『ウィズ Web 会員サービス』 利用規約
第 1 条（利用者規約）
本規約は、株式会社井筒屋ウィズカード (以下「当社」という)がインターネット上で運営する「ウィ
ズ Web 会員サービス」
（以下「本サービス」という）を利用するため本サービスの利用登録を行った
当社のカード会員（以下「Web 会員」という）に適用されるものとします。
第 2 条（利用設備等）
Web 会員は、本サービスを利用するために自己の責任と負担において必要な端末、通信機器、ソフ
トウェアを準備し、電話利用契約及びインターネット接続契約等を行うものとします。
第 3 条（利用者およびその登録）
１．本サービスを利用できる Web 会員は、ウィズカード本会員とします。
２．本サービス利用希望者は、本規約を承認し、インターネット上で所定の項目を入力の上、任意の
ID・パスワードを申請することとします。なお、登録に必要な所定の項目は、随時変更できるも
のとします。
第 4 条（ID・パスワードの管理）
１．Web 会員は善良なる管理者の注意をもって、第三者に知られないよう、ID とパスワードを管理
するものとします。また、ID を他人に貸与、譲渡するなどの行為はできません。
２．Web 会員は、第三者による ID・パスワードの不正使用が判明した場合、当社に直ちに届け出る
ものとします。
３．Web 会員が予め登録した ID・パスワードと本サービス利用の際使用された ID・パスワードとが
一致した場合、使用上の過誤または第三者による不正使用等による損害については、Web 会員の
故意過失にかかわらず、当社はその責任を一切負わないものとします。
第 5 条（本サービスの運営および中止ならびに追加・変更）
１．本サービスの提供は、当社が定めた所定の時間に行います。
２．事前に告知なく以下の理由により本サービスの運営を一時停止・中止する場合があります。
（1）本サービス運営に必要な機器、システムの保守点検
（2）システムの切替による設備更新
（3）天災、災害による装置の故障
（4）その他予期しない障害による本サービス停止
３．本サービスの中止または一時停止に起因して生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を
負わないものとします。
４．当社は Web サイトに公開するなどの所定の方法で利用者に通知することにより、本サービスを
任意に変更、追加できるものとします。

第 6 条（本サービスの利用料）
本サービスの利用料は原則として無料とします。ただし、特別なサービス等の提供のために、当社が
利用料その他の料金（以下「サービス等の料金など」という）を要求する場合は、別途利用時に案内
するものとします。
第 7 条（禁止事項）
１．Web 会員は次の行為を行わないものとします。
（1）本サービスの登録・利用を行う際に虚偽の情報を登録・送信する行為
（2）本サービスによって得られた情報を営利行為に利用する行為
（3）法令に違反する行為、または違反する恐れのある行為
（4）その他、当社が不適当と認めた行為
２．本サービスの内容、情報など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
て当社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそ
れのある行為をしないものとします。
第 8 条（登録の抹消）
１．当社は、以下の場合には登録された ID を削除できるものとします。
（1）Web 会員が ID 登録の際、もしくは本サービス利用の際に虚偽の申告、登録をした場合
（2）Web 会員がカード不正使用によって被害が発生したときや、当社に届け出た氏名、住所、勤
務先、カード代金支払口座等に変更があり、直ちに当社所定の届出用紙により手続きを行わ
なかった場合など正確な本サービスの提供が困難と予測される場合
（3）Web 会員が退会するなど、ウィズカード会員資格を喪失した場合
（4）Web 会員が本規約、ウィズカード会員規約に反する行為をするなど、当社が不適当と認めた
行為を行った場合
第 9 条（通知および情報提供）
１．Web 会員は本サービスへ登録した E メールアドレスを、当社が実施する各種キャンペーン、当
社と契約している提携会社等が実施する各種サービス案内等の通知や情報提供のために当社が
利用することについて承認するものとします。ただし、Web 会員は当社所定の届出をすることに
より、必要通知、及び事前登録型メールを除く E メールによる情報提供中止を依頼できるものと
します。
２．当社が通知や情報提供を行ったことにより、生じた Web 会員または第三者に対する損害には、
当社は一切責任を負わないものとします。
３．本サービスの利用及び本規約に基づく Web 会員あての諸通知は、Web 会員が登録した E メール
アドレスに宛ててその内容を送信したときをもって、到達したものとします。
４．E メールの管理を行うプロバイダーのシステムの事故、E メールアドレスの変更を行ったにもか
かわらず変更後の E メールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出の E メールアドレス
に宛てて諸通知の内容を送信したときをもって到達したものとします。

第 10 条（個人情報の取扱い）
１．当社は、Web 会員が登録した情報を個人情報として厳重に管理し、次のいずれかに該当する場
合以外は第三者に開示、提供しないものとします。
(1) Web 会員が同意する場合
(2) 法令等により開示が求められた場合
(3) 当社が業務を委託した事業者に、委託業務の処理に必要な範囲で提供する場合
(4) 当社の権利、または財産を当然に保護する必要がある場合
第 11 条（規約の変更）
当社は、Web 会員への事前の通知または承諾なくして、本規約を随時変更することができるものと
します。この場合、Web 会員との契約上、重要な変更についてはあらかじめ Web サイトに公開する
などの所定の方法により、変更内容を掲載することで通知するものとします。また、変更内容につい
て当社が Web 会員に通知した後に本サービスの利用があった場合は、Web 会員が規約変更を承認し
たものとみなします。
第 12 条（免責）
１．当社は、本サービスへの情報掲載にあたっては細心の注意を払っておりますが、これらの情報に
ついて、完全性、正確性、確実性、有用性等を保証するものではありません。また、本サービス
利用により生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負わないものとします。
２．本サービスにおいて当社が採用する暗号技術は、当社が妥当と判断する限りのものであり、その
安全性、完全性等に対して当社は一切保証を行わないものとします。
第 13 条（準拠法）
Web 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 14 条（合意管轄裁判所）
本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、利用者の住所地・購入地、又は契約地、
及び当社の本、支店を管轄する簡易裁判所、又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
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『ウィズエコ請求 サービス』利用規約
第 1 条（目的）
本規約は、株式会社井筒屋ウィズカード（以下「当社」という）がインターネット上で運営する Web
サービス（以下「ウィズ Web 会員サービス」という）において利用登録を行った会員（以下「Web
会員」という）が第 2 条に定める「ウィズエコ請求サービス」（以下「エコ請求サービス」という）
を利用する場合の条件等を定めるものです。
第 2 条（定義）
「エコ請求サービス」とは、当社の定める会員規約の規定にかかわらず、一定の条件を満たす場合に
おいて、ご利用代金明細書（請求書）並びにご融資明細書（マンスリーステートメント書面）
（以下、
併せて「法定通知書面」という）の郵送を停止し、Web 会員指定のＥメールアドレスへメールによ
る確定通知を行い、Web 会員は当社ホームページの「ウィズ Web 会員サービス」において、その内
容を確認・保存することができるサービスをいいます。
第 3 条（利用資格）
「エコ請求サービス」を利用することができる会員は、
「ウィズ Web 会員サービス」において利用登
録を行った本会員のみとし、法人会員、及び家族会員は利用することができないものとします。また
「ウィズ Web 会員サービス」における利用登録が抹消され、ID が無効となった場合についても、
「エ
コ請求サービス」を利用することはできないものとします。ただし、利用者が同一の会員番号につい
て再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません。
第 4 条（利用の申請）
「エコ請求サービス」の利用を希望する会員は、本規約を承認するものとします。
第 5 条（
「法定通知書面」の郵送）
1．Web 会員に対して、原則として「法定通知書面」を郵送しないものとします。ただし、Web 会員
の「法定通知書面」内容（家族会員利用分を含む）の確定時において、法令等によって書面の送
付が必要とされる場合または、当社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合はこの限り
ではありません。
2．Web 会員は、
「ウィズ Web 会員サービス」によって「法定通知書面」を確認するものとします。
ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「ウィズ Web 会員サービス」によ
る確認ができない場合、Web 会員は当社に問い合わせすることにより確認することができるもの
とします。
3．当社は、Web 会員の「法定通知書面」の内容が確定された旨の通知（以下「確定通知」という）
を、Web 会員が「ウィズ Web 会員サービス」において申請した E メールアドレス宛に毎月送信
するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。
（1）確定通知が正しく受信されないことがあった場合。

（2）
「エコ請求サービス」の確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合。
（3）その他当社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合。
4．当社は、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、Web 会員は、確定通知の
受信の有無にかかわらず、
「ウィズ Web 会員サービス」による「法定通知書面」の確認を行うこ
とができるものとします。
5．当社の責に帰すべき事由によらない場合によって確定通知を受信できないことにより、Web 会員
または第三者に対して損害が発生した場合にも、当社は責任を負わないものとします。
第 6 条（エコ請求サービスの提供終了）
１．当社は、Web 会員が次のいずれかに該当する場合、Web 会員の承諾なくして「エコ請求サービ
ス」の提供を終了し、
「法定通知書面」を発送するものとします。
（1）当社会員資格を喪失した場合
（2）本規約のいずれかに違反した場合
（3）その他当社が Web 会員として不適当と判断した場合
第 7 条（終了・中止・変更）
当社は、通知ならびに公表の上、「エコ請求サービス」を終了もしくは中止し、または内容を変更す
ることができるものとします。「エコ請求サービス」の内容は、日本国の法律の下に規制されること
があります。
第 8 条（本規約の変更）
当社は、通知ならびに公表の上、本規約を随時変更することができるものとします。この場合、当社
は当社所定の Web サイトに公開するなどの当社所定の方法により直ちに当該変更後の規約を Web 会
員に通知するものとします。
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