本承諾書はコーポレート・カード会員様専用です。その他のカードをお持ちの方は、カード裏面の
電話番号にご連絡いただくか、ご利用の手引きに記載の方法にてお申し込みください。

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
法人事業部門 宛

ETCカード 発行承諾書
当社は、アメリカン・エキスプレス®・コーポレート・カード（アメリカン・エキスプレス・コーポレート・パーチェシン
グ・ソリューションを含む。以下、コーポレート・カード）を所有する当社の社員が、アメリカン・エキスプレスのETC
カードの発行を申し込み、利用することを承諾いたします。
これにより当社の社員は、別添ETCカード会員規約(コーポレート・カード会員用)に従い、アメリカン・エキスプレ
ス所定の方法でETCカードに申し込み、コーポレート・カードに追加してETCカードの貸与を受け、ETC利用代金を
コーポレート・カードの利用代金と合算して支払うことができます。
当社は、アメリカン・エキスプレスのETCカードの利用にあたり、以下の内容を承諾いたします。
(1) アメリカン・エキスプレスが、ETCカード利用代金をコーポレート・カードの利用代金請求と同じ方法により請
求すること
(2) 当社社員がコーポレート・カード会員規約に従い、コーポレート・カードの利用代金と合算してETCカード利
用代金を支払うこと
(3) コーポレート・カード会員規約に定める年会費とは別に、ETCカード年会費として1枚につき550円（税込）を
請求すること
(4) ETCカードについて、アメリカン・エキスプレスが直接当社の社員と連絡をとること
この発行承諾書は、当社が管理責任者の署名をし、アメリカン・エキスプレスへ提出した時点から有効となり、万一
本承諾を取り消す場合には、当社は取消しの30日前までに書面にてアメリカン・エキスプレスに提出するものと
し、同時に社員へも通知いたします。

会社名：

住所：

管理責任者名：

管理責任者ご署名：

印

申込日：
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This form is for exclusive use by American Express Corporate Card Members only. If you have a
different type of American Express Card, please contact our Membership Service Center at the
number listed on the reverse side of your card or refer to the Card Member guide.

To: American Express International, Inc.
Global Commercial Services

ETC Card — Corporate Consent Form
The Company designated below (“the Company”) hereby consents that employees and other personnel of the
Company who hold American Express® Corporate Cards (Including American Express Corporate Purchasing
Solution users), (“Employee Card Members”) can apply for, and use, the ETC Card.
Subject to the Terms and Conditions of ETC Card attached herein, Employee Card Members may apply for
an ETC Card, be given a loan of the ETC Card in addition to the Corporate Card, use the ETC Card on an ETC
system instead of the Corporate Card, and settle the payment for the ETC Card through the Corporate Card.
The Company agrees that:
(i) American Express will bill charges arising from the use of ETC Cards (“ETC Charges”) in the same
manner as Charges arising from the use of Corporate Cards;
(ii) Employee Card Members will pay the total amount of ETC Charges and Charges arising from Corporate
Cards in accordance with the Terms and Conditions for American Express Corporate Card Members;
(iii) American Express will charge the ETC Card annual fee of 550 yen per card (tax included), separately
from the Corporate Card annual fees; and
(iv) American Express may communicate directly with Employee Card Members in connection with ETC
Cards.
This Corporate Consent Form will be effective when it is signed by the Authorizing Officer and submitted to
American Express. If the Company wishes to withdraw the consent given herein, the Company will give 30 days‘
prior written notice to American Express, and will also notify Employee Card Members at the same time.

COMPANY:

ADDRESS:

AUTHORIZING OFFICER:

SIGNATURE:

(DATE)

