
＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞個人情報の取扱いに関する同意条項

２０２１年１月２０日改定

第１条（定義）

本同意条項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

（１） 会員

＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞会員規約第１条第１項に規定する者をいい、本同意条項第６条（ウ）

におけるユーザと同様の意味を有します。

（２） 本契約

お客様による＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞会員規約に基づくバーチャルカードの申込みと当社の承

諾により成立するクレジット契約をいいます。

（３） 本申込み

前号に定めるクレジット契約の申込みをいいます。

（４） 本サービス

＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞会員規約に基づき、当社が会員に提供するバーチャルカードに関する

サービスおよび＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞サービス利用規約第１条に定義する「本サービス」、

ならびにこれらの付帯サービスをいいます。

（５） 加盟店

当社所定の手続により認められた法人、個人または団体で、本サービスを利用し商品の販売または

役務の提供できる者をいいます。

（６） ポイント

＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞サービス利用規約第１条に規定する「ポイント」をいいます。

（７） クーポン

＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞サービス利用規約第１条に規定する「クーポン」をいいます。

第２条（個人情報の収集・保有・利用・預託）

１．会員は、本契約（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、与信後の管理およ

び本サービスの提供 （以下「与信行為など」という）のため、次の各号の情報（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うえで収集・利用することに同意します。

① 会員の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先情報、家族

構成、住居状況など所定の申込書等に会員が記載した事項、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）に関する事項、本サービス申込時に入力した事項（これらに変更が

生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ）

② 本契約に関する申込日、契約日、商品内容、契約額、支払回数

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 本契約に関し会員が申告した会員の取引を行う目的、資産、負債、収入、支出、および当社が収

集したクレジット利用履歴、過去の返済状況

⑤ 本申込みに関し当社が会員の運転免許証、パスポートなどの提示を求め、内容を確認し記録する

または写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報



⑥ 本申込みに関する与信行為などまたは本人確認のために当社が必要と判断して適法かつ適正な

方法で収集した会員の住民票など（電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含む）により

得た情報 

⑦ お電話でのお問合せなどにより当社が知り得た情報（通話内容を含む） 

⑧ 官報、電話帳、住宅地図などにおいて公開されている情報 

⑨ 本申込み時もしくは本申込み後にアンケートなどで取得した情報 

⑩ 本サービスに関わる取引履歴（カード名称、入会日、入会店舗、入会方法、会員番号、カードの

状況、利用日、獲得ポイント数、利用ポイント数、ポイントの有効期間、ポイントの残高、獲得

クーポン、利用クーポンなど） 

⑪ 会員が使用する端末情報（ハードウェアモデル、ＯＳのバージョン、端末固有のＩＤ、クラッシ

ュ情報、モバイルネットワーク情報など） 

⑫ 本サービスの利用にあたり、サーバ内に自動的に記録される情報（ＩＰアドレスや本サイトを閲

覧する前に会員が訪問したサイトの情報、ブラウザの種類や設定、行動の日時やその他の履歴（モ

バイルソフトの利用履歴を含みます）など） 

⑬ 会員の現在地に関する情報（現在地に関する情報は、位置情報の利用を有効にした場合、モバイ

ル端末から送信されるＧＰＳ信号のほか、会員の端末のセンサーデータから提供される近くのＷ

ｉ-Ｆｉアクセスポイントや基地局に関する情報など） 

２．当社では、本サービスへのアクセスの方法に応じて、会員のコンピュータから本サイトに訪問す

るたびに送信される、会員のアカウントまたはブラウザ固有のテキストファイル（いわゆるクッキ

ー）またはこれに類似する技術を用いてログ情報を記録します。当社で用いるクッキーは、ブラウ

ザを閉じるまで残存するセッションクッキーと、会員自身かブラウザがこれを削除するまで残存す

るパシステントクッキーがあります。 

３．当社が本契約に関する与信行為などの一部または全部を当社の提携先企業、法律事務所など（以下

「与信行為など委託先」という）に委託する場合、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第

１項により収集した個人情報を与信行為など委託先に提供し、与信行為など委託先が利用すること

があります。 

４．当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随す

る事務など）を第三者に委託する場合、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第１項により

収集した個人情報を与信行為など委託先に預託することがあります。 

５． 会員は、本サービスが利用可能な加盟店が提供するアプリケーションをダウンロードし、２以上

のアプリケーションにその個人情報を入力する場合、当社所定の手続を行うことにより、当該個人

情報の入力に代えて、第１項により収集した個人情報を利用することができるものとします。 

 

第３条（個人情報の利用） 

 会員は、当社が、当社のクレジットカード業、保険代理店業、通信販売業およびこれらに関連する事

業において、下記の目的のために第２条第１項および第２項に定める個人情報を利用することに同意し

ます。 

① 当社の宣伝物・印刷物の送付などの営業案内、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサー

ビス、市場調査、商品開発、その他会員ごとにカスタマイズされたコンテンツの提供のために利



用する場合 

② 当社以外の宣伝物・印刷物の送付などの営業案内、新商品情報のお知らせ、関連するアフター

サービス、市場調査、その他会員ごとにカスタマイズされたコンテンツの提供、商品開発を外部

から受託して行うために利用する場合 

なお、当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ（https://www.topcard.co.jp/privacy/index.html）

をご覧いただくか、第１０条の問合せ窓口にご連絡ください。 

 

第４条（個人信用情報機関への登録・利用） 

１．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）および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、

会員および当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、会員の支払能力・返済能力

の調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。 

２．会員に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に

下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信

用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されること

に同意します。 

 

＜登録される情報とその期間＞ 

登録情報 
登録期間 

株式会社シー・アイ・シー 株式会社日本信用情報機構 

①氏名、生年月日、住所、電話番号、

勤務先、勤務先電話番号、運転免許証

等の記号番号等の本人情報 

左欄②以下の登録情報いずれかが登録されている期間 

②本契約に係る申込みをした事実 
当社が個人信用情報機関に照

会した日から６ヵ月間 

当社が個人信用情報機関に照

会した日から６ヵ月以内 

③本契約に係る客観的な取引事実（契

約の種類、契約日、商品名およびその

数量・回数・期間、契約額、貸付額、

支払回数、利用残高、割賦残高、年間

請求予定額、支払日、完済日、完済予

定年月、月々の支払状況等（解約、完

済、支払停止抗弁の申立等の事実を含

む）） 

契約継続中および契約終了後（完済していない場合は完済後）５

年以内 

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 

契約継続中および契約終了後

（完済していない場合は完済

後）５年以内 



⑤債権譲渡の事実に係る情報 - 譲渡日から１年以内 

 

申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用

情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。 

３．当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また本契

約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は別途書面により通知し、同

意を得るものとします。 

● 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） 

〒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 

● 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） 

〒１１０－００１４ 東京都台東区北上野一丁目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 

 ※各機関の加盟資格、加盟企業名などの詳細は、上記の各社ホームページをご覧ください。 

４．当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。 

全国銀行個人信用情報センター 

〒１００－８２１６ 東京都千代田区丸の内１－３－１ 

電話番号 ０３－３２１４－５０２０ 

ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp 

※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構ならびに全国銀行個人信用情報センター

は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク（ＣＲＩＮ）を構築してい

ます。 

 

第５条（個人情報の提供・利用） 

１．会員は、当社が下記の目的のために第２条第１項①②⑨の個人情報を、保護措置を講じたうえで

当社と提携する東急グループ企業など（以下「提携会社など」という）に提供し、提携会社など

が利用することに同意します。 

① 宣伝物など、営業案内 

② 商品、役務などの市場調査、商品開発 

③ 商品などに関する案内 

なお、具体的な企業名および事業内容は、当社ホームページ 

（https://www.topcard.co.jp/privacy/index.html）をご覧いただくか、第１１条の問合せ窓口にご

連絡ください。 

２．前項の提携会社などへの個人情報提供期間は、原則として申込日から本契約終了日後１年間とし

ます。なお、当該提携会社などにおける個人情報の利用期間については、各社にお問合せくださ



い。 

３．会員は、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、公的機関などに個人情報を提供することに同意します。 

４．当社は個人情報に該当しない集計情報を公開し、または加盟店やパートナー（広告主等）に提供

することがあります。 

 

第６条（共同利用） 

１．当社および東急株式会社（以下「東急」といいます）は、個人情報の保護に関する法律第２３条

第５項に基づき、個人情報を以下のとおり共同して利用します。 

(ア) 共同して利用される個人情報の項目 : 第２条第１項に記載した全ての情報 

(イ) 共同して利用する者の範囲 : 当社および東急 

(ウ) 共同して利用する者の利用目的 :  

①本サービスに密接に関連するユーザサービスの提供およびこれに付随する業務のため。 

②ユーザが東急の運営する会員組織「ＴＯＫＹＵ ＲＯＹＡＬ ＣＬＵＢ」（以下「本会」といいま

す）の会員規約に定める申込者または本会員に該当する場合、本会における会員登録の承認、入

会手続および登録した個人情報の変更等の各種手続を含む、ユーザに対する本会に関する各種サ

ービスの提供に必要な業務のため。 

③マーケティング分析を含む市場調査、商品開発のため。 

④ユーザへお知らせする情報内容の選定における判断材料のため。 

(エ) 共同して利用する個人情報の管理責任者 : 当社 

２．当社は、前項の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。 
 

第７条（個人情報の開示・訂正・削除） 

１．会員は、当社、第４条記載の個人信用情報機関および第５条記載の当社と個人情報の提供に関す

る契約を締結した提携会社などに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自

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 当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第１０条記載の窓口に連絡し

てください。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料など）の詳細についてお

答 え し ま す 。 ま た 、 開 示 請 求 手 続 に つ き ま し て は 、 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.topcard.co.jp/privacy/index.html）などでもお知らせしております。 

② 個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第４条第３項記

載の個人信用情報機関に連絡してください。 

③ 当社の提携会社などに対して開示を求める場合には、当社ホームページ 

（https://www.topcard.co.jp/privacy/index.html）記載の東急グループ各社に連絡してください。 

２．開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員は、

当該情報の訂正または削除の請求ができます。 

 

第８条（本同意条項に不同意の場合） 



 当社は、会員が本契約の必要な記載事項（申込書等で会員が記載すべき事項）の記載を希望しない場

合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや会員資格を

喪失させることがあります。 

 

第９条（利用・提供中止の申出） 

 第３条および第５条第１項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であ

っても、会員から中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置

をとります。ただし、第３条または第５条第１項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお

断りすることや退会の手続をとることはありません。 

 

第１０条（個人情報の取扱いに関する問合せ窓口） 

個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問合せ・ご相談や、利用・提供の

中止、その他のご意見の申出に関しましては、当社の下記の当社お客様相談室までお願いします。 

●お客様相談室 

〒１５８－８５３４ 東京都世田谷区用賀４－１０－１ 世田谷ビジネススクエアタワー 

ナビダイヤル ０５７０－０２６－１０９ 

＜ナビダイヤルにつながらない方＞ 

（東京）０３－３７０７－３１００ （札幌）０１１－２９０－５７２５ 

 

第１１条（本契約が不成立の場合） 

 本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２条および第４条第２項に基づき、当該

契約の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。 

 

第１２条（条項の変更） 

 当社は、法令に定める手続により、必要な範囲内で本同意条項を変更できるものとします。 

 

東急カード株式会社 

〒１５８－８５３４ 東京都世田谷区用賀４－１０－１ 世田谷ビジネススクエアタワー 

包括信用購入あっせん業者登録番号 関東（包）第８０号 

■個人情報保護管理者 

当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報保護管理責任者（コンプライアン

ス担当部門担当役員）を設置しております。 


