minapita カードの利用規約類の一部を次のとおり改定いたします。
１．改定する利用規約類
（１）minapita カード会員規約
（２）minapita ポイントカード会員規約
（３）minapitaＶＩＳＡカード会員特約
（４）(PiTaPa)会員特約（ＶＩＳＡカード）
（５）minapitaＪＣＢカード会員特約
（６）(PiTaPa)会員特約（ＪＣＢカード）
（７）minapita ポイントサービス規定
２．実施日
（１）～（６）については 2022 年 4 月 1 日
（７）については 2022 年 5 月 1 日
３．新旧対照表
（１）minapita カード会員規約
改定前
第 12 条（個人情報の収集・保有・利用・預託）

改定後
第 12 条（個人情報の収集・保有・利用・預託）

会員は、当社が本カードの発行、会員管理、付帯サービ

会員は、当社が本カードの発行、会員管理、付帯サー

スの提供、当社または当社が受託した他社の特典・商

ビスの提供、当社または当社が受託した他社の特典・商

品・サービスに関する各種営業案内を当社から行うこ

品・サービスに関する各種営業案内を当社から行うこ

と、および顧客動向分析・商品開発等のマーケティング

と、および顧客動向分析・商品開発等のマーケティング

活動のために利用することを目的として、以下の情報

活動のために利用することを目的として、以下の情報

（以下これらを総称して「個人情報」といいます。
）を

（以下これらを総称して「個人情報」といいます。
）を

収集、保有し、利用することに同意します。

収集、保有し、利用することに同意します。

（１）氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、 （１）氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、
家族構成、住居状況、メールアドレス等、会員が入会申

家族構成、住居状況、メールアドレス等、会員が入会申

込時および入会後に届けた属性情報（これらの情報に

込時および入会後に届けた属性情報（これらの情報に

変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。
）

変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。
）

（２）入会申込日、入会申込方法・場所、入会承認日、 （２）入会申込日、入会申込方法・場所、入会承認日、
利用限度額、会員等と当社またはサービス提携先との

利用限度額、会員等と当社またはサービス提携先との

契約内容に関する情報

契約内容に関する情報

（３）会員の本カードの利用に関する情報

（３）会員の本カードの利用に関する情報

（４）申込に対する審査の結果（但し承認とならなかっ

（４）申込に対する審査の結果（但し承認とならなかっ

た理由は除く。
）

た理由は除く。
）

（５）本カードの会員番号、有効期限

（５）本カードの会員番号、有効期限

（６）会員番号が無効となった事実（但し無効となった

（６）会員番号が無効となった事実（但し無効となった

理由は除く。
）

理由は除く。
）

（７）会員が会員資格を喪失した事実（但し、喪失とな

（７）会員が会員資格を喪失した事実（但し、喪失とな

った理由は除く。
）

った理由は除く。
）

２．会員は、当社が個人情報を保護措置を講じた上で、 ２．会員は、当社が個人情報を保護措置を講じた上で、
個人情報の共同利用の取り扱いに関する契約を締結し

個人情報を当社グループ各社に提供し、当該提供先が

改定前

改定後

た当社グループ各社および当社グループ外の法人・団

その事業内容の範囲で特典・商品サービスの提供およ

体（以下「共同利用者」という。
）に提供し、共同利用

びそれに関する各種営業案内を送付すること、および

者がその事業内容の範囲で特典・商品サービスの提供

顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動のた

およびそれに関する各種営業案内を送付すること、お

めに利用することに同意します。また、当該提供先での

よび顧客動向分析・商品開発等のマーケティング活動

利用に際し、会員に連絡する必要が生じた場合には、当

のために利用することに同意します。また、共同利用者

該提供先から会員に連絡することに同意します。

での利用に際し、会員に連絡する必要が生じた場合に
は、共同利用者から会員に連絡することに同意します。
なお、共同利用に関する事項については、ｍｉｎａｐｉ
ｔａカードのホームページ(https://minapita.jp/)に
おいてお知らせします。

３．会員は、当社が本カードの発行、会員管理、付帯サ

３．会員は、当社が本カードの発行、会員管理、付帯サ

ービスの提供、当社または当社が受託した他社の特典・ ービスの提供、当社または当社が受託した他社の特典・
商品・サービスに関する各種営業案内を当社から行う

商品・サービスに関する各種営業案内を当社から行う

こと、および顧客動向分析・商品開発等のマーケティン

こと、および顧客動向分析・商品開発等のマーケティン

グ活動のために利用することを目的として、業務受託

グ活動のために利用することを目的として、業務受託

会社に、当社が保護措置を講じたうえで個人情報を預

会社に、当社が保護措置を講じたうえで個人情報を預

託することに同意します。

託することに同意します。

第 13 条（個人情報の公的機関等への提供）

第 13 条（個人情報の公的機関等への提供）

会員は、当社が各種法令の規定により提出を求められ

会員は、次の各号の場合に、当社が個人情報を提供する

た場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要

ことにあらかじめ同意します。

がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに

（１）法令に基づく場合

同意します。

（２）人の生命、身体または財産の保護のために必要が
ある場合であって、本人の同意を得ることが困難であ
るとき
（３）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進
のために特に必要がある場合であって、本人の同意を
得ることが困難であるとき
（４）国の機関若しくは地方公共団体またはその委託
を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し
て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得
ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが
あるとき
（５）当該第三者が学術研究機関等である場合であっ
て、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取
り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目
的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権
利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。
）

改定前

改定後

第 14 条（個人情報の開示・訂正・削除および利用の

第 14 条（個人情報の開示・訂正等・利用の停止等・第

停止・提供の停止）

三者提供の停止）

会員は、当社に対し、個人情報の保護に関する法律に

会員は、当社に対し、当社所定の手続で、自己に関する

定めるところにより、当社所定の方法で、自己に関す

保有個人データ（第三者提供記録を含む）を開示するよ

る個人情報を開示するよう請求することができます。

う請求することができ、この場合、当社は、個人情報の
保護に関する法律に定めるところにより、当社所定の
方法で開示を行います。

２．開示により万一登録内容が不正確または誤りであ

２．会員は、当社に対し、当社所定の手続で、自己に関

ることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正ま

する保有個人データの内容が事実でないことを理由に

たは削除に応じるものとします。

訂正、追加または削除（以下「訂正等」という。
）の請
求をすることができ、この場合、当社は、個人情報の保
護に関する法律に定めるところにより、利用目的の達
成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行
い、当該保有個人データの内容が不正確または誤りで
あることが判明した場合には、訂正等を行うものとし
ます。

３．当社は、会員から当社が保有する当該会員の個人

３．会員は、当社に対し、当社所定の手続で、自己に関

情報について、利用の停止または共同利用者に対する

する保有個人データについて、利用の停止もしくは消

提供の停止を求められた場合は、それ以降の当社での

去（以下「利用停止等」といいます。
）または第三者に

利用、および共同利用者への提供を中止する措置をと

対する提供の停止の請求をすることができ、この場合、

ります。ただし、請求書等業務上必要な書類に同封さ

当社は、個人情報の保護に関する法律に定めるところ

れる宣伝・印刷物についてはこの限りではありませ

により、その請求に理由があることが判明したときは、

ん。

違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、利用停
止等または第三者提供の停止を行います。ただし、請求
書等業務上必要な書類に同封される宣伝・印刷物につ
いてはこの限りではありません。

2022 年 4 月 1 日改定

（２）minapita ポイントカード会員規約
改定前

改定後

第９条（個人情報の取扱い）

第９条（個人情報の取扱い）

会員は、会員の個人情報の利用に関して以下の各号の

会員は、会員の個人情報の利用に関して以下の各号の

定めに同意するものとします。

定めに同意するものとします。

（１）住所・氏名・生年月日・電話番号・メールアドレ

（１）住所・氏名・生年月日・電話番号・メールアドレ

ス・ご利用金額等を当社で登録すること。

ス・ご利用金額等を当社で登録すること。

（２）事務管理（コンピュータ事務処理等）を委託する

（２）事務管理（コンピュータ事務処理等）を委託する

際に、保護措置を講じたうえで個人情報を第三者に預

際に、保護措置を講じたうえで個人情報を第三者に預

託すること。

託すること。

（３）当社および当社グループ会社・ポイント提携加盟

（３）当社が、当社グループ会社（以下「当社等」とい

店が個人情報について適切な保護措置を講じたうえ

います。
）に個人情報を提供し、当社等が個人情報につ

で、正当な事業活動の範囲内で次の各項目に定める目

いて適切な保護措置を講じたうえで、正当な事業活動

的のために利用すること。

の範囲内で次の各項目に定める目的のために利用する

①特典・商品・サービスに関する各種営業案内を送付

こと。

し、またはメールを配信すること。

①特典・商品・サービスに関する各種営業案内を送付

（会員登録時にご案内の受け取りを拒否された場合で

し、またはメールを配信すること。

も、重要なご案内に限り、電話、メール、封書はがき類

（会員登録時にご案内の受け取りを拒否された場合で

の郵送物等にて行う場合があります。
）

も、重要なご案内に限り、電話、メール、封書はがき類

②顧客動向分析・店舗開発・商品開発等の調査活動のた

の郵送物等にて行う場合があります。
）

めに利用すること。

②顧客動向分析・店舗開発・商品開発等の調査活動のた

③当社等が提供するサービスに関するアンケート・調

めに利用すること。

査・ご意見の受領等によりサービス改善に役立てる具

③当社等が提供するサービスに関するアンケート・調

体的な資料を入手し、または会員に連絡すること。

査・ご意見の受領等によりサービス改善に役立てる具

④会員からのお問合せへの回答および会員から依頼さ

体的な資料を入手し、または会員に連絡すること。

れた各種印刷物、商品等の送付を行うこと。

④会員からのお問合せへの回答および会員から依頼さ
れた各種印刷物、商品等の送付を行うこと。

２．個人情報の管理について責任を有する者および個

２．当社保有個人データの利用停止等、開示、訂正等、

人情報の利用停止、開示、訂正、削除請求等についての

第三者提供の停止についてのお問合せ先は、末尾に記

お問合せ先は当社とし、末尾に記載します。

載します。

2022 年 4 月 1 日改定

（３）minapitaＶＩＳＡカード会員特約
改定前

改定後

第６条(個人情報の取得、利用および提供に関する同

第６条(個人情報の取得、利用および提供に関する同

意)

意)

１．会員および入会を申し込まれた方(以下併せて

１．会員および入会を申し込まれた方(以下併せて

「会員等」という)は、両社が保護措置を講じた上

「会員等」という)は、両社が保護措置を講じた上

改定前

改定後

で、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理

で、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理

業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利用

業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利用

することに同意します。

することに同意します。

(1)各社の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあ

(1)各社の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあ

った本カード会員等の情報。

った本カード会員等の情報。

(2)本カード申込に対する審査の結果。ただし承認と

(2)本カード申込に対する審査の結果。ただし承認と

ならなかった理由は除く。

ならなかった理由は除く。

(3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会

(3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会

員番号・有効期限。

員番号・有効期限。

(4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となっ

(4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となっ

た理由は除く。

た理由は除く。

(5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失とな

(5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失とな

った理由は除く。

った理由は除く。

２．会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、南海

２．会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、南海

電鉄に対し、南海電鉄の minapita ポイントサービス

電鉄に対し、南海電鉄の minapita ポイントサービス

の提供を目的として、下記の個人情報を提供し、南海

並びに minapita カード会員特典および付帯サービス

電鉄がこれを「minapita カード会員規約」および

の提供を目的として、下記の個人情報を提供し、南海

「minapita ポイントサービス規定」に基づき利用する

電鉄がこれを「minapita カード会員規約」および

ことに同意します。

「minapita ポイントサービス規定」に基づき利用する

(1)会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用

ことに同意します。

金額、ご利用店名等のご利用状況、契約内容に関する

(1)会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用

情報。

金額、ご利用店名等のご利用状況、契約内容に関する
情報。

３．会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、南海

３．会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、南海

電鉄に対し、南海電鉄の鉄道関連事業および情報提供

電鉄に対し、南海電鉄の鉄道関連事業および情報提供

サービス関連事業における①新商品、新機能、新サー

サービス関連事業における①新商品、新機能、新サー

ビス等の開発および市場調査、並びに、②南海電鉄、

ビス等の開発および市場調査、並びに、②南海電鉄、

南海電鉄グループ企業および南海電鉄提携企業の宣伝

南海電鉄グループ企業および南海電鉄提携企業の宣伝

広告物送付等の営業案内を目的として、第 1 項(1)お

広告物送付等の営業案内を目的として、第 1 項(1)お

よび第 2 項(1)の個人情報を提供し、南海電鉄がこれ

よび第 2 項(1)の個人情報を提供し、南海電鉄がこれ

を「minapita カード会員規約」に基づき利用すること

を「minapita カード会員規約」に基づき利用すること

に同意します。

に同意します。

４．会員は、第３項の同意の範囲内で南海電鉄が当該

４．会員は、第３項の同意の範囲内で南海電鉄が当該

情報を利用している場合であっても、南海電鉄に対し

情報を利用している場合であっても、個人情報保護法

その中止を申し出ることができます。

の定めに基づき理由があると認められる場合は南海電

(連絡先)

鉄に対しその中止を申し出ることができます。

南海電気鉄道 株式会社

minapita カード事務局

(連絡先)

改定前

改定後

〒556-8503 大阪市浪速区敷津東 2-1-41

南海電気鉄道 株式会社

minapita カード事務局

Tel 06-6644-7240

〒556-8503 大阪市浪速区敷津東 2-1-41
Tel 06-6644-7240

2022 年 4 月 1 日改定

（４）(PiTaPa)会員特約（ＶＩＳＡカード）
改定前

改定後

第 7 条（個人情報の取得、利用および提供に関する同

第 7 条（個人情報の取得、利用および提供に関する同

意）

意）

１．会員および入会を申し込まれた方(以下併せて

１．会員および入会を申し込まれた方(以下併せて

「会員等」という)は、三社が保護措置を講じた上

「会員等」という)は、三社が保護措置を講じた上

で、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理

で、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理

業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利用

業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利用

することに同意します。

することに同意します。

(1)各社の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあ

(1)各社の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあ

った本カード会員等の情報。

った本カード会員等の情報。

(2)本カード申込に対する審査の結果。ただし承認と

(2)本カード申込に対する審査の結果。ただし承認と

ならなかった理由は除く。

ならなかった理由は除く。

(3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会

(3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会

員番号・有効期限。

員番号・有効期限。

(4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となっ

(4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となっ

た理由は除く。

た理由は除く。

(5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失とな

(5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失とな

った理由は除く。

った理由は除く。

２．会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、南海

２．会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、南海

電鉄に対し、南海電鉄の minapita ポイントサービス

電鉄に対し、南海電鉄の minapita ポイントサービス

の提供を目的として、下記の個人情報を提供し、南海

の提供を目的として、下記の個人情報を提供し、南海

電鉄がこれを「minapita カード会員規約」および

電鉄がこれを「minapita カード会員規約」および

「minapita ポイントサービス規定」に基づき利用する

「minapita ポイントサービス規定」に基づき利用する

ことに同意します。

ことに同意します。

(1)会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利

(1)会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利

用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する

用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する

情報。

情報。

３．会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、南海

３．会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、南海

電鉄に対し、南海電鉄の鉄道関連事業および情報提供

電鉄に対し、南海電鉄の鉄道関連事業および情報提供

サービス関連事業における①新商品、新機能、新サー

サービス関連事業における①新商品、新機能、新サー

ビス等の開発および市場調査、並びに、②南海電鉄、

ビス等の開発および市場調査、並びに、②南海電鉄、

改定前

改定後

南海電鉄グループ企業および南海電鉄提携企業の宣伝

南海電鉄グループ企業および南海電鉄提携企業の宣伝

広告物送付等の営業案内を目的として、第１項(1)お

広告物送付等の営業案内を目的として、第１項(1)お

よび第２項(1)の個人情報を提供し、南海電鉄がこれ

よび第２項(1)の個人情報を提供し、南海電鉄がこれ

を「minapita カード会員規約」に基づき利用すること

を「minapita カード会員規約」に基づき利用すること

に同意します。

に同意します。

４．会員は、第３項の同意の範囲内で南海電鉄が当該

４．会員は、第３項の同意の範囲内で南海電鉄が当該

情報を利用している場合であっても、南海電鉄に対し

情報を利用している場合であっても、個人情報保護法

その中止を申し出ることができます。

の定めに基づき理由があると認められる場合は、南海

(連絡先)

電鉄に対しその中止を申し出ることができます。

南海電気鉄道 株式会社

minapita カード事務局

(連絡先)

〒556-8503 大阪市浪速区敷津東 2-1-41 Tel 06-

南海電気鉄道 株式会社

minapita カード事務局

6644-7240

〒556-8503 大阪市浪速区敷津東 2-1-41 Tel 066644-7240

2022 年 4 月 1 日改定

（５）minapitaＪＣＢカード会員特約
改定前

改定後

第６条（個人情報の取得、利用、提供に関する同意）

第６条（個人情報の取得、利用、提供に関する同意）

１．会員および入会を申し込まれた方(以下併せて

１．会員および入会を申し込まれた方(以下併せて

「会員等」という)は、両社が保護措置を講じたうえ

「会員等」という)は、両社が保護措置を講じたうえ

で、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理

で、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理

業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利用

業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利用

することに同意します。

することに同意します。

(1)各社の会員規約・規定・特約に基づき、会員等か

(1)各社の会員規約・規定・特約に基づき、会員等か

ら届け出のあった本カード会員等の情報。

ら届け出のあった本カード会員等の情報。

(2)本カード申込に対する審査の結果。ただし承認と

(2)本カード申込に対する審査の結果。ただし承認と

ならなかった理由は除く。

ならなかった理由は除く。

(3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会

(3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会

員番号・有効期限。

員番号・有効期限。

(4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となっ

(4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となっ

た理由は除く。

た理由は除く。

(5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失とな

(5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失とな

った理由は除く。

った理由は除く。

２．会員は、アプラスが保護措置を講じたうえで、南

２．会員は、アプラスが保護措置を講じたうえで、南

海電鉄に対して、南海電鉄の minapita ポイントサー

海電鉄に対して、南海電鉄の minapita ポイントサー

ビスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、

ビス並びに minapita カード会員特典および付帯サー

南海電鉄がこれを「minapita カード会員規約」および

ビスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、

改定前

改定後

「minapita ポイントサービス規定」に基づき利用する

南海電鉄がこれを「minapita カード会員規約」および

ことに同意します。

「minapita ポイントサービス規定」に基づき利用する

(1)会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用

ことに同意します。

金額、ご利用店名等のご利用状況、契約内容に関する

(1)会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用

情報。

金額、ご利用店名等のご利用状況、契約内容に関する
情報。

３．会員は、アプラスが保護措置を講じたうえで、南

３．会員は、アプラスが保護措置を講じたうえで、南

海電鉄に対して、南海電鉄の鉄道関連事業および情報

海電鉄に対して、南海電鉄の鉄道関連事業および情報

提供サービス関連事業における①新商品、新サービス

提供サービス関連事業における①新商品、新サービス

等の開発および市場調査、ならびに、②南海電鉄、南

等の開発および市場調査、ならびに、②南海電鉄、南

海電鉄グループ企業および南海電鉄提携企業の宣伝広

海電鉄グループ企業および南海電鉄提携企業の宣伝広

告物送付等の営業案内を目的として、第 1 項(1)およ

告物送付等の営業案内を目的として、第 1 項(1)およ

び第 2 項(1)の個人情報を提供し、南海電鉄がこれを

び第 2 項(1)の個人情報を提供し、南海電鉄がこれを

「minapita カード会員規約」に基づき利用することに

「minapita カード会員規約」に基づき利用することに

同意します。

同意します。

４．会員は、南海電鉄が前項の同意の範囲内で当該情

４．会員は、南海電鉄が前項の同意の範囲内で当該情

報を利用している場合であっても、南海電鉄に対し

報を利用している場合であっても、個人情報保護法の

て、その中止を申し出ることができます。

定めに基づき理由があると認められる場合は、南海電

(連絡先)

鉄に対して、その中止を申し出ることができます。

南海電気鉄道 株式会社

minapita カード事務局

(連絡先)

〒556-8503 大阪市浪速区敷津東 2-1-41

南海電気鉄道 株式会社

minapita カード事務局

Tel 06-6644-7240

〒556-8503 大阪市浪速区敷津東 2-1-41
Tel 06-6644-7240

2022 年 4 月 1 日改定

（６）(PiTaPa)会員特約（ＪＣＢカード）
改定前

改定後

第 7 条（個人情報の取得、利用および提供に関する同

第 7 条（個人情報の取得、利用および提供に関する同

意）

意）

１．会員および入会を申し込まれた方(以下併せて

１．会員および入会を申し込まれた方(以下併せて

「会員等」という)は、三社が保護措置を講じたうえ

「会員等」という)は、三社が保護措置を講じたうえ

で、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理

で、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理

業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利用

業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利用

することに同意します。

することに同意します。

(1)各社の会員規約・規定・特約に基づき、会員等か

(1)各社の会員規約・規定・特約に基づき、会員等か

ら届け出のあった本カード会員等の情報。

ら届け出のあった本カード会員等の情報。

(2)本カード申込に対する審査の結果。ただし承認と

(2)本カード申込に対する審査の結果。ただし承認と

改定前

改定後

ならなかった理由は除く。

ならなかった理由は除く。

(3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会

(3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会

員番号・有効期限。

員番号・有効期限。

(4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となっ

(4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となっ

た理由は除く。

た理由は除く。

(5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失とな

(5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失とな

った理由は除く。

った理由は除く。

２．会員は、スルッとが保護措置を講じたうえで、南

２．会員は、スルッとが保護措置を講じたうえで、南

海電鉄に対して、南海電鉄の minapita ポイントサー

海電鉄に対して、南海電鉄の minapita ポイントサー

ビスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、

ビスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、

南海電鉄がこれを「minapita カード会員規約」および

南海電鉄がこれを「minapita カード会員規約」および

「minapita ポイントサービス規定」に基づき利用する

「minapita ポイントサービス規定」に基づき利用する

ことに同意します。

ことに同意します。

(1)会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利

(1)会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利

用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する

用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する

情報。

情報。

３．会員は、スルッとが保護措置を講じたうえで、南

３．会員は、スルッとが保護措置を講じたうえで、南

海電鉄に対して、南海電鉄の鉄道関連事業および情報

海電鉄に対して、南海電鉄の鉄道関連事業および情報

提供サービス関連事業における①新商品、新機能、新

提供サービス関連事業における①新商品、新機能、新

サービス等の開発および市場調査、ならびに、②南海

サービス等の開発および市場調査、ならびに、②南海

電鉄、南海電鉄グループ企業および南海電鉄提携企業

電鉄、南海電鉄グループ企業および南海電鉄提携企業

の宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第１項

の宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第１項

(1)および第２項(1)の個人情報を提供し、南海電鉄が

(1)および第２項(1)の個人情報を提供し、南海電鉄が

これを「minapita カード会員規約」に基づき利用する

これを「minapita カード会員規約」に基づき利用する

ことに同意します。

ことに同意します。

４．会員は、南海電鉄が前項の同意の範囲内で当該情

４．会員は、南海電鉄が前項の同意の範囲内で当該情

報を利用している場合であっても、南海電鉄に対し

報を利用している場合であっても、個人情報保護法の

て、その中止を申し出ることができます。

定めに基づき理由があると認められる場合は、南海電

(連絡先)

鉄に対して、その中止を申し出ることができます。

南海電気鉄道 株式会社

minapita カード事務局

(連絡先)

〒556-8503 大阪市浪速区敷津東 2-1-41

南海電気鉄道 株式会社

minapita カード事務局

Tel 06-6644-7240

〒556-8503 大阪市浪速区敷津東 2-1-41
Tel 06-6644-7240

2022 年 4 月 1 日改定

（７）minapita ポイントサービス規定
改定前

改定後

第 11 条（本サービスおよび本規約の改定等）

第 11 条（個人情報の取扱い）

当社は、本サービスおよび本規約の内容等を変更・改定

本サービスの利用に関する個人情報の取扱いについて

「minapita カード会員規約第５章」および「ｍｉｎ
または廃止することができるものとします。この場合、 は、
会員に対し 1 ヶ月以上前までに公表するものとします。 ａｐｉｔａポイントカード会員規約第９条」に定める
とおりとします。

第 12 条（本サービスおよび本規約の改定等）
当社は、本サービスおよび本規約の内容等を変更・改定
または廃止することができるものとします。この場合、
会員に対し 1 ヶ月以上前までに公表するものとします。

2022 年 5 月 1 日改定

