If you choose and we approve a 
payment method other than a direct debit from your bank account, the 
time for payments to reach us for clearing and processing depends on the 
payment method, system and provider used to make payment to us. You 
(or the Card Member) must allow sufficient time for us to receive, clear 
and process payments by the due date taking into account weekends and 
public holidays, when we and/or your or our payment service provider may 
not be open for business.

(e) You and the Card Member agree not to deduct or withhold, without 
our prior written approval, any amount shown as due on any Account 
statement or data feed. You will pay us the full amount shown on the 
Account Statement or data feed irrespective of whether you are or intend 
to dispute an amount(s) contained on your Account Statement or data 
feed. If you believe any Charge shown on a statement is in error or in 
dispute, you may request and we may set up and maintain for a reasonable 
period, a temporary credit on the Account for the disputed Charge while 
we investigate or you seek to resolve the dispute. Should the dispute be 
resolved in your favour, we shall credit the amount(s) that were previously 
disputed to your Account and it will appear on the next issue of your 
monthly Account Statement.

(f) In the case of corresponding to any of the circumstances under Section 5 
(a) (i) (b), you shall instruct the relevant Card Member to pay the relevant 
Charges by the due date designated on the Statement.

(g) Even in the case of corresponding to any of the circumstances under 
Section 5 (a) (i) (b), if you have already paid Charges to us, we will not 
refund the Charges paid.

(h) We may, in our sole discretion, accept late or part payments or any 
payment described as being in full or in settlement of a dispute. If we do, 
we shall not lose any of our rights under this Agreement or at law, including 
the right to payment in full, and it does not mean we agree to change 
this Agreement. We may credit part payments to any of the outstanding 
Charges in the order and by the method found appropriate if we approve of 
such payment.

(i) You must always pay us in Japanese Yen, unless we agree otherwise in 
writing.

5. Liability
(a) For a Corporate Card product, we will designate either of the following 

liability options to apply to your Corporate Card Account:
(i) Combined Liability:  The Company and each Card Member shall 

be jointly and severally liable for all Charges incurred by the Card 
Member (and with respect to liability for Unauthorised Charges, in 
accordance with the provisions of Sections 5 (c)); provided, however, 
that:
a. the Company shall be solely liable for Charges arising under the 

Corporate Express Cash service; and
b. the Company shall not be liable for Charges (i) incurred by the 

Card Member that are personal in nature, and which is not for 
legitimate business purposes of the Company or (ii) for which the 
Company has reimbursed the Card Member. This sub-Section (a) 
(i)b. shall not apply to any Charge arising under the Corporate 
Express Cash service; and

(ii) Corporate Liability: The Company shall be fully liable to American 
Express for all Charges incurred on your Accounts (in accordance 
with the provisions of Sections 5 (c) with respect to liability for 
Unauthorised Charges).

(b) For any BTA or CPC product selected in the Account Application, you are 
liable for all Charges incurred.

(c) You are not liable for Unauthorised Charges on any Card or Account except 
in the following circumstances:
(i) If you and/or the Card Member breached this Agreement (in 

particular the “Use of the Card and/or Account” Section) (including 



to us, we will consider you in material breach of this Agreement and we 
may stop attempting to send Communications to you until we receive 
accurate contact information.

(d) All electronic Communications that we provide including Statements will 
be deemed to be received on the day that we send the notification by 
e-mail or post the Communication online even if you do not access the 
Communication on that day.

(e) If you do not receive a Statement in any month, or cannot access 
Statements via the Online Service you must contact us to check what 
payment is due.

(f) You must notify us of any changes to other information previously 
provided to us. You must give us any additional information and supporting 
documents relevant to the Program or any Card Member Account that 
we request or as required by applicable law. We may charge an additional 
annual administration fee where any billing address is outside Japan.

(g) You will be deemed to have received any notice we give you under this 
Agreement seven (7) days after we send it, unless you received it earlier.

(h) Notices required under this Agreement to be delivered to American 
Express shall be delivered to the address below.
American Express International, Inc. Global Corporate Payments
4-1-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-6920

8. Shopping at Merchants
(a) You and the Card Member may purchase goods or receive the provision of 

services with the Card at Merchants in accordance with the Card Member 
Terms and Conditions.  

(b) You and the Card Member may authorise a Merchant to bill Recurring 
Charges to your Account or Card in accordance with the Card Member 
Terms and Conditions.

(c) You agree to the following arrangement pursuant to the terms of the 
Merchant Agreement between us or the party entrusted with Merchant 
services by us and a Merchant: (1) the Merchant’s receivables from you or 
the Card Member arising from a Card transaction at the Merchant will be 
assigned to us from the said Merchant directly or through a third party; or 
(2) we will make the payment of such receivables on behalf of you or the 
Card Member as entrusted by you or the Card Member. Furthermore, you 
agree that you will not assert any defense against the Merchant, including 
but not limited to a defense of simultaneous performance, defense of 
setoff, invalidation or revocation, defense of cancellation, defense of 
extinctive prescription or other defense, at the time of assignment stated 
in (1) above.

9. Problems with Bills or Purchases
(a) In the event of any claim or dispute with a Merchant, you shall raise such 

claim or dispute directly with the Merchant concerned. You are not entitled 
to withhold any payment from us as a result of such claim or dispute.

(b) You are responsible for confirming the accuracy of your monthly statement 
and, if you notify us immediately of a disputed Charge we will take 
reasonable steps to assist you. If a Merchant issues a credit for a Charge, 
we will credit the amount to your Account. If a problem cannot be resolved 
immediately then pending resolution of the problem, we may agree to 
place a temporary credit on any disputed amount, but you must pay us for 
all other Charges. If, at your request, we agree to charge back the seller of 
goods or services, you agree to indemnify us for any claim against us based 
upon the rejection of the goods or services or that charge back.

(c) Unless required by law, we are not responsible for any goods and/or 
services obtained with the Card or Account, or if any Merchant does not 
accept the Card.

(d) You agree that if requested to do so, you shall provide us with written 
confirmation in relation to your claim of Unauthorised Charges including 
without limitation, supplying any or all of the following, a statutory 
declaration, an affidavit of forgery and/ or a copy of an official police 
report. By reporting the existence of Unauthorised Charges, you agree to 
allow American Express to release any information that you have provided, 
or which is the subject of an investigation into the Unauthorised Charges 
to the police and any other investigative or statutory authority. You also 
agree that when requested you shall provide all reasonable assistance and 
relevant information to us and/or the police in relation to your claim of the 
Unauthorised Charges.

(e) If you authorise a Merchant to bill Recurring Charges to your Account 
or Card, you shall, on your own responsibility, contact the Merchant 
and provide the Merchant with information on a replacement Card or 
information on alternate payment arrangements at the time of the 
replacement or cancellation of the Card in order to avoid potential 
disruption of the payment for Recurring Charges or the provision of goods 
or services. You and/or the Card Member will be liable for Recurring 
Charges incurred on a cancelled Card or Account in accordance with 
Section 5 of these Terms and Conditions. To stop Recurring Charges, you 
must have the right to do so by law or under your arrangement with the 
Merchant and you must advise the Merchant in writing or in another way 
permitted by the Merchant. Notwithstanding anything to the contrary 
above, you agree that we may notify certain Merchants (including their 
third party settlement organizations and etc.) of a change to the Card 
numbers or expiry date as well as invalidity of the Card.

but not limited to the case where you or the Card Member hands 
over the Card or the Code to others). In such case, the Company shall 
be liable for all the Charges, solely, or jointly and severally with the 
relevant Card Member, in accordance with Section 5 (a) or (b); and/
or

(ii) If you or the Card Member contributed to, or were in any way involved 
in or benefitted from the theft, loss or misuse of the Card or Account. 
In such case, the Company shall be liable for all the Charges, solely, 
or jointly and severally with the relevant Card Member, in accordance 
with Section 5 (a) or (b); and/or

(iii) If you or the Card Member has delayed notifying us and filing a report 
to the police in breach of Section 5 (d). In such case, the Company 
shall be liable for all Unauthorised Charges incurred until you or the 
Card Members have given notice to us, solely, or jointly and severally 
with the relevant Card Member, in accordance with Section 5 (a) or 
(b); and/or

(iv) If a Code is used at the time of a transaction using the Card which 
uses the Code, the Company shall be liable for all the Charges related 
to such transaction, solely, or jointly and severally with the relevant 
Card Member, in accordance with Section 5 (a) or 5 (b).  However, if 
you can prove that either of the Company or Card Member did not 
intentionally or negligently fail to manage the Code, this shall not 
apply.

(d) You agree to immediately notify us and file a report to the police  as soon 
as you become aware or have reason to suspect that a Card is lost or 
stolen, someone else learns the Code, or if a Card or Account is at risk of 
being misused.

(e) You agree to immediately notify us  if any Account User’s and/ or Card 
Member’s authority to incur Charges on your behalf terminates.You are 
liable to pay us for all Charges incurred from the date a Card Member’s or 
Account User’s authority to incur expenses on your behalf is terminated, 
through to the date we receive notification from you of that termination. 

(f) You will use your best efforts to collect and destroy Cards issued to 
individuals whose authority to incur Charges is terminated, who leave your 
employment for any reason or whose Cards have been cancelled, or on 
termination of this Agreement. Provided, however, that this shall not apply 
if such individuals continue to hold the membership after the retirement in 
accordance with the Card Member Terms and Conditions.

(g) You agree to make best efforts to instruct Card Members to submit 
expense reports covering Card transactions promptly and in any event at 
least once a month.

(h) You agree to instruct Card Members that the Card is issued solely for 
authorized purposes as permitted by your policies and procedures, and 
promptly report any misuse of the Card to us;

6. Account Limits
(a) We reserve the rights at our sole discretion to establish Account Limits 

for any Account and/or jointly in connection with other accounts or 
arrangements that you or your Affiliates may have with us or our Affiliates. 
We may, at our sole discretion, change any Account Limit. We will inform 
you prior to or simultaneously with the establishment of, or change to, an 
Account Limit.

(b) You agree to make the best efforts to regularly monitor and manage your 
Account, including but not limited to implementing internal policies and 
procedures to control Card Member spending, to ensure Account Limits 
are not exceeded.

(c) Upon request, you will make the best efforts to promptly provide us with 
copies of your financial information and other information about your 
business that is reasonably necessary for us or our Affiliates to assess our 
financial risk and comply with our legal obligations. We may use and share 
such information with our Affiliates.

(d) For the avoidance of doubt, you and/or the Card Member remain liable 
for all Charges as set out in this Agreement, including Charges incurred in 
excess of the Account Limit.

7. Communications with You
(a) We may provide Statements, notices, disclosures and other 

communications to you in connection with the Program 
(“Communications”) by post, e-mail or online channels; provided that 
Statements for Corporate Cards shall be made available for view in the 
manner prescribed in the Card Member Agreement.

(b) We may communicate with you through the Authorizing Officer, which 
you accept is a valid Communication from us to you. We are entitled 
to rely on any directions, consents and information received from the 
Authorizing Officer. We may communicate with a Card Member through 
the Authorizing Officer or the Contact Person, in which case you shall 
ensure that communications from or to a Card Member are forwarded 
immediately to us or the relevant Card Member respectively.

(c) In the case of any change in the corporate name, email address, postal 
mailing address, telephone number, representative, Authorizing Officer, 
Contact Person, bank account for payment or payment method relating 
to the Company or other information notified to us, you shall notify us 
by the method prescribed by us without delay. If we have been unable to 
deliver any Communication or a Communication has been returned after 
attempting to send it via an address or phone number previously advised 



(f) If we agree to place any limits or restrictions on the type of Charges 
incurred on any Card or Account, we are obliged only to use reasonable 
efforts to apply such limits or restrictions, and this does not affect your 
liability for any Charges. We are unable to block or prevent Charges at 
certain Merchants, including but not limited to Merchants who do not 
process Charges via electronic terminals or who have provided us with a 
description of their own activities, which may be incomplete or inaccurate. 
In classifying Merchants in our system or records, we are entitled to rely on 
any description of their own activities provided by such Merchants.

10. Lost/Stolen Cards and Misuse of Accounts
(a) You must ensure that we are informed immediately by telephone at the 

number indicated on our website, etc. (or such other number advised by us 
to you or to Card Members from time to time) if:
i) a Card is lost or stolen;
ii) a replacement Card has not been received by the Card Member;
iii) someone else learns a Code;
iv) there is suspicion that a Card or Account is being misused or a 

transaction is unauthorised; or
v) there is suspicion that a transaction has been processed incorrectly.

(b) You agree to cooperate with us in our efforts to control fraudulent use 
of any Card or Account, including but not limited to providing us with 
any declarations, affidavits and/or copies of any official police reports, 
as reasonably requested. You agree that we may provide information to 
the relevant governmental authorities concerning the activities of you, 
Authorizing Officer, an Account User, Designated Employee and/or Card 
Member under the Program.

11. Online Service
(a) You must ensure that access to the Online Service is restricted only to 

Designated Employees whom you see fit to have access and that such 
persons access the Online Service only via our website as notified to you 
from time to time, using the assigned user id and password ("Security 
Information"). You must implement and exercise reasonable measures and 
controls to ensure that only such persons can access the Online Service.

(b) You are responsible for obtaining and maintaining your own compatible 
computer system, software and communications lines required to properly 
access the Online Service. We shall not be responsible or liable in respect 
of your software, equipment or communication line costs.

(c) If, at any time, whether before or after this Agreement comes into effect, 
American Express introduces or has introduced any third party software 
provider to the Company, the Company acknowledges and agrees that 
American Express makes no representation nor warranty expressly or 
impliedly as to the functionality or reliability of any software provided by 
that third party to the Company, nor as to the availability, quality
or duration of software support or upgrades by the third party. Moreover, 
the Company acknowledges and agrees that American Express shall not 
be liable at all for the quality, merchantability or fitness for purpose of any 
software provided by a third party. The Company agrees not to demand 
compensation for any damage or other issues arising from the use of such 
software against American Express.

(d) The Security Information is confidential to the respective Designated 
Employee. You must ensure that the Security Information is not shared 
with any other person or recorded in an insecure location accessible to 
anyone else. We are not responsible for any misuse of the Online Service 
by you, your Designated Employee or anyone else, nor for disclosure 
of confidential information by us where you have failed to maintain the 
security of the Security Information.

(e) We may terminate, withdraw, modify or suspend the use of the Online 
Service at any time. Except where security requires it or in circumstances 
beyond our control, or in the event of fraud or your breach of these terms 
of use for the Online Service, we will give you prior notice of our withdrawal 
or suspension of the Online Service in accordance with the “Changes to 
this Agreement” section of this Agreement.

(f) Whilst we will make commercially reasonable efforts to notify you each 
time a statement is posted and you are responsible for regularly retrieving 
your statement for each billing period.

(g) You agree that the access to the Online Service is subject to the website 
terms of use as displayed on the American Express website in addition to 
the preceding paragraphs.

12. Suspension
We may immediately suspend a Card or Account if we suspect any 
unauthorised or fraudulent use, or if we believe the Account or Card may not 
be paid in full and on time and/or for other related reasons. In such cases, 
this Agreement will continue, and you and/or the Card Member will remain 
responsible for all authorised Charges incurred on the Account or Card.

13. Charges made in Foreign Currencies
(a) If you make a Charge in a currency other than Japanese Yen, that Charge 

will be converted into Japanese Yen, that Charge will be converted into 
Japanese Yen by American Express Exposure Management Ltd. (“AEEML”). 
The conversion will take place on the date the Charge is processed by 
us, which may not be the same date on which the Charge was made as it 

depends on when the Charge was submitted to American Express.
(b) If the Charge is not in U.S. dollars, the conversion will be made through 

U.S. dollars, by converting the Charge amount into U.S. dollars and then by 
converting the U.S. dollar amount into Japanese Yen. If the Charge is in U.S. 
dollars, it will be converted directly into Japanese Yen. Unless a specific 
rate is used by convention or local custom relevant to the Charge, or a 
specific rate is required by applicable law, you understand and agree that 
the American Express treasury system, owned and managed by AEEML, 
outside Japan, will use conversion rates based on interbank rates that it 
selects from customary industry sources on the business day prior to the 
processing date, increased once by a conversion commission set out in 
the attached Fee Schedule or as otherwise disclosed by us. The conversion 
commission is earned by American Express Travel Related Services 
Company, Inc. and/or its affiliate(s).

(c) Unless a specific rate is required by applicable law, you understand 
and agree that if Charges are converted by third parties prior to being 
submitted to American Express, any conversions made by those third 
parties will be at rates selected by them and may include a commission 
selected by them.

(d) The conversion to Japanese Yen of (i) any foreign currency Charges which 
have been cancelled, and (ii) any value-added tax refunds will be conducted 
by the date on which such cancellation is processed by American Express, 
in accordance with Sections 13(a) through 13(c), above.

(e) Notwithstanding the terms set out in Sections 13(a) through 13(c), above, 
certain foreign Merchants may display a Charge amount in Japanese Yen, 
calculated using their own unique exchange rate, alongside the Charge 
amount in a foreign currency. If you choose this converted Japanese Yen 
amount displayed by the Merchant as the Charge amount, the Charge 
amount billed to you will be this Japanese Yen amount. If you cancel such 
transaction, there is a possibility that the cancelled amount will be in 
a foreign currency, requiring conversion into Japanese Yen. In such an 
instance, the conversion to Japanese Yen will be conducted in accordance 
with this Section 13.

14. Fees and other Charges
(a) Fees and Charges applicable to a Card or Account are described in the 

attached Fee Schedule and will appear as Charges on the Card or Account.
(b) Various service-related fees may be charged if you elect additional services 

from us. Any such fee will be disclosed to you at the time of accepting the 
service.

(c) We may charge fees to a Card or Account for services that we provide 
to Card Members that are not covered in the Card Member Agreement, 
for example (and by way of illustration only) fees for participating in the 
Membership Rewards® Program.

(d) We reserve the right to make changes to the attached Fee Schedule as 
provided under the Section “Changes to this Agreement”.

(e) If you do not make the payment in full, you agree to pay us the unpaid 
amount plus an additional fee we prescribe and our reasonable collection 
costs and legal fees, except as prohibited by law. If we charge such an 
additional fee, the amount payable is set out in the attached Fee Schedule.

15. Late Payment Fees
(a) If you do not pay your Account in full, you are in default. Therefore, you 

acknowledge that we may suspend or cancel your charge privileges, and 
you agree that we may charge you late payment fees as follows:
• If we do not receive full payment of the ‘Total due’ billed in any monthly 

statement by a designated due date, the unpaid balance will be 
identified as an ‘Overdue’ amount.

• Late payment fees will be charged on any overdue amount which is 
identified in a following month’s statement and will be billed in that 
statement.

• An overdue amount may include any unpaid outstanding late payment 
fee billed on previous statements.

• The amount payable is set out in the attached Fee Schedule.

16. Term And Termination
(a) The initial term of this Agreement starts on the date you sign the Account 

Application and, subject to this Section 16(b) and 16(c), shall continue in 
force until and unless terminated by either party giving the other three 
(3) months’ notice. Notwithstanding the foregoing, if we decide not to 
establish any Account, pursuant to Section 2(a) of this Agreement, this 
Agreement shall terminate upon such decision.

(b) Either party may terminate this Agreement or all the Accounts immediately 
by notice at any time if the other is bankrupt, insolvent or unable to pay its 
debts or becomes involved in any action or process (including a voluntary 
process) normally associated with insolvency, including, without limitation, 
receivership, liquidation or voluntary administration, or if it ceases to carry 
on business in Japan.

(c) We may also terminate this Agreement or an Account immediately by 
notice in the event of your material breach of this or any other agreement 
between us or with any of our Affiliates, or in the event that we deem levels 
of fraud or credit risk on any Card or Account to be unacceptable to us.

(d) We may terminate this Agreement and all the Accounts of the Company 



immediately upon notice, in the event that the Company, any of its 
Affiliates, or any directors or employees, etc. of the Company or its 
Affiliates falls within any of the items listed in Section 31 (a) or has 
conducted any act which corresponds to any of the items listed in Section 
31 (b), or that the Company’s representation and warranty declared under 
Section 31 turns out to be false, and when we recognize that it is not proper 
for us to continue a contractual relationship with the Company.

(e) We may terminate this Agreement and all the Accounts of the Company 
immediately upon notice, in the event that the Company or any of its 
directors or employees, etc. has conducted (including through the use of 
a third party) any act which corresponds to any of the items listed in (i) 
through (v) below towards any of our employees (including employees of 
any entity to which we contract out services) or any other act that is likely 
to compromise the safety, mental health, etc. of any of such employees:
(i) violence, intimidation, threat making or extortion;
(ii) use of abusive language, sexual behavior, sexual harassment, 

defamation, stalking, or any other behavior that attacks the integrity 
of the employee(s);

(iii) discriminatory behavior related to race, ethnicity, family origin, 
profession or any other matter;

(iv) prolonged restraint or persistent inquiries; or
(v) making demands for money or goods, demands for special treatment, 

impractical demands, or any other demand for something that is 
considered extremely inappropriate in terms of its nature or manner 
in light of social norms

(f) If this Agreement is terminated for any reason, we shall suspend all of 
the Accounts and Cards. You must pay us immediately for all outstanding 
Charges and any other amounts you owe us on any Card or Account or 
otherwise under this Agreement, including unbilled Charges that may 
not be shown on the last Statement. We will only cancel an Account after 
you have paid all amounts you owe to us. All fees continue to accrue if 
outstanding balances exist on a cancelled or suspended Account.

(g) You agree to indemnify us for all reasonable costs incurred in collecting 
or attempting to collect Charges from you, including but not limited to 
attorney's fees, except as prohibited by law.

(h) We reserve the right at our sole discretion to restrict use including 
suspension of use of a Card by a Card Member or withdraw the 
membership in accordance with the Card Member Terms and Conditions 
without notice to you.

(i) You shall indemnify us against all actions, procedures, claims and demands 
arising out of or in connection with any claim against us in respect of any 
withdrawal of a Card Member that has been notified by you.

17. Changes to this Agreement
(a) In the following circumstances, we may specify the time in which the 

changes to these Terms and Conditions are effective, and revise these 
Terms and Conditions accordingly by posting the changed content and the 
effective time of the changes thereof on our website, or by disseminating 
such information by reasonable methods such as notification to the 
Company as needed:
i. When the revised content suits the general interests of the Company; 
ii. When the revised content is not contrary to the purpose of 

transactions relating to this Agreement and is reasonable in light of 
the necessity of revisions, the appropriateness of the revised content 
and other circumstances relating to changes;

In relation to item (ii) above, we shall post information on our website 
before the effective time of the changes thereof.

(b) We may change the terms of this Agreement in accordance with the 
preceding paragraph by giving thirty (30) days’ prior notice to you. In such 
a case, the use of your Account after such notice shall be the declaration 
of the intention for your approval of the change. Upon such declaration, 
the changed terms of this Agreement shall apply to all Charges incurred on 
your Account(s) on or after the effective date of such change.

(c) We may change the Card Member Agreement in accordance with its terms. 
You shall remain liable for all Charges notwithstanding such changes, in 
accordance with the “Liability” section of this Agreement.

18. Confidentiality
(a) All business or trade secrets or other information disclosed or supplied 

by one party to the other party must be treated as confidential and kept 
strictly confidential and shall not be disclosed to any third party (excluding 
our Affiliates) except as necessary for the proper performance of the 
Program or as otherwise expressly provided in this Agreement or agreed in 
writing between the parties.

(b) The parties shall treat this Agreement as confidential and shall not disclose 
any of its contents to any third party (excluding our Affiliates) without the 
other party’s prior written consent, or unless legally required by court order, 
applicable law, regulation or any relevant regulatory or supervisory authority. 

(c) Subject to your prior consent, we may name your Company as an 
American Express customer for public relations and marketing purposes.

(d) This provision shall survive the termination of this Agreement.

19. Limitation of Liability
(a) Notwithstanding any other provision in this Agreement, in no event shall 

we, our parent companies, direct or indirect subsidiaries, controlled 

affiliates, agents, employees or representatives be liable for any indirect, 
incidental, special, punitive, exemplary or consequential damages of any 
kind, nor for any lost profits or revenues, in connection with or arising out 
of this Agreement.

(b) Except where required by law, we will not be responsible or liable to you for 
any loss or damage arising in relation to:
(i) delay or failure by a Merchant to accept the Card or Account, the 

imposition by a Merchant of conditions on the use of the Card 
or Account or the manner of a Merchant’s acceptance or non-
acceptance of the Card or Account;

(ii) goods and/or services purchased with the Card or Account, or their 
delivery or non-delivery, including delay or non-delivery;

(iii) use of the Card in a machine that dispenses goods, services or cash 
or other means of payment;

(iv) us declining to authorise any Card or Account transaction, including 
our action to revoke or suspend Card privileges on any Card or 
Account; or

(v) any information provided via the Online Service which are not 
available or inaccurately displayed for any reason, including due to 
your email address having been changed or being invalid, systems 
failure or interruptions in the communications systems.

20. Force Majeure
Neither party nor American Express’ third party suppliers and licensors will 
be liable for any failure or delay in performance, except for any payment 
obligations, resulting from circumstances beyond their reasonable control 
including, without limitation, acts of God or nature; government intervention; 
power, communications, satellite or network failures; unauthorised access 
or theft; acts of terror; or labour disputes or strikes. This provision survives 
termination of this Agreement.

21. Assignment of this Agreement
(a) We may assign, transfer, sub-contract or sell our rights, benefits or 

obligations under this Agreement at any time to any of our Affiliates or 
to an unaffiliated third party and you consent to this without us having to 
notify you.

(b) If we do so, or intend to do so, we may give information about you and the 
Account, including confidential information about you, the Account or this 
Agreement, to the relevant third party or Affiliate.

(c) You may not assign, charge or otherwise transfer or purport to assign, 
charge or otherwise transfer your rights or obligations under this 
Agreement or any interest in this Agreement, without our prior written 
consent, and any purported assignment, charge or transfer in violation of 
this section shall be void.

22. Applicable Law and Agreed Jurisdiction
(a) This Agreement and any contractual or non-contractual obligations arising 

out of or in relation to this Agreement are governed by the laws of Japan.
(b) The Tokyo District Court or the Tokyo Summary Court shall be the 

agreed court with exclusive jurisdiction over any disputes and collection 
proceedings arising out of or in relation to this Agreement.

23. Account Information and Data Protection
(a) Notwithstanding the terms of the “Confidentiality” provision, you 

understand and agree that we will process, analyse and use information 
about you and the use of Cards and the Account and may combine that 
information with information from other sources, for example in order to 
develop reports that may enable you to maintain effective procurement 
policies and procedures, or to authorise Charges and prevent fraud.

(b) We will handle the personal information which we may collect and/or 
obtain through the performance of this Agreement, in accordance with the 
Exhibit attached hereto.

24. Set-Off
We shall be entitled to deduct and offset any amounts we owe to you, from or 
against any amounts you owe to us under this or any other agreement.

25. Subrogation
If a Merchant or supplier does not provide you with the goods or services 
charged to the Card or Account, we may at our discretion credit the Card 
or Account for the amount charged. If we do so, you hereby appoint us your 
attorney to pursue any right you may have against the Merchant or supplier in 
your name but at our cost including but not limited to, voting and proving in any 
insolvency, and administration or commencing any legal proceedings against 
the supplier. You agree to assign to us on demand any such rights.

26. Exchange Control, Tax and Legal Requirements
(a) You must comply with exchange control, tax laws and any other laws 

governing the use of your Account or Cards, and you agree to indemnity us 
against any consequence of your failure to comply.



(b) Unless specifically stated, all amounts payable under this Agreement are 
exclusive of taxes, which if applicable, should be added to the amount 
payable, whether monetary or non-monetary consideration is provided. We 
may charge to your Card or Account the full amount or a reasonable part of 
that tax, duty, or other charge (as determined by us) except as prohibited 
by law.

(c) The following provisions shall apply in relation to taxes:
i.   Taxes are defined to include but are not limited to Goods and Services 

Tax (GST), Value-Added Tax (VAT) and all other taxes and duties levied 
or assessed in connection with a supply made under this Agreement.

ii. Taxes that are payable under this Section are due at the same time as 
any amount payable under the agreement is due.

(d) In the event that any of such fees payable to us are subject to withholding 
taxes you shall withhold and pay over the required amounts to the tax 
authorities within the time provided by law, and you will deduct the 
amount of any such withholding taxes from the fees to be paid to us and 
shall furnish to us within thirty(30) days thereof or as soon as practicable 
thereafter the official receipts of the relevant tax authorities for the taxes 
involved.

(e) Each Party shall otherwise be responsible for its own taxes arising in 
connection with this Agreement.

(f) We may provide you with reports, management information and/ or data 
feeds for your Account in our standard format. We do not represent or 
guarantee that you can rely on such reports or information being accurate 
or complete for the purpose of complying with your tax or other legal 
obligations or for any other purpose.

27. Parties Concerned
This Agreement shall be for the benefit of and binding upon both us and you 
and our and your respective successors and assigns and no other party.

28. No Waiver
If we fail to exercise or partially exercise any of our rights under this Agreement, 
this will not be a waiver of our rights and will not prevent us from exercising 
them later.

29. Severability
(a) If any provision of this Agreement conflicts with any applicable law or 

regulation, that provision will be deemed to be modified or deleted so as to 
be consistent with applicable law or regulation in a manner closest to the 
intention of the original provision of this Agreement.

(b) Modifications made under this provision will not affect the parties’ 
obligations under this Agreement, which will continue as modified.

30. Entire Agreement
(a) The terms and conditions set forth in this Agreement and the Account 

Applications constitute the entire agreement between us and you regarding 
Commercial Card Services and all prior representations, agreements and 
understandings are hereby excluded.

(b) If this Agreement is entered into pursuant to a broader master agreement 
between you (or any of your Affiliates) and us (or any of our Affiliates) 
covering the issuance of American Express® Corporate Services by us or 
any of our Affiliates in countries other than Japan and when there is any 
inconsistency between this Agreement and such master agreement, this 
Agreement shall take precedence in respect of any Program provided in 
Japan.

31.Representation and Warranty related to Anti-
social Forces

(a) You represent and warrant that the Company, any of its Affiliates and any 
officers or employees, etc. of the Company or its Affiliates (“Company et 
al.”) do not currently fall under an organized crime group, organized crime 
group member, person for whom five (5) years have not passed from the 
day on which he/she ceased to be an organized crime group member, 
non-regular member of an organized crime group, organized crime group 
affiliated organization, corporate racketeer, group engaging in criminal 
activities under the pretext of conducting social campaigns, crime group 
specialized in intellectual crimes or terrorist and other persons equivalent 
thereto (hereinafter collectively referred to as “Organized Crime Group 
Member, etc.”), and do not and will not in the future fall under any of the 
following items:
(i) 　Have a relation with the organized crime group, etc. which is found to 

control the management;
(ii) 　Have a relation with the organized crime group, etc. which is found to 

be substantially involved in the management;
(iii) 　Have a relation with the Organized Crime Group Member, etc. who is 

found to be unlawfully used for the purpose of making illicit gain for 
yourself, your company or a third party, or for the purpose of causing 
damage to a third party;

(iv)　 Have a relation with or be involved with the Organized Crime Group 
Member, etc. by providing funds, etc. or favors to him/her;

(v) 　An officer or a person who is substantially involved in the 
management has a socially unacceptable relationship with the 
Organized Crime Group Member and etc.

(b) You warrant that Company et al. will not conduct any of the following acts 
by itself or by using other person: a) act of making a violent claim, b) act 
of making a unjustifiable claim beyond the legal responsibilities, c) act of 
threatening or using violence in connection with a transaction, d) act of 
degrading our credit or obstructing our business activities by diffusing a 
rumor, using a fraudulent means or force, or e) act which is similar to any 
of the above.

32. Response under Criminal Proceeds Transfer 
Prevention Act, and Ancillary Guidelines or 
Regulations

(a) The Company agrees to the following items without objection with respect 
to verification conducted by AEII of information related to the Company 
and specific contents of transactions in accordance with the Act on 
Prevention of Transfer of Criminal Proceeds (the “Criminal Proceeds 
Transfer Prevention Act”) and any guidelines. related to the same act: 
(i)　 If the Company is requested by AEII to present or submit his or her 

driver’s license or other materials or copies thereof, the Company 
shall cooperate with AEII (including the case where the Company is 
requested by AEII to present or submit additional materials); 

(ii)　If the Company is requested by AEII to verify the purpose of 
transactions using a Card or other contents of transactions., the 
Company shall cooperate with AEII; 

(iii)　In the events of the preceding items, if AEII specifies the due date of 
the presentation, submission or reply, the Company shall comply with 
such due date unless he or she has valid reasons not to do so; and 

(iv)　If AEII determines that the Company is involved in money laundering, 
terrorist financing or violation of economic sanction related laws, 
taking into consideration the Company’s response to the verification 
set forth in the preceding items, specific contents of transactions, 
explanation of the Company and other circumstances, AEII may 
restrict or suspend use of a Card in whole or in part. 

(b)  If the Company was or is a foreign politically exposed person or a family 
member of such person (meaning a person falling under any item of Article 
12, Paragraph 3 of the Order for Enforcement of the Act on Prevention of 
Transfer of Criminal Proceeds, hereinafter referred to as “Foreign PEPs”) 
(including the case where the Company becomes a Foreign PEP after the 
Company was accepted for membership), the Company shall immediately 
notify AEII of the fact and the name of country and position.

(c)   If the Company is required by AEII to take certain procedures pursuant to 
the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Act, etc., the Company 
shall take such procedures or accept restriction or suspension of use of a 
Card in whole or in part overseas.

B. Business Travel Account
Special Provisions

Where you have selected a BTA in the Account Application, the following 
Sections also apply:

(a) Use of the BTA
(i) Once your request for a BTA has been approved by American Express, we 

will provide you with a BTA number. We will not issue plastic cards to you 
or any Account Users for BTA.

(ii) Based on your contract with the Travel Office and your instructions, the 
Travel Office will accept Charges from your Account Users and bill them 
to your BTA. Any refund or cancellation of an amount previously charged 
through BTA must be made by a credit to your BTA. The Travel Office must 
prepare an appropriate Record of Charge forms (‘ROC’) showing the BTA 
number quoted by you. We are not a party to contract between you and 
the Travel Office, and such contract shall not in any way affect agreements 
which we or any of our Affiliates may have with the Travel Office, a carrier, 
or other party.

(iii) You agree that the BTA will be used for travel purposes and in accordance 
with your policies and procedures.

(iv) Travel charges advances cannot be charged to the BTA.
(v) Upon receipt of a ROC, we shall debit or credit the amount of the Charge 

to your BTA, as appropriate.
(vi) We shall send a monthly statement of Charges directly to you for 

payment.
(vii) You agree to be bound by the normal terms and conditions governing the 

booking of travel at any Travel Office. This shall include, but is not limited 
to the obligation to pay applicable cancellation fees. With respect to the 
handling of the BTA or of any Charge, the BTA conditions take precedence.

(viii)  You may apply for an additional BTA number by the method prescribed by 
us.

(b) Full Liability for Charges
(i)      You agree to be responsible for the management of the use of the BTA 

number and for any and all liabilities resulting from the Travel Office’s use 
of BTA, including without limitation any Unauthorized Charges. 



(ii)     For the avoidance of doubt, Section 5(c) of this Agreement shall not apply 
to BTA or any Charges charged on BTA, and you shall be liable for any 
Unauthorized Charges. 

(iii)    Even if the Travel Office’s action of accepting Charges on BTA may be 
inconsistent with any obligations of the Travel Office, an air carrier, or any 
other party, you agree to accept full liability for such inconsistency and 
will not be relieved of any liability you owe to us. If you dispute any Charge, 
you must pursue the matter directly with the Agent.

(iv)    AEII will not be liable for any act or omission of any Agent, air carrier or 
other party providing goods or services, including any defect or deficiency 
in goods or services, or any representation made in a travel agent or 
supplier’s brochure of advertisements. The Company will handle any claim 
or dispute directly with such parties and will not withhold any payment to 
AEII on account of such claim or dispute.

(c) Changing Travel Agents
The issuance of a BTA number is subject to our approval of a Travel Office which 
you nominated. If you cease employment of the services of the nominated Travel 
Office, the BTA for the Travel Office will be closed. In such an event, any outstanding 
amounts on this BTA will require immediate payment. Subject to approval by 
American Express, you may apply for a BTA for use at your new Travel Office.

C. American Express @ Work®
Special Provisions

These Special Provisions apply when the Company uses American Express 
@ Work ® ("Services"). For the purpose of these Special Provisions, American 
Express means American Express and American Express Travel Related 
Services, Inc. These Special Provisions constitutes a part of the Agreement. 
Any matters not stipulated in these Special Provisions shall be governed by 
the provisions of the Agreement. Should there be any inconsistency or conflict 
between the content of these Special Provisions and those of the Agreement, 
the provisions of these Special Provisions shall prevail.

1. Authorised Users
(a) Use of the Services is restricted to those authorised users designated by 

the Company from among the Authorizing Officers or Contact Persons 
("Authorised Users").

(b) The Company understands that the designation of, and restricting access 
to, Authorised Users is part of the security of the Services data and agrees 
that the Company shall not substitute or replace any Authorised User(s), 
or add any additional Authorised User(s), unless the Company takes 
procedures after upon notice to our "Corporate Services Center" or take 
procedures on an "@ Work Online Application". The Company shall ensure 
that the Authorised Users comply with these Special Provisions.

(c) In addition to any other limitation of liability set out in the Agreement, 
American Express will not be liable for any loss or damage (including but 
not limited to consequential loss) incurred by the Company or its officers 
or employees (including former officers or employees) by any acts or 
omissions of any Authorised Users, including losses associated with the 
Authorised User's failure to obtain any appropriate consent or approval, or 
any fraudulent action(s) (including fraudulent applications) of Authorised 
User(s), the Company or its officers or employees.

(d) The Company understands and accepts that American Express shall 
be authorised to treat all actions, instructions and communications of 
Authorised Users (including access keys set up by the Authorised Users) 
as properly authorised by the Company and binding upon the Company 
even if fraudulent, incomplete, inaccurate, or made in error. The Company 
shall be responsible for protecting information, including access keys, and 
for any card applications made using the access key, whether authorized 
or unauthorized. American Express will not be liable for any losses, 
damages, costs or expenses (whether arising directly or indirectly) which 
the Company may suffer or incur because of American Express acting 
upon or relying on such actions, instructions and/or communications.

(e) Authorizing Officers and/or Contact Person is authorized by Company 
to act on its behalf with respect to the American Express Account(s), 
and American Express may rely on all written and oral directions and 
information that it receives from the Authorizing Officers and/or Contact 
Person. Subject to the terms and conditions set forth in this Agreement, 
Authorised Users may perform the following as part of the Services; 
provided, however, that an application in the Card application procedures 
through "Global Apply for Card (GAFC)" specified in item (v) below may 
only be approved if the Authorizing Officer is designated as an Authorised 
User:
(i) Use "@ Work Reporting" to view and extract data or reports on Card 

use by each Card Member for the purpose of checking and analyzing 
the status of Card use within the Company;

(ii) View and download "consolidated statement"; provided, however, 
that this shall be limited to the case “consolidated statement” is set 
up for the Company;

(iii) Cancel, suspend or cancel the suspension of a Card, change the 
information of a Card Member, view and download the Statements of 
Card Members or confirm the late payment information using "Online 

Program Management (OPM)" for the purpose of managing and 
maintaining Accounts and Card Member Accounts;

(iv) Confirm the safety of officers and employees based on the latest 
Corporate Card usage information (location information) using 
"Ready Response";

(v) Perform Card application procedures (including services such as 
management of Card application status) through "Global Apply for 
Card (GAFC)"; 

(vi) Register the Company's new Authorised User(s) or change the access 
rights of existing Authorised Users (alternatively, such registration 
and change may be made by contacting the Corporate Services 
Center by telephone or e-mail); and

(vii) Encourage officers and employees of the Company to use the 
Services.

(f) Under the instructions from the Company, AEII may provide personal data 
of Card Members to a contractor which is located in a foreign country and 
to which the Company has contracted out the handling, etc. of personal 
data. The Company represents and warrants that it has obtained all 
consents and approvals, and made  all disclosures required by applicable 
laws (including the Act on the Protection of Personal Information) to 
allow Authorised Users to engage in the following activities. The Company 
also represents and warrants that the Company will appropriately 
handle personal information of Card Members as required under the 
Personal Information Protection Act, such as by supervising a contractor 
if the Company provides personal information of Card Members to 
the contractor, or when providing information in the event of providing 
personal data to a third party located in a foreign country (including such 
provision of information by AEII as instructed by the Company) . The 
Company warrants that any contractor to which the Company entrusts 
personal data has put in place such system that conforms to the standards 
set by applicable rules of the Personal Information Protection Commission 
as is necessary to continuously take measures equivalent to those required 
by the Personal Information Protection Act to be taken by a business 
operator handling personal information in connection with the handling of 
personal data.
(i) Manage, and take any action with respect to, the Accounts and Card 

Member Accounts; and
(ii) Access to and/or transfer of (including cross-border access and/or 

transfer) personal information (including, but not limited to, name, 
address,  e-mail address, telephone number, and Card number) of 
officers and employees of the Company and officers and employees 
of the Company's related entity(ies) (limited to those participating in 
American Express® Commercial Card Services or Program(s)) for the 
purpose of managing Accounts and Card Member Accounts.

2. Registration of Authorised Users
In relation to the Services, the Company shall agree to these Special Provisions 
and apply for the registration for use in the following manner and American 
Express shall approve the application, upon which the registration for use shall 
be completed:
(i) @ Work Online Application

The Authorizing Officer shall take procedures on behalf of the company 
through "@ Work Online Application" on the Web; and

(ii) AEII shall register when the Company applies for the establishment of its 
account.
If the Company desires to apply for the establishment of its account, 
American Express shall register the Authorizing Officer and the Contact 
Person  stated on the "American Express Account Application" as an 
Authorised User.

3. User ID and Password Management
(a) The Company is responsible for properly managing the user ID(s) and 

password(s) for the Services assigned to each Authorised User by 
American Express. Authorised Users may not under any circumstances 
assign or rent their user IDs or passwords to any third party or share them 
with any third party.

(b) American Express may deem any login with a user ID and password 
combination that matches the registered information to be a use by the 
user himself or herself who has registered such user ID, and any results 
arising from such use and any and all liabilities arising therefrom shall 
belong to the Company.

(c) American Express shall not be liable for any loss or damage arising from 
the use or misuse of any user ID or password.

4. License Rights and Terms
(a) Pursuant to these Special Provisions, and only during the term of this 

Agreement, American Express hereby grants each Authorised User a 
limited, non-transferable, non-exclusive license (“Licence”) to permit 
Authorised Users to access and use the Services to which the Company 
has been granted access solely for the purpose of managing its own 
American Express related data and accessing or creating reports relating 
thereto, and performing various procedures related to a Card as set forth 
under these Special Provisions.



(b) American Express shall retain all rights to the Services, including, but not 
limited to, patents, copyrights, trade secrets, and other proprietary rights. 
Neither the Company nor its Authorised User may download @ Work. In 
addition, in using the Services, American Express prohibits Authorised 
Users from:
(i) removing any copyright or other proprietary legends from the 

Services;
(ii) sub-licensing, leasing, renting, assigning, transferring or distributing 

the Services to any third party;
(iii) altering, modifying, copying, enhancing or adapting the Services;
(iv) attempting to reverse engineer, convert, translate, decompile, 

disassemble or merge the Services with any other software or 
materials; or

(v) otherwise creating or attempting to create any derivative works from 
the Services.

(c) Notwithstanding the foregoing, Authorised Users may download JAVA 
Applets as applicable based on the Services selected and may download, 
keep or merge reports generated by Authorised Users through the 
Services. American Express retains all proprietary rights to the format 
and arrangement of any and all reports generated through the Services. 
This license granted under these Special Provisions shall terminate upon 
termination of the Account agreement(s).

5. Obligations of the Company
The Company shall comply with all applicable laws with respect to the Services, 
including, but not limited to, laws related to the export of technical or personal 
data. The Company shall only use the Services with the content and data for 
which the Company has necessary rights.

6. Termination of Agreement
(a) Either party may terminate this License for any reason or no reason by 

giving the other party thirty (30) days prior written notice. American 
Express may immediately terminate this License upon written notice to 
the Company if:
(i) the Company fails to pay any applicable fee by the due pursuant to 

the terms of this Agreement;
(ii) the Company or any Authorised Users breach any obligation set out 

in these Special Provisions; or
(iii) the Company or any Authorised Users otherwise breach any other 

terms contained in this Agreement.
(b) Upon the expiration or termination of this Agreement for any reason, the 

Company shall:
(i) immediately require that all Authorised Users cease using the 

Services;
(ii) promptly pay any applicable fees accrued but unpaid as of the 

expiration or termination date; and
(iii) within fifteen (15) days after expiration or termination that 

the Company and its Authorised Users destroy or return, any 
American Express documentation and confidential information in 
the Company’s possession or control to American Express. This 
requirement applies to copies in all forms, partial and complete, 
in all types of media and computer memory, and whether or not 
modified or merged into other materials. Notwithstanding the above, 
the Company may download, keep or merge reports generated by 
the Company through the Services. American Express retains all 
proprietary rights to the format and arrangement of any and all 
reports generated through the Services. All terms relating to an 
American Express Corporate Card or Corporate Purchasing Card 
account agreement will survive the termination or expiration of this 
License.

7. Service Interruptions
American Express reserves the right to conduct scheduled and unscheduled 
maintenance. American Express will provide notice of maintenance when 
reasonably possible. The Services may experience unanticipated downtime or 
interruptions.

8. Disclaimer of Warranties
American Express and its third party suppliers and licensors do not warrant 
that the Services will meet the Company's requirements or that access to the 
Services, or the operation of the Services will be uninterrupted, secure, error-
free, that all errors will be corrected, or that the data and/or reports generated 
by the Services will be accurate. The Services are provided “as is” and to the 
extent permitted by law, American Express and its third party suppliers and 
licensors specifically disclaim all representations or warranties of any kind, 
expressed or implied, including without limitation any implied warranty of 
merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement or 
accuracy.

Note: This document is an English translation of the “American Express Global 
Corporate Payment Agreement” in Japanese. In the event of any conflict 
between the English and Japanese versions, the Japanese original will prevail.

9. Revision of these Special Provisions
(a)   In the following circumstances, AEII may specify the time in which the 

changes to these Special Provisions are effective, and revise these Special 
Provisions accordingly by posting the changed content and the effective 
time of the changes thereof on our website, or by disseminating such 
information by reasonable methods such as notification to the Company 
as needed:
(i) When the revised content suits the general interests of the Company; 
(ii) When the revised content is not contrary to the purpose of transactions 

relating to these Special Provisions and is reasonable in light of the 
necessity of revisions, the appropriateness of the revised content and 
other circumstances relating to changes;

(b)  In addition to pursuant to the preceding paragraph, AEII may revise these 
Special Provisions upon notifying the Company by thirty (30) days’ prior 
notice to the Company. In such case, the Company shall be deemed to 
have consented to and be bound by any such revision upon use of the 
Service.

Fee Schedule
• Corporate Card Annual Membership Fee: To be indicated separately
• Foreign Currencies Conversion Commission: 2%
• Late Payment Fee: A rate of 1.10% per month shall be assessed on the 

amount which is overdue (excluding late payment fee) unless otherwise 
agreed by and between the Company and American Express.



Exhibit
Personal Information
(a)Collection, Retainment, Use, Supply of Personal 

Information
1. You, Account Users, Card Members, and applicants for use of any Account 

or Card (“Persons”) agree that we may, in accordance with our established 
measures of protection, collect, retain, and use their personal information 
set forth below (“Personal Information”), for the purposes of judging the 
credit risk of transactions with Persons, including transactions under these 
Terms and Conditions (including applications therefor, this “Contract”), 
managing credit which we have extended (including demanding a payment 
when it is overdue, transferring of receivables, etc.), and offering benefits 
and services accompanied with the Accounts and/or Cards:
(a) Persons’ name, age, birthday, gender, address, telephone number, Email 

address and any other contact information, place of employment, 
family, residence status, and other information which Persons filled in 
on relevant application forms, etc. (including the reported changes);

(b) dates of application and contract, product name, contract amount, the 
number of installments, and information on use of the Accounts/Cards 
at Merchants under this Contract;

(c) outstanding amount of obligations and monthly status of repayment 
after the payment under this Contract has commenced;

(d) Persons’ property, debts, income, expenditure which Persons declared, 
and information on credit history and status of repayment which we 
collected, for the purpose of our investigating Persons’ current or future 
credit risk under this Contract;

(e) information set forth in documents which are required to verify 
identification under the Law Concerning Prevention of Transfer of 
Criminal Proceeds, and information set forth in an income certificate, 
etc. which Persons submitted to us;

(f) contact information, including a forwarding address after moving, place 
of employment, or telephone number, which is collected by us or a party 
who is contracted by us, and information available on Persons’ residence 
certificate or a copy/extract of Persons’ family register which is legally 
issued;

(g) information available in official gazettes or telephone directories, or 
disclosed to the general public;

(h) information related to online applications such as IP addresses, Internet 
service providers, cookies, application IDs, and other information on 
the status and environment of use, etc. of equipment, software (OS and 
applications, etc.) and communications used for applications, etc., and 
information related to the application process such as time of application;

(i) other information directly disclosed by Persons or known to us in the 
course of inquiries from Persons (including phonetic information by 
means of recording conversation with Persons).

2. Persons agree that we may use personal information for the purposes set 
forth below, in addition to those purposes set forth in Section (a)1. above:
(a) provision of basic functions and ancillary services of a credit card;
(b) communication with Merchants and its management, in connection with 

a credit card;
(c) introduction of the businesses of American Express, its subsidiaries or 

Merchants, that is conducted by mail, telephone, e-mails, etc.;+
(d) sale and solicitation with regard to financial products or services of 

American Express, its subsidiaries, or its affiliates;
(e) provision of accident insurance, life insurance, mutual aid insurance, and 

services related or accessory thereto, that is conducted by American 
Express as an agency under a contract with each insurance/mutual aid 
provider; provided that purposes of use by each such provider shall be 
set forth in its website;

(f) market research, compiling of statistics, or development of new 
products, to the extent that is related to our business;

(g) in connection with requested travel arrangement, arrangement of, and 
procedures to receive, services to be provided by a transportation or 
lodging service company, etc.;

(h) response to inquiries or requests, improvement of the level of service, 
and communication to Persons (including communication related to 
Charges);

(i) execution of rights and obligations of American Express under the laws;
(j) measures against misuse; and
(k) other purposes with regard to which we separately obtain Persons' 

consent.
Details of our business shall be disclosed on our website.

3. In addition to the terms set forth in this Section (a) 1 and the preceding 
paragraph, Persons agree that if Persons are representatives of Merchants 
or Merchants, we will use (including linking and using) the personal 
information (representatives' name, address, date of birth, telephone 
number and other information notified by Merchants to us at the time 
of application and/or notification of change) stated in the Merchant 
application forms together with the personal information described in this 
Section (a) 1 (a) and (b) for the purpose of confirming the performance 
of the obligations of Persons set forth herein, taking necessary measures 
hereunder, confirming the performance of the obligations of Merchants set 
forth in the Merchant Agreement, and taking necessary measures under the 
Merchant Agreement.

4. Persons agree that, for the purposes set forth in Sections (a)1. and (a)2., 
above, we may use personal information set forth in items (a) through 
(i) of Section (a)1., above jointly with the following parties. If any of the 
parties set forth in (b) below is located in a foreign country, please check 
our website for the name of the foreign country, information on the systems 
related to the protection of personal information in the foreign country, 
information on measures for protecting personal information to be taken by 
the relevant party set forth in (b) below, and other helpful information.
(a) companies whose decisions relating to its financial or business matters 

are under a direct or indirect control of us, or companies who has a 
direct or indirect control over our decisions relating to the financial or 
business matters, and companies who are under a similar control of any 
of such companies; or

(b) companies whose name or logo mark is indicated on the Cards.
5. Persons agree that, in the following cases, we may disclose to the recipient 

set forth below, and such recipient may use, personal information set forth 
in items (a), (b) and (i) of Section (a)1., to the least extent required for 
the achievement of the following purpose. If, in any of the following cases, 
the Company designates an entity to which personal information should be 
provided and instructs us to transfer personal information to such entity, the 
Company shall at its responsibility obtain the consent of relevant Persons 
or supervise the Contractor or take other measures required under the 
Personal Information Protection Act, including, if the Contractor is an entity 
located outside Japan, measures required to transfer personal information 
outside Japan. If any of the following parties is located in a foreign country, 
please check our website for the name of the foreign country, information on 
the systems related to the protection of personal information in the foreign 
country, information on measures for protecting personal information to be 
taken by the relevant party below, and other helpful information.
(a) in the case of disclosure which is made by forwarding personal 

information by electronic means, etc. to a transportation or lodging 
service company or, only when necessary, a travel agent (including 
a third party located in a foreign country), for the purpose of travel 
arrangement, etc. upon Persons’ request;

(b) in the case of disclosure which is made to a service providing company 
(including a company located in a foreign country) for the purpose of 
provision of accessory services of a credit card (including reservations 
at restaurants or use of mileage program) upon Persons’ request; or

(c) in the case of disclosure which is made to the Company, any of its 
affiliates  (including affiliates located in foreign countries) or a third 
party (including a third party located in a foreign country) designated 
by the Company, for the purpose of analysis of the management and 
optimization of business travels or business expenses as well as account 
management (including various procedures related to a Card).

6. Even in the case where we use or disclose personal information to the 
extent agreed by Persons in items (c) and (d) of Section (a)2., when Persons 
request the cessation of such use or disclosure, we will take necessary 
steps to cease the use or disclosure thereafter; provided, however, that 
introduction of business which is inserted in, or forwarded together with, the 
Card or Statements.

7. Persons agree that we may submit personal information set forth in 
paragraph 1 (a) and (h) of this Section to a recipient that operates a fraud 
detection system in the United States of America for the purposes of judging 
the credit risk and taking measures against misuse, and that we may obtain 
and use the results of detection by the fraud detection system of such 
recipient. Such recipient shall delete the personal information submitted by 
us after achieving the purposes set forth in this paragraph. Please check our 
website for information on the systems related to the protection of personal 
information in the United States of America, information on measures for 
protecting personal information to be taken by a recipient, and other helpful 
information.

(b) Use of, or Registration with, Credit Information 
Organizations

1. With regard to credit information organizations which we may use and 
register certain information with, Persons consent to the following; provided, 
however, that in case where the Company, under its agreement with us, 
bears all the liabilities arising from the use of the Cards, this Section (b) 
shall not apply:
(a) In order to make judgment with regard to credit transactions with 

Persons , we may refer to credit information organizations to which 
we belong (namely, persons who conduct as their business collecting 
of information related to individuals’ payment/repayment ability and 
providing such information to their affiliated members) (“Member 
Credit Organizations”) or other credit information organizations 
affiliated with such Member Credit Organizations (“Affiliate Credit 
Organizations”), and if personal information on Persons is registered, 
we may use such information. Provided, however, that any information 
relating to an individual’s payment/repayment ability which is registered 
with Member Credit Organizations or Affiliate Credit Organizations shall 
not be used for any purpose other than check of payment/repayment 
ability, pursuant to applicable laws and regulations.

(b) The Information to be Registered as set forth in the chart below (Persons’ 
personal information to verify his or her identity and the objective facts 



of transactions under this Contract) shall be registered with Member 
Credit Organizations for periods specified in the chart below and may 
be used by members of Member Credit Organizations or Affiliate Credit 
Organizations for the purpose of check of Persons’ payment/repayment 
ability.

(c) Personal information registered at Member Credit Organizations 
pursuant to the previous paragraph (b) may be mutually provided or 
used among Member Credit Organizations, Affiliate Credit Organizations, 
and members of those organizations, for the purposes of and within the 
scope required for the protection and fair use of such information such 
as maintaining the accuracy, updating, resolving complaints, monitoring 
the compliance of members of those organizations, etc.

2. The names, contact numbers, etc. of the credit information organizations, 
as well as types of information to be registered and periods of registration, 
are set forth below. If we intend to belong to a new credit information 
organization to refer to and use registered information, we will notify 
Persons by a written notice, etc. and follow the designated processes in 
accordance with applicable laws and regulations.

● Names and contact numbers, etc. of Member Credit Organizations

Name: CIC
  (a Designated Credit Information Organization under the Moneylenders Law and the 
Installment Sales Law)   

Address: Shinjuku First West, 1-23-7 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
 160-8375

Telephone No.: 0570-666-414
URL: https://www.cic.co.jp

Name: Japan Credit Information Reference Center Corp.
 (a Designated Credit Information Organization under the Moneylenders Law)

Address: Sumitomo Fudosan Ueno Building 5 Gokan 1-10-14 Kitaueno, Taito-ku,
Tokyo 110-0014

Telephone No.: 0570-055-955
URL: https://www.jicc.co.jp

● Names and contact numbers, etc. of Member Credit Organizations

Name: Japanese Bankers Association, Personal Credit Information Center
Address: 1-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8216
Telephone No.: 03-3214-5020
URL: https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

●The information to be registered and the period of registration Information to 
be registered

Information to be registered

Credit Information Organization to register
with and period of registration

CIC
Japan Credit Information 
Reference Center Corp.

(1) Personal information 
such as name, 
birth date, gender, 
address, telephone 
number, place of 
employment, driver’s 
license number, 
identity verification 
document number, 
etc.

During the period any of the information listed in 
(2), (3), or (4) is registered

(2) Fact of having 
applied relating to 
this Contract

For six (6) months from 
the date on which we 
made an inquiry to the 
organization

Within six (6) months 
from the date on which 
we made an inquiry to 
the organization

(3) Objective facts of 
transactions relating 
to this Contract

During the period a 
contract is valid and 
within five (5) years 
after termination (or 
if settlement is not 
complete, after full 
payment)

During the duration of 
the contract and within 
five (5) years after 
termination (however, 
within one year after 
the date of occurrence 
of the relevant fact with 
respect to information 
relating to transfer of 
receivables) 

(4) Facts of delayed 
payment for 
obligation

During the period 
a contract is valid 
and for five (5) years 
after termination (or 
if settlement is not 
complete, after full 
payment)

During the period a 
contract is valid and 
within five (5) years 
after termination (or 
if settlement is not 
complete, after full 
payment)

The information we register include the name, birth date, gender, address, 
telephone number, place of employment, driver’s license number, identity 
verification document number or other identifiable information, date and type 
of contract, payment dates, contract amount, line of credit amount, installment 
number for payment, unpaid balance, expected date of full payment, payment 
status (including facts of termination, full payment, etc.), and other information 
designated by each Member Credit Organization.

(c)Disclosure, Correction, or Deletion of Information
1. Persons may demand, in accordance with the Personal Information 

Protection Law and by the method prescribed therein, that we or Member 
Credit Organizations disclose personal information on themselves.
(a) For demands to American Express, please inquire at our Membership 

Service Center, American Express International, Inc., 
4-1-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-6920, Japan; Telephone No. 
0120-974990;
URL: https://www.americanexpress.co.jp

(b) For demands to credit information organizations, please inquire at each 
organization set forth in Section (b)2., above.

2. In the event that any of personal information is found to be untrue, we will 
immediately correct or delete such information upon request.

(d) In Case of Disagreement:
In the event that Persons do not wish to fill in any item required for application 
for membership, or in the event that Persons do not approve all or a portion 
of the treatment of personal information as set forth herein, we may decline 
membership or take procedures to cancel the membership; provided that this 
shall not apply to the cases where Persons do not approve items (c) and (d) of 
Section (a)2.

(e) Events of Contract Not Concluded or Membership 
Withdrawn or Revoked

1.  If this Contract has not been concluded, the fact of application shall, in 
accordance with Sections (a) and (b)1. (b), be used for a certain period but 
shall not otherwise be used, regardless of the reason for non-conclusion.

2.  After a Card Member’s Card Membership terminates due to the expiration 
of an effective term printed on the face of the Card, withdrawal or revocation 
of the membership, etc., we will retain and use the Card Member’s personal 
information for the purposes designated in Sections (a)1., (a)2(i), and 
(b)1. for a certain period of time as stipulated by laws or regulations or 
designated by us.

(Effective as of April 1, 2022)

Note: This document is an English translation of the “American Express Global 
Corporate Payment Agreement” in Japanese. In the event of any conflict 
between the English and Japanese versions, the Japanese original will prevail.
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