
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

アメリカン・エキスプレス®・コーポレート・カード
メンバーシップ・リワード®・プログラム 登録承諾書

当社は、アメリカン・エキスプレス・コーポレート・カードを所有する当社の社員が、「メンバーシップ・リワード・

プログラム」及び「メンバーシップ・リワード・プラス」に登録することを承諾いたします。

これにより当社の社員は、メンバーシップ・リワード・プログラム会員規約コーポレート・カード会員用に従い、

「メンバーシップ・リワード・プログラム」、「メンバーシップ・リワード・プラス」に各自のコーポレート・カード

の会員番号を登録し、そのコーポレート・カードの利用のたびにポイントが蓄積され、獲得したポイントに応じて、

「メンバーシップ・リワード・プログラム」、「メンバーシップ・リワード・プラス」の特典・便益を受けることが

できます。

当社は、アメリカン・エキスプレスが「メンバーシップ・リワード・プログラム」、「メンバーシップ・リワード・プラス」

について直接当社の社員と連絡をとること、また当社の社員が「メンバーシップ・リワード・プログラム」、「メンバー

シップ・リワード・プラス」において、コーポレート・カードのポイントを個人向けカードのポイントと合算する

ことを承諾いたします。

この登録承諾書は、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：

申込日：

印

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。
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To: American Express International, Inc.

Global Commercial Services

American Express® Corporate Card

Membership Rewards® Program CORPORATE CONSENT FORM

The Company designated below (“the Company”) hereby consents to the participation of its employees 

and other personnel holding American Express Corporate Cards issued under the auspices of the Company 

(“Employee Card Members”) in the Membership Rewards Program (“the Program”) as well as the enrollment 

in “Membership Rewards Plus” under the Program.

Accordingly, Employee Card Members may enroll their Corporate Card accounts in the Program and in the 

Membership Rewards Plus, and may accumulate Program points from the use of their Corporate Cards and 

then redeem those points for their own purposes, subject to the Terms and Conditions governing the Program 

as determined by American Express International, Inc. (“American Express”).

In addition, the Company agrees that American Express may communicate directly with Employee Card 

Members about the Program and Membership Rewards Plus. The Company also agrees that Employee Card 

Members may link their personal American Express Card accounts with their Corporate Card accounts for the 

purpose of aggregating the points accumulated under the Program and Membership Rewards Plus.

This consent form shall take effect immediately when the Company issues it to American Express through 

its undersigned and duly authorized representative, and shall remain in effect unless and until withdrawn by 

the Company upon at least thirty (30) days’ prior written notice to American Express and to Employee Card 

Members.

COMPANY：

ADDRESS:

AUTHORIZING OFFICER:：

SIGNATURE: (DATE)

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. 


