通行料金支払いをノンストップで

有料道路の料金所をノンストップで、お支払いもスムーズに。
アメリカン・エキスプレスの「ETCカード」

「ETCカード」
「ETCカード」は、有料道路の料金所をノンストップで
通 過 可 能 にし、自動 的 にアメリカン・エキスプレスの
カードでのご決済となるETC専用のICカードです。

アメリカン・エキスプレスの「ETCカード」

ETC のご利用に関する Q&A

｢ETCカード」でスムーズで快適なドライブを。

Q 車載器はどこで入手できますか？ また、故障した場合は？
A 車載器は、カーディーラーや、カー用品店で販売されています。

｢ ETC カード」のご利用代金は、お持ちのアメリカン・エキスプレスの
コーポレート・カードのご利用代金と合わせてご請求いたします。
●本カードは、｢ETCカード」専用カードであり、通常の加盟店ではご利用できません。

年会費/1枚につき

550 円（税込）

便利なETCカードを複数枚お持ちいただ
けます。
1枚のコーポレート・カードにつきETCカードを5枚まで
発行することが可能です。
複数の車両のETCカードのご利用代金を一括で管理でき
ますので大変便利です。
●ETCご利用代金は、
「カードご利用代金明細書」にはカード会員
さまご利用分として表示されます。また、ETCカード番号は表記
されませんので、予めご了承ください。

別途、取付け（セットアップなど）が必となりますので、詳細は最
寄りカーディーラーや、カー用品店にお問い合せください。

また、故障した場合は、購入店・取付け店へご相談ください。

Q 利用した際の領収書はもらえますか？
A ETCはノンストップ・システムなので、ETC車線では領収書は発
行されません。通行時にその場で発行が必要な場合は、係員の
いる車線で一旦停止し、利用証明書をお受け取りください。

Q レンタカーでも利用できますか？
「ETCカード」はどの車の車載器でもご利用いただけます。
A はい。

また、複数枚をお持ちになれば、複数の車で同時に「ETCカード」

●ETCカードのご利用からお支払いまで
料金所にて
「ETCカード」の
ご利用お客様

ご利用
データ

を利用することができます。なお、いずれの場合も「ETCカード」

お支払い

のご利用料金は、お持ちのアメリカン・エキスプレスのコーポ

請求

各道路事業者

アメリカン・
エキスプレス

レート・カードへのご請求となります。

お客様

ETCご利用代金の
ご請求
｢ETCカード」ご利用分もアメリカン・
エキスプレスのコーポレート・カード
の明細書にてご請求いたします。

「ETCカード」
ご利用の流れ

「ETCカード」
と
「車載器」
をご用意ください。

有料道路のご利用前に、
車 載 器 に「E T Cカード」
を挿入してください。

「E T C」表 示 のある車 線
にゆっくりとお進みくだ
さい。

開閉バーが開いたのを
確認して進んでください。

03_0203_ETC_Apps_All_JE_11/20

Please see the following page for English

ETCマイレージサービスを
ご利用ください
東／中／西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、

※ ETC カードのお届けは、カードご利用代金明細書送付先になります。
● ETC カードは、申込書到着後約 2 週間で発送となります。
● ETC カードの発行にあたっては、別途審査がございます。
● カードの種類により、一部お申し込みいただけない場合がございます。
● ETCカードは有料道路上のETCシステム決済専用のカードですので、通常のショッピングにはご
利用になれません。(有料道路上のサービスエリア、パーキングエリアの売店含む)
● ETC カードの紛失・盗難の際は必ず、弊社メンバーシップ・サービス・センター
（0120-020120 ／ 24 時間年中無休）までご連絡ください。

本州四国連絡高速道路株式会社が行う「ETCマイレージサー
ビス｣は、ETCカードでのお支払い額に応じてETCマイレージ
サービスのポイントがつき、所定の還元額に交換すること
で無料通行分がプレゼントされる大変お得なサービスです。
● ETCマイレージサービスご利用には、事前の登録が必要です。登録の
お申し込みは、下記ETCマイレージサービス事務局にご連絡ください。
ウェブサイトまたは郵送で受け付けております。

コーポレート・カード会員用

第1条（規約の目的）
本規約は、会員がETCカードを利用する場合の規約を定めたものです。会員は本規約を承認し、別途道路事業者

各道路事業者によりポイントの付き方や還元額等のサービス内
容が異なります。ETCマイレージサービスに関する詳細は下記
までお問い合わせください。
ETCマイレージサービス事務局

☎0570-010125（携帯電話・PHSからは045-477-3793）

（9時～21時／月～金、9時～18時／土日祝）

及び車載器業者が定める利用規程を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。
第2条（ETCカードの貸与及び管理）
1. アメリカン・エキスプレス・インターナショナル，Inc.（以下「当社」
と称します。）または当社の子会社の発行する
の方法で申込みを受け、当社が適当と認めた方に対し、ETCカードをコーポレート・カードに追加して発行し、貸
利用することによりコーポレート・カードによる決済サービスを受けることができます。
用、管理するものとします。万が一他人に貸与したり、車輌内に放置する等により第三者による不正使用があっ
た場合には会員本人が支払責任を負うものとします。
第3条（定義）
本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
1.「ETCカード」
とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いの為の専用カード
をいいます。
2.「道路事業者」
とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道
路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び地方道路公社など道路整備特別措置
法に基づく有料道路事業者のうち当社がクレジットカード決済契約を締結した有料道路事業者をいいます。

私にETCカードが発行された場合、ETCカードの保持・使用についてETCカード会員規
約に従います。貴社においてこの申し込みに対する審査を行った結果、ETCカードが

者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
4.「車載器」
とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行う為の装置をいいます。

第4条（ETCカードの利用方法）

2. また、会員は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを提示して有料道路の料金を支払うことができる
第5条（ETCカードの利用代金の支払方法）

首都高速道路株式会社

首都高ETCコールセンター

阪神高速道路株式会社

阪神高速お客さまセンター

1. 当社は会員のETCカードご利用代金をコーポレート・カードのご利用代金請求と同じ方法により請求し、会員は

ナビダイヤル

NEXCO 西日本お客さまセンター

0570-024024

PHS、IP電話から

03-5338-7524

（24時間／年中無休）

0120-922299
PHS、IP電話から 052-223-0333

（24時間／年中無休）

0120-924863
フリーコールがご利用

06-6876-9031

できないお客さまは
（24時間／年中無休）

03-6667-5855

（24時間／年中無休）

06-6576-1484

（平日8：30〜19：00、土日祝 年末年始
9：00～18：00／年中無休）

アメリカン・エキスプレスの「ETC カード」に関するお問い合わせは
アメリカン・エキスプレス・メンバーシップ・サービス・センター

0120-974990

発行されない場合には何ら異議を唱えません。

通話料無料（9：00～17：00／土日祝休）

コーポレート・カードの利用代金と合算して支払うこととします。
2. 当社の利用代金の請求は、道路事業者の請求データに基づくものとします。もし、道路事業者の請求データに疑
義がある場合は当社、会員と道路事業者間で解決するものとし、当社への支払義務は、免れないものとします。
第6条（ETCカードの利用・貸与の停止など）
会員が、本規約もしくはコーポレート・カード会員規約に違反した場合、または、本カードまたはコーポレート・カー
ドの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、当社は、会員に通知することなく本カードもしくはコーポレート・
カードまたは両カードの利用・貸与の停止、返却などコーポレート・カード会員規約に定める措置をとるものとしま

お申し込み日

年

日

コーポレート・カード会員の会員番号・お名前等をご記入ください。
会員番号

＊
有効期限

フリガナ
会員氏名

月

年

会社名

第7条（ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形などの届出義務・責任及び再発行）
会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、または、カードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに
当社に届出るものとします。また、カードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、コーポレート・カード会員規約に
よるものとします。ETCカードは、当社が認める場合に限り再発行します。この場合、所定の再発行手数料がかか
ることがあります。

ご連絡先
電話番号

第8条（ETCカードの有効期限）
ETCカードの有効期限は、コーポレート・カードと別に定めるものとします。

自 宅
勤務先

ご署名

第9条（ETCカードの年会費）
会員は、コーポレート・カード会員規約に定める年会費とは別に、当社所定のETCカードの年会費を支払うものと
します。本年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合、その他理由のいかんを問わず返却致しません。
第10条（カード会社の免責）
当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除きETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解
決及び損害賠償の責任を負わないものとします。

本申込書でお申し込みになるETCカードの合計枚数をご記入ください。
（ETCカードを合計5枚までお持ちいただけます。）
お申し込み枚数

第11条（会員規約）
本規約に定められていない事項については、コーポレート・カード会員規約によるものとします。当社は随時会
員に対し文書により通知することによって本規約の各規定を改正することができます。
第12条（多目的利用サービス）
用途に利用（以下「多目的利用」
といいます。）することができる場合があります。この場合、会員は、本規約および
別途多目的利用にかかるサービスを提供する事業者が定める利用規程に従って、ETCカードを利用するものと

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル ,Inc.

月

す。コーポレート・カードの会員資格停止の場合、本カードの利用資格も停止されます。

本規約の他の定めにかかわらず、会員は、ETCカードをETCシステムにおいて利用される通行料金の決済以外の

〒 105-6920 東京都港区虎ノ門 4丁目 1番 1号

以下必要項目をご記入ください。

ものとします。

ETCシステムに関するお問い合わせは

西日本高速道路株式会社

宛

私は下記の通りETCカードが発行され、
また自動的に更新されるように申し込みます。

情報を授受する装置をいいます。

お問い合わせ

NEXCO 中日本ハイウェイガイド

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.

3.「 ETCシステム」
とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、並びに道路事業

金の支払いを行うことができるものとします。

中日本高速道路株式会社

カードとコーポレート・カードは同時にお申
し込みいただけませんのでご了承ください。

与します。ETCカードを貸与された会員は、ETCシステムにおいてはコーポレート・カードに代わりETCカードを

1. 会員は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムにより、通行料

NEXCO 東日本お客さまセンター

ETCカードはコーポレート・カードがお手
元に届いてからお申し込みください。ETC

カード（以下「コーポレート・カード」と称します。）を保有する会員でETCシステム利用希望者のうちから、所定

5.「 路側システム」
とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要

www.smile-etc.jp/

東日本高速道路株式会社

ETC カード
コーポレート・カード会員様用申込書

2. ETCカードの所有権は、当社にあり、会員はコーポレート・カード同様善良な管理者の注意をもってカードを利

●登録にはETCカードとセットアップされたETC車載器が必要です。

ウェブサイト

ETCカード会員規約

本フォームはコーポレート・カード会員様専用です。その他の
カードをお持ちの方はご使用いただけませんので、あらかじめ
ご了承ください。

し、当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除き、多目的利用にかかるサービス、ETCシステム及
び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。
2019年10月1日現在

合計

枚

＊ETCカードのお申し込みにあたっては、事前にご所属の法人からの
ご登録が必要です。
＜送付先＞
〒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

Please submit this entire page.
● Your ETC Card will be mailed to your registered billing address.
● You will receive your ETC Card approximately two weeks after we have received
your application.
● The issuance of an ETC Card is subject to a separate screening.
● There may be cases where we are unable to accept some applications due to
the type of card.
● The ETC Card is a card for exclusive use for ETC system road toll settlements
and cannot be used for regular shopping. (Includes stores in toll road service
areas and parking areas)
● Please contact the Membership Service Center (0120-020120 / Open 24 hours
a day, 365 days a year) if your ETC Card is lost or stolen.

ETC Card Membership
Terms and Conditions - For Corporate Card Members
Article 1 (Objective of these Terms and Conditions)
These Terms and Conditions prescribe the terms and conditions for the use of the ETC
Card by a Corporate Card Member (hereinafter referred to as “Member”). Members shall
use the ETC Card upon approving these Terms and Conditions, and in compliance with
the usage regulations separately prescribed by the Expressway Operators and Vehicle
Device suppliers.

Article 2 (Loan and Management of ETC Card)
1. Of the holders of a card issued by American Express International, Inc. (hereinafter
referred to as “the Company”) or a subsidiary of the Company (hereinafter referred
to as “Corporate Card”) who wish to use the ETC System, those that have filed an
application by the prescribed method to, and been deemed appropriate by, the
Company shall be issued and loaned an ETC Card in addition to their Corporate Card.
Members who have been loaned an ETC Card are eligible for the settlement by their
Corporate Card when using the ETC Card in lieu of their Corporate Card on the ETC
System.
2. Ownership of the ETC Card shall be retained by the Company, and the Member
shall use and manage the card with the same duty of care as their Corporate Card.
In the event of illegitimate use by a third party, such as in cases where the card has
been lent to another person, or has been left inside a vehicle, the Member shall bear
responsibility to pay.

Article 3 (Definitions)
The following terms that are used in these Terms and Conditions shall carry the meaning
set forth below:
1. “ETC Card” refers to the dedicated card for making toll payments on the ETC Systems
operated by Expressway Operators.
2. “Expressway Operator” refers to a toll expressway operator under the Act on Special
Measures concerning Road Construction and Improvement (such as East Nippon
Expressway Company Limited, Metropolitan Expressway Company Limited, Central
Nippon Expressway Company Limited, West Nippon Expressway Company Limited,
Hanshin Expressway Company Limited, Honshu-Shikoku Bridge Expressway Company
Limited, and regional road public corporations) that have executed a Credit Card
Settlement Agreement with the Company.
3. “ETC System” refers to the system in which an ETC user pays toll fees at toll gates of
the Expressway Operators through the use of an ETC Card and Vehicle Device, as well
as the Expressway Operator's Roadside System.
4. “Vehicle Device” refers to the communication equipment which an ETC user installs in
a vehicle to use the ETC System.
5. “Roadside System” refers to the equipment installed in the ETC Lane at toll gates
of the Expressway Operators which wirelessly sends and receives the necessary
information to and from an ETC user’s Vehicle Device.

Article 4 (ETC Card Usage Method)
1. The Member, at toll gates of the Expressway Operators, may pay toll fees through
the use of the Roadside System via the Vehicle Device in which the ETC Card has
been inserted.
2. In addition, the Member, at toll gates of the Expressway Operators, may pay toll
fees by presenting their ETC Card.

Article 5 (Payment of ETC Card Charge Amounts)
1. The Company shall bill the amount charged on the Member's ETC Card by the
same billing method as for their Corporate Card, and the Member shall pay the
billed amount together with the amount billed for the Corporate Card.
2. The Company’s billing shall be based on the billing data from the Expressway
Operators. In the event of a doubt regarding the billing data from any Express
Operator, this shall be resolved among the Company, the Member, and the
Expressway Operator; the Member shall not be waived from their obligation to
make the payment to the Company.

This form is for exclusive use by American Express
Corporate Card Members only.

ETC Card Application Form
(for Corporate Card Members)
Please submit this form after you
receive your Corporate Card. Please
be advised that ETC Cards cannot
be applied for at the same time as
your Corporate Card.

Article 6 (Suspension, Etc., of Use / Loan of ETC Card)
In the event of the Member violating these Terms and Conditions or the Corporate
Card Member Terms and Conditions, or in the event of their usage of the ETC Card
or the Corporate Card being deemed inappropriate by the Company, the Company
may take the measures prescribed in the Corporate Card Member Terms and
Conditions, including the suspension of use or loaning of the ETC Card, Corporate
Card, or both, or ordering their return, etc. In the event of the Member’s Corporate
Card membership being suspended, the Member’s eligibility to use the ETC Card
shall also be suspended.

Article 7 (Obligation and Responsibility to Notify in the
Event of the Loss, Theft, Damage, or Deformity of the ETC
Card; Reissuance)

To: American Express International, Inc.
I hereby apply for membership of the ETC Card and agree to automatic
renewal of membership. I agree to the American Express Corporate Card
Member Terms and Conditions on possession and usage of the ETC
Card. I agree not to dispute that decision if the ETC Card is not issued.

Please complete items bellow

In the event of the ETC Card being lost or stolen, or in the event of the ETC Card
being damaged or deformed, the Member shall immediately notify the Company.
The responsibility of the Member in cases where the ETC Card is lost or stolen shall
be as set forth in the Corporate Card Member Terms and Conditions. The ETC Card
shall only be reissued where deemed appropriate by the Company. In such a case,
the prescribed reissuance fee may be charged.

Please complete all of the required fields below.

Article 8 (Effective Period of ETC Card)

Corporate
Card Member
Number

The effective period of the ETC Card shall be prescribed separately to the Corporate
Card.

Date
(MM/DD/YY)

/

/ 20

＊
Expiration
Date

Card Member
Name
(block letters)

Article 9 (ETC Card Annual Fee)
The Member shall pay the ETC Card annual fee prescribed by the Company
separate to the annual fee prescribed in the Corporate Card Member Terms and
Conditions. The annual fee shall not be refunded even if the Member cancels the
card or their membership is revoked, or for any other reason.

Company
Name

Telephone
Number

Article 10 (Card Company's Disclaimer)
The Company shall not bear responsibility to resolve any disputes or pay
compensation for damages in relation to the ETC System and Vehicle Device, with
the exception of matters relating to the settlement of ETC Card charge amounts.

Article 11 (Member Terms and Conditions)
Matters not prescribed in these Terms and Conditions shall be handled in
accordance with the Corporate Card Member Terms and Conditions. The Company
may amend the provisions of these Terms and Conditions at any time by notifying
the Member in writing.
The document is an English translation of “ETC Card Membership Terms and
Conditions – For Corporate Card Members” in Japanese. In the event of any
conflict between the English and Japanese versions, the Japanese original will
prevail.
(Effective as of March 1, 2014)

Home
Office

Signature

Please enter the number of ETC Cards you would like to apply for.
(Up to 5 ETC Cards)
Total Number of
Cards
*Registration only for Card Members of participating corporations.

Send the Completed form to:
PO Box 115, Shiba Post Office, Minato-ku, Tokyo 105-8790

American Express International, Inc. Global Commercial Services

