安心・便利にカードをご利用いただくために。

IC カード暗証番号のご登録をお願いいたします。

ICカード暗証番号をご登録いただくと

［ICカード*］

本人しか知り得ない暗証番号のため、不正使用を防止できます。
IC カード端末設置加盟店では、暗証番号の入力のみのスピーディなカード決済が
できて便利です。

ICチップ
xxxxxx xxxx

＊ICカードとは、従来の磁気ストライプに加えて高機能のIC（Integrated Circuit＝集積回路）チップを搭載したカードです。

ご注意ください
■

IC カード暗証番号は従来の暗証番号とは異なります

IC カードになる以前に暗証番号をご登録いただいていた方も、改めてのご登録が必要です。「オンライン・サービス」よりお手続きをお願いい
たします。
■

海外旅行の際は特にご注意ください

海外では ICカード暗証番号のご登録がないとカードをご利用いただけない場合がございます。お早めにお手続きをお願いいたします。

IC カード暗 証 番 号ご登録方法
1 「オンライン・サービス」にログイン。

※
「オンライン・サービス」のご利用にはご登録が必要です。ウェブサイトより、
「ご登録はこちら」ボタンをクリックし、必要情報を入力のうえ、ご登録をお願いいたします。

2

4

ご希望の IC カード暗証番号を 4 桁の半角数字で
入力し、
「登録」ボタンをクリック。

上部ナビゲーションより、
「 IC カード暗証番号」を選び、
「 I C カード暗証番号の登録」をクリック。

5

ご登録完了です。
※ご登録完了後も、ご利用店舗によってはサインを求められる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

3

ご本人確認のための質問事項にお答えください。

万一、ご登録された IC カード暗証番号をお忘れになられても、いつでも
「オンライン・サービス」よりご確認いただけます。
［ご注意］
※ ICカード暗証番号は、変更ができません。カード本体や容易に第三者の目にふれるところに書き留めないなど、カード会員様ご自身で厳重な管理をお願いいたします。
※ カード会社や警察になりすまし、
電話でICカード暗証番号を聞き出そうとする悪質な手口が発生しております。カード会社や警察が、
電話などで ICカード暗証番号を確認することは絶対にございませんので、
ご注意ください。
※ ICカード暗証番号のご登録・ご確認はカード裏面記載の電話番号でも承ります。なお、ご確認の際は郵送でのお知らせのため、お時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。

ICカード暗証番号のご登録は「オンライン・サービス」
で。
お手続きは簡単です。

＜オンライン・サービス ウェブサイト＞

www.americanexpress.co.jp/myca

※
「オンライン・サービス」のご利用にはご登録が必要です。上記ウェブサイトより「ご登録はこちら」
ボタンをクリックし、必要情報を入力のうえ、ご登録をお願いいたします。
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Increase the security and convenience of your card payments

Please register an IC Card PIN.

If you register an IC Card PIN, you will have

［IC Card*］

A high level of security with an IC card PIN that only you know.
Convenience with quick credit card payments by simply entering a PIN at the IC card terminal at
participating merchants.
* The IC card features an advanced IC (Integrated Circuit) chip in addition to the conventional magnetic stripe.

IC Chip
xxxxxx xxxx

Please note
An IC Card PIN is different from PINs set for non-IC Cards.
Even if you have already registered a PIN with your non-IC card, you will need to register an IC PIN at "Online Services" (Japanese language only) or call
0120-974990.

■

Complete the registration of your IC card PIN number before travel.
If the IC Card PIN has not been registered, the IC Card may not be accepted when using it overseas. Please complete the registration of your IC Card PIN
number soon.

■

How to register an IC card PIN
1

Login to "Online Services". (Japanese langugae only)

2

Select " ICカード暗証番号 " (IC card PIN) from the navigation
bar at the top. Click “English” to see English navigation. Then click
“Choose your PIN” .

* Please note that registraion is required to use "Online Services".
Visit www.americanexpress.co.jp/myca and click the " ご登録はこちら " button,
then fill in the required fields to register.

4

5
3

Please enter the four digit IC card PIN number of your choice,
then click the " Submit " button.

Registration is complete.
* You may be asked for your signature at some merchants after completing
your registration.

Please answer the identification questions.

If you forget your registered IC card PIN number, you can check it at "Online Services".
［NOTE］
* The IC card PIN cannot be changed. For security purposes please keep it secret and do not write it down where anybody might see it, including on the back of your card.
* There have been cases reported of malicious parties impersonating credit card companies or the police, and asking for IC card PIN numbers over the phone. Please note that neither a credit card company or police
officer would ever request your PIN number over the phone.
* If you wish to register or check your IC card PIN, you can also call the telephone number on the back of your card. Please note that we will only inform you of your IC Card PIN via mail and it will be subject to mail delivery
times.

You can sign up for an IC card PIN at
"Online Services". (Japanese language only)
It's a quick and simple step.

www.americanexpress.co.jp/myca
* Please note that registration is required to use "Online Services". Click " ご登録はこちら "at the Online
Services webpage, then fill in the required fields to register. (Please note that Online Services is in Japanese language only).

