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みなとVISAカード 

法人会員規約 

（コーポレートカード用・会社一括方式） 

 

一般条項 

 

第１８条（カードの再発行） 

カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合に

は、当社所定の方法で届け出を行い、当社が適

当と認めた場合に限り再発行いたします。この

場合、会員又は使用者は当社所定のカード再発

行手数料を支払うものとします。 

 

カードショッピング条項 

第２６条（カードショッピング） 

１．利用可能な加盟店等 

使用者は、次の加盟店においてカードを利用す

ることができます。但し、使用者は、加盟店に

おけるカード利用に際し、会員番号その他個人

情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等

の危険について充分に注意するものとします。

なお、(１)ないし(３)の加盟店にてカードショ

ッピングの取引を行う目的は事業費決済のみと

し、営業のため又は営業として行われるものに

限られるものとします。 

（１）当社の加盟店 

（２）当社と提携したクレジットカード会社（以

下「提携クレジットカード会社」という）の加

盟店 

（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 

（略） 

 

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） 

みなとVISAカード 

法人会員規約 

（コーポレートカード用・会社一括方式） 

 

一般条項 

 

第１８条（カードの再発行） 

カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合に

は、当社所定の届けを提出していただき当社が

適当と認めた場合に限り再発行いたします。こ

の場合、会員又は使用者は当社所定のカード再

発行手数料を支払うものとします。 

 

カードショッピング条項 

第２６条（カードショッピング） 

１．利用可能な加盟店等 

使用者は、次の加盟店においてカードを利用す

ることができます。但し、使用者は、加盟店に

おけるカード利用に際し、会員番号その他個人

情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等

の危険について充分に注意するものとします。

なお、(１)乃至(３)の加盟店にてカードショッ

ピングの取引を行う目的は事業費決済のみと

し、営業のため又は営業として行われるものに

限られるものとします。 

①当社の加盟店 

②当社と提携したクレジットカード会社（以下

「提携クレジットカード会社」という）の加盟

店 

③Visa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 

（略） 

 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

（変更） 
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（略） 

２．借入金に対して、年１５．０％の割合の利

率により年３６５日（閏年は３６６日）で日割

計算した利息をお支払いいただきます。但し、

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、この上限利率及び当初の適用利率

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） 

 

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．使用者又は使用者の予定者及び会員の代表

者又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（本申込みを含む。

以下同じ）を含む当社との取引の与信判断及び

与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のた

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、法人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（下記②の契約情報を

含む使用者に関するお支払等のご案内は、法人

会員にご案内します）、及び、法令に基づき市

区町村の要求に従って使用者の個人情報（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

（略） 

２．借入金に対して、年１８．０％の割合の利

率により年３６５日（閏年は３６６日）で日割

計算した利息をお支払いいただきます。但し、

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、この上限利率及び当初の適用利率

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） 

 

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．使用者又は使用者の予定者及び会員の代表

者又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（本申込みを含む。

以下同じ）を含む当社との取引の与信判断及び

与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のた

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、法人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（下記②の契約情報を含む使用者に関

するお支払等のご案内は、法人会員にご案内し

ます）、及び、法令に基づき市区町村の要求に

従って使用者の個人情報（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

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 
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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申込み時又は入会後に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、

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及び勤務先、資産、

負債、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

国の固定電話及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）及び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及び契約内容に関

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当社又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、 

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申込み時又は入会後に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又は使用

者等が提出する書類等に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、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

的支配者及び勤務先等の情報（以下総称して「氏

名等」という）等に関する情報ならびに本規約

に基づき届出られた情報及びお電話等でのお問

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

用状況及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当社又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 

 

 

 

 

 

 

 

（変更）（削除） 

 

 

 

 

（追加） 

（変更） 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利

用さ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．使用者等は、当社が下記の目的のために前

項の①②③④⑧⑨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及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、カードの利用確認又は

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）等のため、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．使用者等は、当社が各種法令の規定により

提出を求められた場合及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。 

 

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①②③④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及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、カードの利用確認又は

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）等のため、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。 

 

 

 

 

 

 

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） 

 


