本申込書のコピーをお手元に保管ください。

アメリカン・エキスプレス®・コーポレート・カード切替申込書（カード会員用）
※本申込書でカードの種別の変更手続きをされた場合は、支払責任の形態は現行のものが引き続き有効となります。支払責任形態も同時に変更をご希望される
場合は、カード会員申込書をご提出ください。
※新しいカードが届きましたら、お手元の古いカードはハサミなどで2つに切断したうえ破棄ください。
年
月
日
※通信費などの継続的な支払いがある場合は、必ず各サービス提供元にお支払い変更の手続きをお取りください。 お申込日

生年月日

フリガナ

西暦

年

自宅電話番号

ご氏名

月
ー

日

男

女

ー

（0から始まる10桁か11桁の番号をご記入ください。携帯番号も登録可能です。）

勤務先電話番号

ー

ー

ローマ字

（お名前、
苗字の順でご記入ください。
）

フリガナ

自宅住所
〒（

職業

●公的書類（3ページ目参照）に記載の住所をご記入ください。

ー

）

●複数項目に該当する場合は、全てチェック願います。

現在のコーポレート・カード番号

会社員

公務員

自営業

派遣社員等

パート・アルバイト

年金受給

＊＊
※上2桁を除く13桁の番号をご記入ください。

2.会社
会社名（登記法人名）

※社員番号
※所属番号

所属

役職

フリガナ

勤務先住所

〒（

ー

）

＠

Eメールアドレス（パソコン用）

上記にＥメールアドレスをご記入いただくことにより、オンライン明細書にご登録いただいたものとみなされます。オンライン明細書は弊社のウェブサイト上に記載され、上記に記入されたＥメールアドレス宛に明細書の準備が
整った旨をご連絡させていただきます。書面での明細書は郵送されません。なお、貴社全体の明細書設定によっては、各会員のご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

取引の目的について：業務に関する物品またはサービスの購入の決済（コーポレート・エキスプレス・キャッシュの登録を希望した場合は、融資も含む）
3. カード及び請求書送付先
自宅

勤務先*

* 勤務先をご選択の場合、自宅宛に比べ 1 〜 2 週間余分にカード到着に時間がかかりますので、ご注意ください。

4. カードの種別
ご希望のカードの種別を下記よりお選びください。

※ゴールドもしくはJR東海コーポレート・カードのお申し込みは貴社規定に準じます。お申し込み可否につきましては貴社管理責任者にご相談ください。
アメリカン・エキスプレス・コーポレート・カード

アメリカン・エキスプレス・JR東海エクスプレス・コーポレート・カード*

アメリカン・エキスプレス・ゴールド・コーポレート・カード

アメリカン・エキスプレス・JR東海エクスプレス・ゴールド・コーポレート・カード*

以下があてはまる場合はチェックしてください。

保持しているカードと同じタイプ（請求締日変更による切替申込）
* 新しいコーポレート・カードはアメリカン・エキスプレスから、EX-ICカードはJR東海より送付されます。
* JR東海エクスプレス・コーポレート・カード間でのカードの種別切り替えの場合もＥＸ－ＩＣカードは新しいものが送付されます。
新しいコーポレート・カードがお手元に届きましたら、新しいコーポレート・カード番号で再度エクスプレス予約の会員登録をお手続きください。

5. 署名欄
同意項目〈重要：必ずお読みください〉

上記に署名するコーポレート・カード会員申込者（カード使用者）と管理責任者および会社代表者は、この申し込みにあたり記載事実が真実かつ正確であることを保証するとともに、
【 個人情報の取扱に関する重要事項】および、
【反社会的勢力でないことの表明・確約】を承諾の上、審査のうえここに請求するとおりカード会員アカウントが開設され、カードが発行され、また自動的に更新されるよう申し込みます。審査のうえ、申込者にカードが発行された
場合、法人会員申込会社およびカード会員申込者は、カードの保持・使用についてアメリカン・エキスプレス・コーポレート・カード会員規約に従い、カード会員申込者は、カードの使用にともなう請求に対して責任を負うことを確
約します。ただし、上記法人と当社との間で、別段の定めがある場合には、この限りではありません。上記法人ならびに申込者は、審査の結果について異議を唱えません。また、本申込書および提出した書類は返却されないものと
了解します。さらに本申込およびカードの発行、使用に関して、貴社との間で生じる紛議については、東京地方裁判所および東京簡易裁判所が専属的管轄権を有することに合意します。

管理責任者
のご氏名

お申込者のご署名
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2 、3 ページの 重 要 事 項 、お よ び、同 意 項 目 を すべて お 読 みいた だ き 、ご署 名のうえ、本 人 確 認 書 類 を 添 付 し、3 ページすべてをアメリカン・エキスプレス宛にご提 出 ください。

1.お申込者

3ページ目までをアメリカン・エキスプレスにご提出ください。

6. 個人情報の取り扱いに関する重要事項
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
は別表をご覧ください。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会員等に通知のうえ法令
等に基づき所定の対応を行うものとします。

第１条 （個人情報の収集 ・ 保有 ・ 利用、 提供）
１．当社は、法人会員、カード会員、アカウント利用者、およびそれらの申込者（以下「会員
等」という）
と当社との本契約に基づく取引（本申込みを含む。以下同様）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) 所定の申込書等に会員等が記載した会員等の氏名、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) 本契約に関する会員等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、会員等が申告した会員等の資産、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、会員等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会員等の住民票、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
の間の会話録音による音声情報を含む）
２．当社は、前項に定めるもののほか、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・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・サービス等の販売・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（各委託元保険会
社・共済の利用目的は、各社のホームページに記載してあります。）
(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) 各種お問合せ・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、対象となる会員等から別途同意を頂いた目的
３. 当社は、本条第１項および第２項の目的のため、本条第１項(1)乃至(8)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、本条第１項(1)(2)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、提供先が利用します。
(1) 会員等の依頼に基づく旅行の手配などのために、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) 会員等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
(3) 法人会員における出張管理・経費管理および効率化のための分析等のため、法人会
員または法人会員が指定する第三者に提出する場合
５．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同
封の営業案内等の発送はこの限りではありません。

第３条 （情報の開示、 訂正 ・ 削除）
１．会員等は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報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、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
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
〒167-8001 東京都杉並区荻窪4-30-16
電話番号 0120-974990 URL: https://www.americanexpress.co.jp
(2) 個人信用情報機関に開示を求める場合は、別表記載の各個人信用情報機関にご連
絡ください。
２．万一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。

第４条 （不同意の場合）
当社は、会員等が本申込み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、第１条第２項（3）
（ 4）の取扱を承認しない場合はこの限りではありません。

第５条 （契約の不成立および会員資格取消 ・ 退会の場合）
１．本申込みに基づく契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第１条およ
び第２条第１項（2）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、第１条第１項および第２項（9）ならびに第２条第
１項に定める目的で、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。
＜別表＞
●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：全国銀行個人信用情報センター
住所：〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
（建物立替えのため、平成 32 年度まで東京都千代田区丸の内 2-5-1 に仮移転します。
仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのウェブサイトに掲載されます。
）

電話番号：03-3214-5020
ホームページアドレス： https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
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 東京都台東区上野一丁目10番14号 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

登録する信用情報機関とその期間

(1) 氏名、生年月日、性別、住所、 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
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 ●（株）シ－・アイ・シーへの登録：当社が照会した日から
事実
6ヶ月間
● 全国銀行個人信用情報センターへの登録：当社が利用
した日から12ヶ月間を超えない期間
●（株）日本信用情報機構への登録：当社が照会した日か
ら6ヶ月間

第２条 （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) 当社は会員等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）および当該機関と提携する個人
信用情報機関（以下「提携信用情報機関」という）に照会し、会員等および当該会員等の
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) 別表に定める登録情報（会員等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別表に定める期間登録され、並びに、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、会員等の
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

( 3 ) 本契約に係る客観的な取引 ● 契約期間中および契約終了後（完済していない場合は
事実
完済後）５年間
(4) 債務の支払いを延滞した事実 ● 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
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。
（2018年3月1日改訂）
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7. 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
1. 申込者（法人の場合、当該法人、その実質的支配者並びにその他関連会社、およびそれら
の役員、従業員等を含む。以下、同様。）は、申込者が、現在かつ将来にわたって、次の各号
のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
（1）暴力団 （2）暴力団員及び暴力団
員でなくなった時から5年を経過しない者 （3）暴力団準構成員 （4）暴力団関係企業
（5）総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 （6）前各号の共生者
（7）その他前各号に準ずると当社が認めた者
2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の号のいずれの行為も行わないことを確約します。
（1）暴力的な要求行為 （2）法的な責任を超えた不当な要求行為 （3）取引に関して、脅
迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 （4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を
用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 （5）その他前各号に準
ずる行為

3. 当社は、申込者が第1項各号のいずれかに該当した場合または前項各号のいずれかに該
当する行為をした場合、もしくはこの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合
には、催告なしでカードの申し込みを謝絶、又はカードの利用を停止することができるも
のとします。また、これらの事由により当社との契約を継続することが不適切であると当社
が認めるときには、当社は直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、申込者は、
当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払い債務を
直ちに支払うものとします。当社が、本項に基づく措置を取ったことにより、申込者にいか
なる損害・費用が発生しても、当社は一切責任を負わないものとします。

8. アメリカン・エキスプレス・JR東海エクスプレス・コーポレート・カードに関しての同意項目
アメリカン・エキスプレス・JR東海エクスプレス・コーポレート・カードへの変更を希望の場合は必ず下記を読んだうえ、1ページ目の署名欄にご署名ください。
私は、現在所持しているアメリカン・エキスプレス®・コーポレート・カードからアメリカン・エキスプレス®・JR東海エクスプレス・コーポレート・カードへ切り替えるにあたり、以下の内容に同意します。
1) コーポレート・カード年会費とは別に、提携カード利用手数料として1,250円（年間／＋消費税）を支払うこと
2) 東海旅客鉄道株式会社（以下「JR東海」）によるEX-ICカードの発行、エクスプレス予約サービス、その他各種サービスの提供を目的として、アメリカン・エキスプレスからJR東海に対し
て、以下に記載されている個人情報を提供し、また共同利用すること
カード番号、会員氏名、カード記載会員名、性別、生年月日、自宅電話番号、法人社員番号、アメリカン・エキスプレス・コーポレート・カード入会日、有効期限、勤務先名称、郵送物
送付先住所（郵便番号含む）、郵送物送付先電話番号
3) JR東海のロゴが入ったアメリカン・エキスプレス・JR東海エクスプレス・コーポレート・カードが発行されること
4) アメリカン・エキスプレス・JR東海エクスプレス・コーポレート・カード会員規約に従うこと (http://www.americanexpress.co.jp/TnC）

9. 本人確認書類
関連法令等に基づき、カードのお申し込みをお受けするにあたり、
「ご本人確認書類」として、申込書にご記入の「現住所」と同じ住所、氏名、生年月日
が記載された公的証明書のコピーをいずれか1点ご提出ください。
カードお申し込み時に「ご本人確認書類」のご呈示またはご送付がお済みでないお客様におかれましては、1週間以内に下記の書類のいずれかをご
返送くださいますようお願い申し上げます。ご提出いただけない場合は、カードの発行ができなくなりますことをあらかじめご了承くださいますようお
願いいたします。
下記のいずれかの本人確認書類のコピーをご送付ください。
●運転免許証 *1 ●写真付き住民基本台帳カード *1 ●特別永住者証明書 *1

●在留カード *1
●パスポート*2 ●各種健康保険証 *2 ●住民票の写し（発行日より6ヶ月以内のものであって、マイナンバーが記載されていないもの）
●個人番号カード（マイナンバーカード）の表面のみ（マイナンバーの記載がある裏面は不要）
*1 住所変更をされている場合は両面
*2 氏名、生年月日、住所の記載面
※公的機関により発行された書類で、お申し込み内容と同一の氏名、生年月日、住所を確認できるものに限ります。
※運転免許証など有効期限のあるものは現在有効なものに限ります。
※運転免許証、パスポートなどに本籍地が記載されている場合は、本籍地を塗りつぶしてからお送りください。
※マイナンバーの記載がある書類の場合は、マイナンバーを油性マジック等の復元できない方法で黒く塗りつぶしてご提出ください。
※お送りいただいた書類は、
ご返却いたしません。カード発行の手続きに際し、必要に応じて別途書類を提出いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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