Web エムアイカード会員規約
第１条（目的）
Web エムアイカード会員規約（以下「本規約」といいます。
）は、株式会社 エムアイカー
ド（以下「当社」といいます。
）がインターネット上に提供する Web エムアイカード会員サ
ービス（以下「本サービス」といいます。）を、第２条に定める Web エムアイカード会員
（以下「Web 会員」といいます。
）が利用するための条件を定めたものです。
第２条（Web 会員の定義）
Web 会員とは、次に定める条件を満たす者とします。
(1) 当社が発行するクレジットカード（以下「カード」といいます。
）に所定の会員規約を
承認のうえ申し込み、当社がそれを認めて入会した本会員または本会員が指定し、当社
が入会を認めた家族会員（以下両者を「会員」といいます。
）であること。
(2) 本規約を承認のうえ、所定の方法により利用登録を行い、これを当社が認めること。
第３条（利用設備等）
本サービスを利用する Web 会員は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するた
めに必要な端末、通信機器、ソフトウェア、インターネット接続環境等を準備するものとし
ます。
第４条（利用登録）
１. 本サービスの利用を希望する会員は、本規約を承認のうえ、氏名、メールアドレス及び
その他当社所定の事項を申告して利用登録するものとします。尚、利用登録は、カード
ごとに行うものとなります（同一のカード契約であっても本会員のカードと家族会員
のカードは別個のカードとなります）。
２. Web 会員は、本サービスの利用登録に際し、ID 及びパスワードを登録するものとしま
す。ID とは本サービスにおいて登録したメールアドレスのことをいいます。パスワー
ドについては、当社が適当でないと認めたときは変更を求めることができ、当該 Web
会員はこれに応じるものとします。
３. 当社は、第１項で本サービスの利用を希望する会員が以下のいずれかの場合に該当す
る場合、本サービスの利用登録を拒絶できるものとします。
(1) 本サービスの利用を希望する者が会員本人ではない場合もしくは会員資格を喪失
している場合。
(2) 本サービスの利用を希望した時点で、カード利用状況、支払い状況等が不適当と当
社が判断した場合。
(3) 本サービスの利用申請の際の入力事項に、虚偽の申請や誤記、記入漏れがあった場

合、または会員として当社に登録されている内容と異なる場合。
(4) 第三者によるカード不正使用が判明した場合、またはそのおそれがある場合。
(5) その他、会員規約に違反し、または会員規約・本規約に違反するおそれがある等当
社が Web 会員として不適当と判断した場合。
第５条（本サービスの内容等）
１. 当社が提供するサービスは、主として以下の各号の内容とします。但し、
（1）のサービ
スについては、家族会員は、自己がカード利用した部分に関してのみ利用できるものと
します。
(1) 当社が提供する請求・利用明細・登録情報・ご利用可能額等の照会、分割・リボ切
替えサービス及びその他のサービス。
(2) 当社が提供する Web 会員限定のキャンペーン及びその他のサービス。
２. 当社は、ホームページへの公開やメール配信等の方法で Web 会員に通知することによ
り、本サービスの内容を任意に追加、変更または中止することができるものとします。
第６条（ID 及びパスワードの使用）
１. Web 会員は、利用登録後、登録された ID 及びパスワードを当社所定の Web サイト画
面上で入力することにより本サービスを利用することができます。
２. 当社は、入力された ID 及びパスワードの一致をもって、その入力者を Web 会員本人
とみなします。
第７条（本人認証サービス）
１. Web 会員が本人認証サービスに対応した加盟店で電子商取引を行う場合、当社が指定
する認証サービス（以下、単に「本人認証サービス」といいます。）が自動的に適用さ
れます。尚、本人認証サービスでは、原則として、次項に定めるパスワードを専用画面
に入力することにより、認証手続きを行っていただく必要があります。
２. 本人認証サービスに係るパスワードは、本サービスで Web 会員が設定するパスワード
またはワンタイムパスワードとなります。
第８条（管理責任）
１. Web 会員は、自己の ID 及びパスワードが本サービスにおいて使用されるものである
ことを認識し、第三者に知られないよう自己の責任において厳重にその管理を行うも
のとし、第三者に使用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、担保提供等いかなる処
分をもしてはならないものとします。
２. Web 会員は、ID 及びパスワードの使用・管理についての一切の責任を負うものとし、
ID 及びパスワードを使用してなされた一切の行為について、自己が行ったものとみな

されることを承諾するものとします。但し、当社の故意または重大な過失がある場合は、
この限りではありません。
３. ID 及びパスワードが使用されたことにより Web 会員または第三者に生じた損害は、
Web 会員の責任とし、当社は一切の責任を負わないものとします。
４. Web 会員は、自己の ID 及びパスワードが使用され当社または第三者に対して損害を
与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。但し、Web 会員にお
いて、その故意・過失がないことを証明した場合は、この限りではありません。
第９条（禁止事項）
１. Web 会員は、Web 会員として有する権利を、第三者に譲渡もしくは行使させてはなら
ないものとします。
２. Web 会員は、本サービスの利用によって取得した情報を私的範囲内で利用するものと
し、商業的に利用してはならないものとします。
３. Web 会員は、本サービスを利用し、または登録情報を変更する場合等において、虚偽
の情報を申告してはならないものとします。
４. Web 会員は、法令に違反する行為またはそのおそれのある行為をしてはならないもの
とします。
５. Web 会員は、その他、当社が不適当、不適切と判断する行為をしてはならないものと
します。
第１０条（知的財産権等）
本サービスの内容・情報等、本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、
すべて当社及びその他の権利者に帰属するものであり、Web 会員はこれらの権利を侵害し、
または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第１１条（個人情報の取り扱い）
１. 当社は、個人情報の取り扱いについては、別途定める「Web エムアイカード会員にお
ける個人情報の取り扱いについて」に記載のとおりとし、Web 会員はその取り扱いを
承諾し、これに従うものとします。
２. Web 会員は、その登録情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス等）に変更が生じ
た場合、速やかに当社に対し変更の申し出を行い、変更するものとします。
第１２条（通知）
１. Web 会員は、本サービスの利用登録時に登録したメールアドレスを、当社が実施する
キャンペーンやサービス案内のための情報提供や通知（当社の加盟店、提携先その他当
社が適切と判断する企業が各々行っている事業の様々な商品情報・生活情報・アフター

サービス・各種ご優待、その他のサービス情報に関する営業案内または情報提供を含み
ます。
）に利用することについて予め承諾するものとします。但し、Web 会員は、所定
の届出をすることにより、必要な通知を除くメールによる情報提供や通知の中止を依
頼することができるものとします。
２. Web 会員は、前項のメールアドレスを、当社が、カードの契約内容に関する連絡や通
知（限度額変更の通知、更新カード送付時の住所確認の連絡、Web 会員サイトで受け
付けた各種変更手続きの完了連絡及び希望者に対するクレジットカード利用に関する
通知を含むがこれらに限りません。但し、Web 明細書を除く。）や Web 会員からの問
合せの回答等に利用することについて予め承諾するものとします。これらの事項は契
約内容に関する重要な連絡事項であることから、Web 会員から連絡や通知の中止を依
頼することはできないものとします。
３. 本規約及び本サービスの内容に関する Web 会員宛の通知は、Web 会員が申し出たメー
ルアドレスに当社がその内容を発信したときをもって到達したものとみなします。
４. 当社が登録されたメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、Web
会員または第三者に損害が発生した場合にも、当社に故意または重大な過失のある場
合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
第１３条（本サービスの一時中断、中止）
１. 当社は、本サービス提供のための機器・システムの保守点検・設備更新、運営上の必要
及び天災、災害、装置の故障等の事由により本サービスの提供を一時中断、または中止
することがあります。それにより Web 会員に損害が生じても、当社はそれについて一
切責任を負わないものとします。
２. 当社は、前項の事由がない場合であっても、ホームページへの公開やメール配信等の方
法で Web 会員に通知することにより、本サービスを任意に一時中断または中止するこ
とができるものとします。
第１４条（免責事項）
１. 当社は、インターネットにより提供するサービス内容等について、その完全性、正確性、
確実性、有用性等につき、保証しないものとします。
２. 当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は、提供するサービスに関連して
Web 会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第１５条（調査協力）
当社は、本サービスの利用状況に不審な点が見受けられると判断した場合に、Web 会員に
対し調査の協力を要請することができるものとし、Web 会員は合理的な範囲でこれに協力
するものとします。

第１６条（Web 会員資格の停止、抹消）
当社は、Web 会員が次の項目のいずれかに該当した場合、Web 会員の承諾なくして本サー
ビスの利用を制限することができるものとし、また、その Web 会員資格を抹消することが
できるものとします。尚、この場合、当社は当該 Web 会員に対する通知を行わないものと
します。
(1) 利用登録をした者が会員本人ではない場合、または会員資格を喪失した場合
(2) 本規約に違反した場合
(3) 本サービス利用登録時に虚偽の申請をしたことが判明した場合
(4) カードの利用状況、支払状況等が不適当と当社が判断した場合
(5) 第三者による本サービスの不正利用が判明した場合、またはそのおそれがある場合
(6) カードの会員規約に違反した場合
(7) 登録されたメールアドレスに当社の責によらずメールを送信できない場合及び Web 会
員本人によってメールを受信できないと当社が判断した場合
(8) その他、当社が Web 会員として不適当と判断する行為を行った場合
第１７条（退会）
Web 会員が本サービスを退会する場合、当社が指定する方法により届け出るものとします。
第１８条（合意管轄裁判所）
本規約及び本サービスに関連して Web 会員と当社の間で争いが生じた場合には、東京地方
裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第１９条（準拠法）
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第２０条（本規約の変更）
１. 当社は、Web 会員への事前の承諾なしに任意に本規約を変更できるものとします。そ
の場合、当社はホームページへの公開、登録メールアドレスへのメール送信その他所定
の方法により、直ちに当該変更後の規定を Web 会員へ公表または通知するものとしま
す。
２. 変更後の本規約は、当社が公表または Web 会員に通知した改定日の時点から効力が生
じるものとします。
３. Web 会員は、本規約変更後最初の本サービスの利用をもって、当該変更に同意したも
のとします。

第２１条（本規約の優越）
本サービスの利用に際し、当社が別に定める会員規約等のあらゆる規約と本規約の内容が
一致しない場合は、本規約が優先されるものとします。

附則
１. 本規約は、2022 年 4 月 1 日 0 時より適用されるものとします。

