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個人情報の取扱に関する重要事項
【アメリカン・エキスプレスの個人情報の取扱に関する重要事項】
会員（入会申込者を含む。以下「お客様」という）の情報の取扱について、以下の重要事項をご確認の
上お申し込みください。なお、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項全文を含むカード
会員規約は、カードの送付時にあらためてお送りいたします。
アメリカン・エキスプレスのカード会員規約における個人情報の取扱に関する重要事項
1. 個人情報の収集・保有・利用、提供
（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（日本支社）（以下「当社」という）
は、本申込を含むお客様と当社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、保護措置を講じた上で以下
の個人情報を収集・保有・利用します。
① 所定の申込書等にご記入いただいたお客様の氏名、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 本契約に関するお客様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、お客様が申告したお客様の資産、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、お
客様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
に交付を受けたお客様の住民票、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 その他お客様から申告を受け、またはお問い合わせにより当社が知りえた情報（お客様との
間の会話録音による音声情報を含む）
（２） 当社は(１)に定めるものの他、以下各号の目的のため、個人情報を利用するものとします。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および加盟店管理のため
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
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 各種お問い合わせ・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 その他、対象となるお客様等から別途同意を頂いた目的
（３） 当社は、上記(１)(２)の目的のため、(１)①から⑧までの個人情報を以下の者との間で共同して利
用します。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。
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
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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
（４） 当社は、以下の場合に、(１)①および⑧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、提携先が利用します。
① お客様の依頼に基づく旅行の手配等のために、運送・宿泊機関等および手配代行者（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 お客様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、サービス提供会社に対し個人情報を提供する場合
（５） 上記(２)③④による同意を得た範囲内で当社がお客様の個人情報を利用、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に同封される営業案内等の発送はこの限
りではありません。
（６） お客様は、お客様の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。
2. 個人信用情報機関の利用および登録
（１） 当社は以下のとおり個人信用情報機関を利用し、登録します。
① 当社はお客様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）および当該期間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、お客様およびお客様の配偶者の個人情
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 下表に定める登録情報（お客様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下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、お客様の支払能力・
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お客様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。
3. 個人情報の開示、訂正・削除
（１） お客様は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報の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、本重要事項末尾に記載のお問い合わせ先にご連絡ください。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合は、下表記載の各個人信用情報機関にご連絡くだ
さい。
（２） 万が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。
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4. 重要事項に不同意の場合
当社は、お客様が本申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または本重要事項に定める個人情
報の取扱いの全部または一部を承認しない場合、本申込をお断りすることがあります。ただし、1．(２)
③④の取扱を承認しない場合はこの限りではありません。

5. 契約の不成立および会員資格取消・退会の場合
（１） 本申込に基づく契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は、1．および 2．(１)①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、1．(１)および(２)⑨ならびに 2．(１)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。
6. お問合せ・ご相談窓口
個人情報に関する開示・訂正・削除や利用・提供の中止の申出、その他お問い合わせは、下記に記載
の連絡先までご連絡ください。
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 0120-020120]

● 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： 0120-810-414 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 1-10-14 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
● 登録情報および登録期間
登録情報
(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
(2) 本契約に係る申込みをした事実

(3) 本契約に係る客観的な取引事実

(4) 債務の支払いを延滞した事実

登録する信用情報機関とその期間
左欄(2)以下の登録情報のいずれかが登録されている期
間
●（株）シ－・アイ・シーへの登録： 当社が照会した日よ
り 6 カ月間
●（株）日本信用情報機構への登録： 当社が照会した
日より 6 カ月以内
●（株）シ－・アイ・シーへの登録： 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
●●（株）日本信用情報機構への登録： 契約期間中お
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から 1 年以内）
●（株）シ－・アイ・シーへの登録： 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
●（株）日本信用情報機構への登録： 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
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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。
(2019 年 02 月 07 日改定)

スターウッド プリファード ゲスト アメリカン・エキスプレス・カードに関する特約における個人情報の取
扱に関する重要事項
第 1 条(提携先への個人情報の提供および利用に関する同意)
1. 会員は、当社が保護措置を講じた上で、提携先に対して、提携先における会員管理を目的として、
次の各項に定める個人情報を提供し、提携先がこれを利用することに同意するものとします。
(1) 会員規約等に基づき当社に提供のあった情報もしくは会員等が当社に提出する書類等に記
載されている情報（Ｅメールアドレスを含む。ただしＥメールアドレスは申込時に提出されたも
のに限ります。）
(2) カードの申込みにより発行されるカードに関する入会日、種別、会員番号・有効期限および
変更後の会員番号・有効期限
(3) カード会員番号が無効となった事実（ただし、その理由は除く）
(4) カード会員資格の喪失（ただし、その理由は除く）
(5) カード申込みに対する審査の結果（ただし、その理由は除く）
2.

会員は、当社が保護措置を講じた上で、提携先に対し、提携先の各種サービスの提供を目的とし
て、以下の個人情報を提供し、提携先がこれを利用することに同意するものとします。
(1) 会員のカード利用に関する、利用日、利用金額、利用店名、商品等の利用状況、契約内容
に関する情報、付帯するサービスに関する情報

3.

会員は、当社が保護措置を講じた上で、スターウッド ホテル ＆ リゾートのプライバシーステー
トメントに記載の規定に従い、提携先による①新商品情報の案内、関連するサービス②市場調
査・商品開発、および③情報媒体・印刷媒体の送信・送付等を利用目的として、本条第 1 項(1)お
よび第 2 項(1)の個人情報を提携先に提供し、または提携先とともにこれらを共同して利用するこ
とに同意するものとします。

4.

会員は、前項の同意の範囲内で提携先が当該情報を利用している場合であっても、提携先に対
しその中止を申し出ることが出来ます。但し、提携先の提供する基本的なサービスを行うために
当該情報が必要な場合は、この限りではありません。
提携先 スターウッド プリファード ゲスト 連絡先 カスタマー・エンゲージメント・センター電話番
号 0120-92-5659 通話料無料 もしくは +81-3-5423-6062 （海外からおかけの場合） または、
spg.com/jp

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
〒167-8001 東京都杉並区荻窪 4 丁目 30 番 16 号
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