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みなと VISA カード 

法人会員規約 

みなとカード法人会員規約 

一般条項 

第１２条（カード利用の断りおよび一時停止、会員

資格および使用者資格の取消等） 

（略） 

１０. 当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、

事業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施

しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法

その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停

止が必要と判断する場合には、事前に当社が相当と

認める方法で告知の上、一定期間カードショッピン

グ、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービ

スの全部または一部の利用を停止することができ

るものとします。

カードショッピング条項 

第２６条（カードショッピング） 

１．利用可能な加盟店 

（略） 

（３）VisaカードについてはVISAインターナショナ

ルサービスアソシエーションと、マスターカードに

ついてはマスターカードインターナショナルイン

コーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカー

ド会社（以下「海外クレジットカード会社」という）

の加盟店 

キャッシュサービス条項 

第３１条（キャッシュサービスの借入金のお支払

い） 

(略) 

２．借入金に対して、１５．０％の割合の利率によ

り年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した

利息をお支払いいただきます。ただし、利息制限法

に定める上限利率を超えないものとし、適用される

利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を

超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法

みなと VISA カード 

法人会員規約 

みなとカード法人会員規約 

一般条項 

第１２条（カード利用の断りおよび一時停止、会員

資格および使用者資格の取消等） 

カードショッピング条項 

第２６条（カードショッピング） 

１．利用可能な加盟店 

（略） 

（３）VisaカードについてはVISAインターナショナ

ルサービスアソシエーションとマスターカードに

ついてはマスターカードインターナショナルイン

コーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカー

ド会社（以下「海外クレジットカード会社」という）

の加盟店 

キャッシュサービス条項 

第３１条（キャッシュサービスの借入金のお支払

い） 

(略) 

２．借入金に対して、１８．０％の割合の利率によ

り年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した

利息をお支払いいただきます。ただし、利息制限法

に定める上限利率を超えないものとし、適用される

利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を

超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法

（新設）

（追加）

（変更）



みなと VISA カード法人会員規約新旧対照表
改定後 改定前 備考欄

2 / 4

の上限利率まで当然に下げられるものとします。利

息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられ

た場合において、利息制限法の適用上、同法の上限

利率が上昇する場合には、この上限利率および当初

の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率

が変更されることがあります。 

(略) 

＜キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞

●返済総額および返済期間・返済回数 

キャッシュサー

ビス利用枠 
返済予定総額

返済期間・返済

回数 

５万円 ５１，１５０円

最長５６日・１

回 

１０万円 
１０２，３０１

円 

２０万円 
２０４，６０２

円 

３０万円 
３０６，９０４

円 

４０万円 
４０９，２０５

円 

５０万円 
５１１，５０６

円 

(略)  

個人情報の取扱いに関する同意条項 

＜本同意条項はみなとカード法人会員規約（以下

「本規約」という）の一部を構成します＞ 

第１条（個人情報の収集・保有・利用等） 

１．使用者またはその予定者および会員の代表者ま

たは入会申込者の代表者（以下総称して「使用者等」

という）は、本規約（入会申込みおよび使用者の届

出を含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判

断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供

のため、下記①から⑨の情報（以下これらを総称し

て「個人情報」という）を当社が保護措置を講じた

上で収集（映像、その他の電磁的記録として取得・

保存することを含む）・保有・利用することに同意

します。なお、与信後の管理には、カードの利用確

認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案

内（支払遅延時の請求を含みます）をすること、お

の上限利率まで当然に下げられるものとします。利

息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられ

た場合において、利息制限法の適用上、同法の上限

利率が上昇する場合には、この上限利率および当初

の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率

が変更されることがあります。 

(略) 

＜キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞

●返済総額および返済期間・返済回数 

キャッシュサー

ビス利用枠 
返済予定総額

返済期間・返済

回数 

５万円 ５１，３８０円

最長５６日・１

回 

１０万円 
１０２，７６１

円 

２０万円 
２０５，５２３

円 

３０万円 
３０８，２８４

円 

４０万円 
４１１，０４６

円 

５０万円 
５１３，８０８

円 

（略） 

個人情報の取扱いに関する同意条項 

＜本同意条項はみなとカード法人会員規約（以下

「本規約」という）の一部を構成します＞ 

第１条（個人情報の収集・保有・利用等） 

１．使用者またはその予定者および会員の代表者ま

たは入会申込者の代表者（以下総称して「使用者等」

という）は、本規約（入会申込みおよび使用者の届

出を含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判

断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供

のため、下記①から⑦の情報（以下これらを総称し

て「個人情報」という）を当社が保護措置を講じた

上で収集・保有・利用することに同意します。なお、

与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカ

ードご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時

の請求を含みます）をすること、および、法令に基

づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会

（変更）

（変更）

（追加）
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よび、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の

個人情報（入会申込書の写し・残高通知書等）を市

区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄

本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか

る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連

絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために

利用すること、を含むものとします。 

①申込み時または入会後に会員または使用者等が

提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しま

たは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、

電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、

勤務先、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引

を行う目的、会員の実質的支配者、資産、負債およ

び収入、在留資格に関する情報等の情報（以下総称

して「氏名等」という）等に関する情報、本規約に

基づき届出られた情報および当社届出電話番号の

現在および過去の有効性（通話可能か否か）に関す

る情報、電話接続状況履歴（全国の固定電話および

携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電

話接続状況、移転先電話番号が含まれる）ならびに

お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏

名等の情報（以下総称して「属性情報」という） 

②使用者のご利用に関する申込日、契約日、ご利用

店名、商品名、契約額、支払回数、IDその他の識別

情報等のご利用状況および契約内容に関する情報

（クレジットカード利用可能加盟店等から当社が

適法に取得する情報を含み、以下「契約情報」とい

う） 

③使用者のご利用残高、お支払い状況等本規約によ

り発生した客観的取引事実に基づく信用情報 

④来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り

得た情報（映像・通話内容を含む） 

⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引

時確認状況 

⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等

公的機関が発行する書類に記載されている事項 

⑦官報や電話帳等の公開情報 

⑧使用者等のインターネット（アプリ、アフィリエ

イトサイトを含む）上での閲覧履歴、商品購買履歴、

サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用さ

申込書の写し・残高通知書等）を市区町村に提出し

住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等

（これらの電子化されたものにかかる記載事項の

証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認や

債権管理その他の会員管理のために利用すること、

を含むものとします。 

①申込み時または入会後に会員または使用者等が

提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しま

たは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、

電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、

勤務先、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引

を行う目的、会員の実質的支配者、資産、負債およ

び収入等の情報（以下総称して「氏名等」という）

等に関する情報、本規約に基づき届出られた情報お

よび当社届出電話番号の現在および過去の有効性

（通話可能か否か）に関する情報、ならびにお電話

等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の

情報（以下総称して「属性情報」という） 

②使用者のご利用に関する申込日、契約日、ご利用

店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況お

よび契約内容に関する情報（以下「契約情報」とい

う） 

③使用者のご利用残高、お支払い状況等本規約によ

り発生した客観的取引事実に基づく信用情報 

④来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り

得た情報（映像・通話内容を含む） 

⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引

時確認状況 

⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等

公的機関が発行する書類に記載されている事項 

⑦官報や電話帳等の公開情報 

（追加）

（追加）

（追加）

（追加）

（新設）
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れている端末の情報、ネットワーク情報（IPアドレ

ス等）等 

⑨本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報

（第三者から提供を受け個人データとなる個人関

連情報を含む） 

２．使用者は、当社が下記の目的のために前項の①

②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意しま

す。 

（略） 

⑤当社が認めるクレジットカード利用加盟店等そ

の他地方公共団体等および当社の提携する者等の

各種プロモーション活動等を支援するデータ分析

サービスにおいて、個人情報に係るデータを照合、

分析することにより、統計レポートを作成すること

（個人を識別し得ない統計情報として加工したも

のに限る） 

※なお、上記の当社の具体的な事業内容について

は、当社所定の方法（インターネットの当社ホーム

ページへの常時掲載）によってお知らせします。 

３．使用者は、会員へのカードご利用代金のお支払

い等のご案内（支払遅延時の請求を含みます）にお

いて、当社が第１項の①から⑨の個人情報を会員に

提供することに同意します。 

４．使用者は、当社が各種法令の規定により提出を

求められた場合およびそれに準ずる公共の利益の

ために必要がある場合、公的機関等に使用者等の個

人情報を提供することに同意します。

（略） 

個人情報の共同利用について 

当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収

集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情

報の共同利用についてインターネットの当社ホー

ムページへの常時掲載によって公表するものとし

ます。 

２．使用者は、当社が下記の目的のために前項の①

②③④の個人情報を利用することを同意します。 

（略） 

⑤当社が認めるクレジットカード利用加盟店等そ

の他地方公共団体等および当社の提携する者等の

各種プロモーション活動等を支援するデータ分析

サービス提供のための統計レポートの作成（個人を

識別し得ない統計情報として加工したものに限る）

※なお、上記の当社の具体的な事業内容について

は、当社所定の方法（インターネットの当社ホーム

ページへの常時掲載）によってお知らせします。 

３．使用者は、会員へのカードご利用代金のお支払

い等のご案内（支払遅延時の請求を含みます）にお

いて、当社が第１項の①から⑦の個人情報を会員に

提供することに同意します。 

（略） 

個人情報の共同利用について 

当社は、個人情報の保護に関する法律第２３条第５

項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるも

のとし、個人情報の共同利用についてインターネッ

トの当社ホームページへの常時掲載によって公表

するものとします。 

（追加）

（変更）

（変更）

（新設）

（削除）


