●アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード会員規約新旧対照表（傍線部分は改正部分。
）
改定前

改定後

第 11 条
（会員資格の一時停止および取消し等・ 第 11 条
（会員資格の一時停止および取消し等・
期限の利益の喪失）

期限の利益の喪失）

1.

（略）

1.

（略）

２．

当社は、会員資格が取消された会員の

２．

当社は、会員資格が取消された会員の

氏名およびカード番号を無効番号通知書に掲

氏名およびカード番号を無効番号通知書に掲

載し、加盟店に通知することができます。会員

載し、加盟店に通知することができます。会員

資格を取消された会員は、直ちにカードを半分 資格を取消された会員は、直ちにカードを半分
に切断の上、当社に返却するものとします。ま

に切断の上、破棄または当社に返却するものと

た、切断できない場合は当社の指示に従うもの します。また、切断できない場合は当社の指示
とします。会員資格を取消された会員は、本規

に従うものとします。会員資格を取消された会

約に定める支払期限にかかわらず、当社からの 員は、本規約に定める支払期限にかかわらず、
通知・催告なしに当然に期限の利益を失い、当

当社からの通知・催告なしに当然に期限の利益

社に対する一切の債務をただちに弁済するも

を失い、当社に対する一切の債務をただちに弁

のとします。この場合、お支払いただくべき金 済するものとします。この場合、お支払いただ
額のうち、カードによる商品等の購入代金にか くべき金額のうち、カードによる商品等の購入
かわる金額に対しては実質年率 14.6%の遅延 代 金 に か か わ る 金 額 に 対 し て は 実 質 年 率
損害金をお支払いただきます。

14.6%の遅延損害金をお支払いただきます。

第 12 条（退会）

第 12 条（退会）

1.

（略）

1.

（略）

２．

法人会員または基本カード会員は、前

２．

法人会員または基本カード会員は、前

項に基づくほか、当社所定の方法により退会を 項に基づくほか、当社所定の方法により退会を
申し出ることができます。この場合、カードを 申し出ることができます。この場合、カードを
半分に切断して、切断したカードを当社に返却 半分に切断して、切断したカードを破棄または
するものとします。また、切断できない場合に 当社に返却するものとします。また、切断でき
は当社の指示に従うものとします。

ない場合には当社の指示に従うものとします。

３.

３.

（略）

（略）

４． 前項の場合、法人会員または基本カード

４． 前項の場合、法人会員または基本カード

会員より追加カード会員に対して退会した旨

会員より追加カード会員に対して退会した旨

を通知するとともに追加カード会員のカード

を通知するとともに追加カード会員のカード

も半分に切断して直ちに当社に返却しなけれ

も半分に切断して破棄または直ちに当社に返

ばならないものとし、当社に対する残債務全額 却しなければならないものとし、当社に対する
を当社所定の期日までに支払わなければなら

残債務全額を当社所定の期日までに支払わな

ないものとします。

ければならないものとします。

５.

５.

法人会員または基本カード会員が追

加カード会員のみの退会の届出を当社に行う

法人会員または基本カード会員が追

加カード会員のみの退会の届出を当社に行う

場合は、そのカードの返却を前項に従って行っ 場合は、そのカードの破棄または返却を前項に
ていただきます。

従って行っていただきます。

６.

６.

（略）

（略）

●個人情報の取扱いに関する同意条項および重要事項新旧対照表（傍線部分は改正部分。
）
第 1 条（個人情報の収集・保有・利用、提供） 第 1 条（個人情報の収集・保有・利用、提供）
1.（１）～（７） （略）
（新設）

1.（１）～（７） （略）
（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
(８) その他会員等から申告を受け、またはお

(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

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みます）

間の会話録音による音声情報を含みます）

２．

２．

会員等は、前項に定めるもののほか以

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

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

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

事業に関しては当社ホームページに掲載して

あります。

あります。

（１）～（９） （略）

（１）～（９） （略）

（新設）

（１０) 不正利用対策のため

（１０)

その他、対象となる会員等から別途

（１１） その他、対象となる会員等から別途

同意を頂いた目的

同意を頂いた目的

（新設）

３.

会員等は、第 1 項および前項に定める

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。
３.

会員等は、当社が、本条第１項および

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)から(8)ま

第２項の目的のため、本条第 1 項(1)から(9)ま

での個人情報を以下の者との間で共同して利

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

用することに同意するものとします。これらの

情報は、当社から以下の者に対し提供され、ま

情報は、当社から以下の者に対し提供され、ま

た場合により以下の者から当社に対して提供

た場合により以下の者から当社に対して提供

されることがあります。これらの情報の管理に

されることがあります。これらの情報の管理に

ついての責任は当社が有するものとします。

ついての責任は当社が有するものとします。

（１） （略）

（１） （略）

（２） （略）

（２） （略）

４．

５．

会員等は、以下の場合に、当社が本条

会員等は、以下の場合に、当社が本条

第１項(1)(2)および(8)のうち目的達成に必要

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

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

に対して提供し、提供先が利用することに同意

するものとします。

するものとします。

（１） （略）

（１） （略）

（２） （略）

（２） （略）

（３） （略）

（３） （略）

５．

６．

本条第 2 項 (3)(4)による同意を得た

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

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

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

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

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

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

同封の営業案内等の発送はこの限りではあり

ません。

ません。

６．

（削除）

会員等は、会員等のＥメールアドレス

に関して、当社が、不正利用対策を目的として、
外国にある提供先に提出し、当該提供先が有す
る不正検知システムに照合すること、および、
当該提供先により、不正利用対策を目的とし
て、当該不正検知システム内に保有され、利用

されることに同意するものとします。
（新設）

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。
＜お問い合わせ先＞

＜お問い合わせ先＞

アメリカン・エキスプレス・インターナショ

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

ナル・インコーポレイテッド

メンバーシップ・サービス・センター

メンバーシップ・サービス・センター

電話 0120-941780

電話 0120-941780

またはカード裏面に記載の電話番号

またはカード裏面に記載の電話番号

アメリカン・エキスプレスのホームページアド

アメリカン・エキスプレスのホームページアド

レス：

レス：

http://www.americanexpress.co.jp

http://www.americanexpress.co.jp

〒167-8001 東京都杉並区荻窪 4 丁目 30 番

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4-1-1

16 号

アメリカン・エキスプレス・インターナショナ

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）

ル・インコーポレイテッド（日本支社）

