
本ガイド上において（税別）の表記のないものは、すべて税込み金額です。
ポイント付与率やサービスが変更になる場合がございます。

www.keikyu-point.jp （2023年3月16日現在）

詳しくは

クレジットに関するお問い合わせ ※お問い合わせの際はカード会社をご確認ください。

※土日・祝日のお問い合わせについては、ご回答およびご対応ができない内容がございますので、ご了承ください。

※一部加盟店ではカードの発行は受け付けておりません。

お問い合わせ先

京急プレミアポイントのホームページからご入会いただけます。

「京急プレミアポイント ゴールド／シルバー」のご入会

「京急プレミアポイント クリスタル」のご入会

京急プレミアポイント事務局
受付時間 11：00～16：00 年末年始を除く

▶紛失盗難受付デスク

▶住所・電話番号等の各種変更に関するお問い合わせ

▶その他クレジットに関するお問い合わせ

ＵＣカード ☎０３-６６８８-７６６９ （24時間・年中無休）
ＤＣカード  ０１２０-６６４４７６ （24時間・年中無休）
MUFGカード   ０１２０-107542 （24時間・年中無休）

ＵＣカード  ０１２０-６６８-６２０ （24時間・年中無休 ※音声ガイダンス）
ＤＣカード ☎０３-３７７０-１１７７ （9：00～17：00 無休・年末年始は休み）
MUFGカード  0570-022115 （9：00～17：00 無休・年末年始は休み）

ＵＣカード ☎０３-６８９３-８２００ （9:00～17:00 1月1日休）
ＤＣカード ☎０３-３７７０-１１６６ （9：00～17：00 無休・年末年始は休み）
MUFGカード  0570-022115 （9：00～17：00 無休・年末年始は休み）

京急百貨店、ウィング、京急ストアなどの、京急プレミアポイント加盟店の各施設店頭にてカードを発行いたします。

ポイントに関するお問い合わせ

京急プレミアポイント・ANAのマイル相互交換サービス

※同一年度内で30,000マイル目以降の交換は10,000マイル ⇒ 5,000ポイントとなります。

1,000ポイントが
400マイルに
10,000マイルが
10,000ポイントに

定期券購入やお買い物で貯まったポイントが
ANAのマイルに交換いただけます。

フライトやホテル宿泊などで貯まったANAのマイルが
京急プレミアポイントに交換いただけます。

お手持ちの京急プレミアポイントカードに貯まったポイントとANAのマイルを
相互に交換できるサービスです。

検  索検  索京急プレミアポイント

☎０45-225-9866

できます！

KEIKYU PREMIERE POINT

ご利用ガイド
会 員 規 約

京急プレミアポイント シルバー

京急プレミアポイント加盟店で

ポイントが貯まる！

イイコトいろいろ、あなたにもっとウレシイを

京急プレミアポイントカードなら

Web会員募集中！！
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HANEDA AIRPORT PLUS
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カンタン登録ですぐに　  ポイントを貯めて使える!!

会員情報をご登録済みの方
はこちら！

※フィーチャーフォンをご利用の方はWebサイトでの　　　　　　会員登録ができません。

www.keikyu-point.jp京急プレミアポイントWeb　　　サイトにアクセス!!ご登録方法

●クレジットカード会員の方
●店頭で入会申込書に会員情報をご記入
いただいた方
（入会申込書をご記入いただいてから１週間以上経過されて
いる方）

STEP1

STEP4

京急プレミアポイントWebサイトに
アクセスし、「新規登録」に進みます
ＱＲコードからもアクセスできます

カード認証
（ポイントカード番号・生年月日などの入力）

STEP2 【会員情報をご登録済みの方】
「Web会員登録へすすむ」を選択

ご登録完了！！

STEP3 会員規約に同意（□にチェック）

STEP5 メールアドレス・パスワードの入力

STEP6 会員情報のご登録・変更

検  索検  索京急プレミアポイント

新規会員登録
はこちら！

会員情報が未登録の場合、貯まったポイントのご利用ができません。
お早めのご登録をお願いいたします。

●これから会員情報を登録される方
※カードに仮パスワードシールが貼りつけてある方
※ご登録は日本国内の住所・電話番号に限ります
※満12歳以上の方に限ります

STEP1

STEP4

京急プレミアポイントＷebサイトに
アクセスし、「新規登録」に進みます
ＱＲコードからもアクセスできます

カード認証
（ポイントカード番号・仮パスワードの入力）

STEP2 【新規会員登録】
「Web会員登録へすすむ」を選択

ご登録完了！！

STEP3 会員規約に同意（□にチェック）

STEP5 メールアドレス・パスワードの入力

STEP6 会員情報のご登録

入会手順
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京急プレミアポイント加盟店
各店のHOTな最新情報を
お知らせいたします。

京急プレミアポイントに関連
するキャンペーンやイベント
情報を発信いたします。

登録したPASMOでのお買い
物で、京急プレミアポイント
が貯まります。

（　　　　　　　　　　　）対象店舗での決済に限ります。内容に
ついてはWebサイトをご覧ください。

他社ポイントとのポイント
交換サービスがご利用いた
だけます。

Web会員に登録すると
おトクに便利に使えます！！

マイページ画面で、貯まった
ポイント数を確認できます。

今すぐ会員登録 !! 検  索検  索京急プレミアポイント

毎日の生活で貯めて・使って、
おトクなポイントサービスです！

※加盟店によってポイント付与率は異なります。

まだまだ貯まる！！さらに使える！！

おトク

4
さらにおトク！

日常の様々なシーンでのお買い物・ご利用で
ポイントが貯まる！

おトク

2
京急プレミアポイント加盟店の
お買い物でおトク！

毎日のお買い物で

▶ 1年で＋3,000p

日用品や食品のお買い物
（50,000/月）

リラックスタイムで

▶ 1年で＋192p

日帰り温泉でリフレッシュ
（1,800円/月1回利用）

※詳しくはWebサイトをご覧ください。

おトク

3
カード提示でご優待！！

定期券の購入やKQuickの乗車でポイントGET!!
PASMOオートチャージでも貯まります。

おトク

1
電車に乗っておトク！

定期券の購入で KQuickの
座席購入で

PASMO
オートチャージで

▶ 1年で ＋1,316p

三崎口から品川までの
6か月定期券131,660円

を購入

▶ 1年※で ＋735p

月曜日から金曜日まで
平日ゆったり座れる下り
ウィング号に乗車（300円/回）

▶ 1年で ＋300p

1か月に5,000円を
オートチャージ

クレジット会員限定

※さらに年間ご利用金額に応じてボーナスポイントがございます。

京急駅ナカ
ポイントサービス

他社ポイント
ポイント交換サービス
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京急プレミアポイントWebサイトにて、お手
持ちの京急プレミアポイントカードとPASMO
番号をご登録いただき、ご登録済みPASMO
を使用して、「京急駅ナカポイントサービス」
対象施設でお買い物いただくと、1回のお買
い物200円（税込）につき、京急プレミアポイ
ントが1ポイント付与されます。
※詳しくはWebサイトをご覧ください。

ご利用日 有効期間　2年間
この期間中にポイント券を発行してください。

■基本ポイント
カードのご提示により、京急プレミアポイント加
盟店でお支払い額に応じて貯まるポイントです。
■クレジットポイント
クレジット機能付ポイントカードのクレジット
でのお支払いのご利用で貯まるポイントです。
京急プレミアポイント加盟店以外でのご利用でも貯まります。

■ポイント券に引き換えてお買い物
貯まったポイントは、ポイント券にお引き換えができ、京急プレミアポイ
ント加盟店でご利用いただけます。
ポイント券のご利用でもポイントが貯まります。

●京急プレミアポイント ゴールドまたはシルバーへのご入会をお申込み
ください。（京急プレミアポイントWebからご入会いただけます。）
●カードがお手元に届きましたらポイント合算のお手続きをお願いいたし
ます。合算の際は、「ポイント専用」と「クレジット機能付」のカードを合算
受付場所へご持参ください。

※お手続き完了まで2週間程度かかります。
※合算受付場所はWebサイトをご覧ください。

ポイントの種類

ポイントを使う

ポイント券発行機

「クレジット会員」へのお切替手続き

京急駅ナカポイントサービス

ポイントのご利用について

ポイントの
有効期間は
2年間です！

この
マークが
目印！

京急プレミアポイント加盟店の各施設に設置されている
「ポイント券発行機」でポイント券を発行できます。
●ポイント券の有効期限は、発行日から2か月となっております。
なお、ポイント券として発行したポイントは、いかなる場合
でも積み立てたポイントに戻せませんので、ご注意ください。
●ポイント券の発行は、500ポイント単位です。　
●ポイント券の発券には暗証番号が必要となります。
●累計ポイントはWebサイトまたはポイント券発行機・
お買上げ時のレシート（一部店舗）でご確認いただけます。

※ポイント券発行機の設置場所はWebサイトをご覧ください。

カードのご紹介

京急プレミアポイント クリスタル（ポイント専用カード）

● 京急プレミアポイント加盟店のご利用でポイントが貯まります。
● 入会金・年会費が無料
● 京急プレミアポイント加盟店で即日発行が可能。発行日からポイントを貯
めることができます。

※一部加盟店ではカードの発行は受け付けておりません。

ベーシックなカード

無料年会費

12歳以上、国内電話をお持ちの方。対象者 店頭にて
受付

京急プレミアポイント シルバー（クレジット機能付ポイントカード）

● 京急プレミアポイント加盟店以外（携帯電話、公共料金など）でも0.5％※

● 京急プレミアポイント加盟店なら、さらにポイントが貯まります。
※京急プレミアポイント加盟店以外でクレジット決済をした場合のクレジットポイント付与率です。
　また、年会費、キャッシング利用など一部のご利用分は付与対象となりません。

おトクに使えるスタンダードなサービス

〈本会員〉 2,095円（税込）
（初年度年会費無料）

〈家族会員〉 1名様は無料、2人目より1名様につき440円（税込）

年会費

京急プレミアポイント ゴールド HANEDA AIRPORT PLUS
（クレジット機能付ポイントカード）

● クレジットポイントがいつでもどこでも1％!
・公共料金、携帯電話料金の支払い、海外でのご利用でもクレジットポイントが1%！
（100円につき1P貯まる！）※お引落しに限ります。
・羽田空港でのカードショッピングならクレジットポイントが2%！（100円につき2P貯まる！）
※一部、ポイント付与対象外のお取引がございます。

● ゴールド会員優待特典プレゼント!
クレジットカードの年間ご利用金額に応じて、京急プレミアポイントをプレゼント
いたします。（ポイントプレゼント上限は9,000ポイントまで）

年間ご利用金額 1,000,000～1,999,999円 2,000,000～2,999,999円 3,000,000円以上
ボーナスポイント 3,000ポイント 6,000ポイント 9,000ポイント

※集計対象期間：毎年1月1日から12月31日までのご利用分
※ポイントの付与は対象期間の翌年3月末ごろとなります。

メインカードにふさわしい最強の一枚

18歳以上でご本人または
配偶者に安定した収入のある方、
または18歳以上で学生の方（高校生を除く）。

無料年会費

対象者
Webから
お申し込み

Webから
お申し込み

京急プレミアポイントシルバー（DCブランド）

対象者 18歳以上で、本人または配偶者に安定した収入の
ある方。（学生を除く）

18歳以上で、
電話連絡可能な方。

無料年会費

対象者
Webから
お申し込み

京急プレミアポイントシルバー（UCブランド）
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ショッピング・レジャーなどさまざまな施設でポイントが貯まる・使える！■京急プレミアポイント加盟店 沿線MAP

■ショッピング ■ホテル
■レジャー ■空港
■くらし 
■提示割引または優待
★ポイント券発行機設置

凡　例

沿線外店舗
■市原京急カントリークラブ
■成田空港第1・第2旅客ターミナル
■ウィング新橋★
■もとまちユニオン新宿店★
■もとまちユニオン新橋店
■京急EXイン東銀座
■京急EXイン秋葉原
■京急EXイン浜松町・大門駅前
■京急EXイン東京・日本橋
■乗馬クラブクレイン東京
■もとまちユニオン
（日吉店・元町店・鎌倉店）★
■もとまちユニオン フードホール★
■ラクシス フロント★
■京急ストア
（新川崎店・磯子丸山店・磯子岡村店）★
■さいか屋 藤沢店★
■京急自動車学校 茅ヶ崎
■鴨居自動車学校
■京急不動産 上永谷店
■京急メモリアル 上永谷斎場
■乗馬クラブクレイン神奈川
■よこはま動物園(ズーラシア)
■伊豆長岡温泉京急ホテル
■つるや吉祥亭(東伊豆北川温泉)
■吉祥CAREN(東伊豆北川温泉)
■長野京急カントリークラブ★
■京急EXホテル札幌

2023年3月16日現在

千葉

東京

神奈川

静岡

長野
札幌

■京急EXイン品川・新馬場駅北口

■京急EXイン羽田イノベーションシティ
■京急EXイン羽田

■羽田空港第3旅客ターミナルビル
■トラベレックス 羽田空港第3ターミナル駅店
■トラベレックス 羽田空港第3ターミナル 到着ロビー店

■京急ストア 日ノ出町店★■京急ストア 八丁畷店★■京急ストア高輪店★
■ウィング高輪WEST★
■京急EXホテル高輪

■京急百貨店★
■もとまちユニオン上大岡店★
■ウィング上大岡★
■京急不動産 上大岡店
■京急自動車学校 上大岡

■京急メモリアル 金沢文庫斎場 ■京急すまいるステーション金沢文庫店
■金沢動物園

■京急ストア 葉山店★
■京急ストア 芦名店★
■京急ストア 湘南佐島店★
■もとまちユニオン 葉山店★
■葉山マリーナ
■マリンボックス100

■京急ストア 追浜店★
■京急ストア スパーク浦郷店★

■ウィングキッチン金沢八景★
■京急ストア 金沢八景店★

■京急ストア 上町店★
■さいか屋 横須賀店★

■京急ストア
　湘南池上店★
■横須賀芸術劇場

■京急ストア 安針塚店★

■京急ストア 富岡店★

■京急ストア 船越店★

■京急ストア
　津久井浜店★

■京急ストア 三浦海岸店★
■京急ストア 三浦海岸駅前店★
■乗馬クラブ クリエ三浦

■ウィング久里浜★
■京急ストア 久里浜店★
■京急ストア ハイランド店★
■もとまちユニオン ウィング久里浜店★
■日本旅行 ウィング久里浜支店
■京急不動産 久里浜店
■京急メモリアル 久里浜斎場

■京急ストア スパーク北久里浜店★

■京急ストア 野比店★
■京急EXイン横須賀 リサーチパーク

■京急ストア 屛風浦店★

■京急ストア 能見台店★
■生活雑貨館ハウツ★
■京急不動産 能見台店
■京急リブコ
■セントラルウェルネスクラブ
　能見台店

■京急不動産
　杉田店

■横浜ポルタ★
■日本旅行 横浜ポルタ支店
■京急EXイン横浜駅東口
■スカイスパYOKOHAMA
■横浜クルージング
■ロイヤルウイング
■日本通運 横浜支店
■朝日カルチャーセンター 横浜教室
■トラベレックス 京急横浜店
■トラベレックス 横浜ポルタ店

■ウィングキッチン 京急蒲田★
■京急ストア 蒲田店★
■京急EXイン蒲田
■京急EXイン京急蒲田駅前
■京急不動産 
　あすとウィズ蒲田店
■京急不動産 蒲田店
■京急すまいるステーション
　京急蒲田店

■ウィングキッチン 京急川崎
■京急ストア 川崎店★
■さいか屋 川崎店
■京急EXイン京急川崎駅前
■京急すまいるステーション
　京急川崎駅前店

■横須賀美術館

■ウィングキッチン京急鶴見★
■京急ストア 京急鶴見店★
■京急ストア 鶴見西店★

■京急ストア 平和島店★
■天然温泉 平和島★
■平和島スターボウル
■シネマサンシャイン平和島

■京急ストア 浦賀店★

■京急ストア 三崎東岡店★
■ホテル京急油壺観潮荘

■羽田空港第1・第2旅客ターミナルビル★
■京急不動産 大森店
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ショッピング クレジット
ポイント

基本ポイント
（P=ポイント）

ポイント
付与時期

ポイント券
利用

ポイント券
発行機

スポーツ館（スポーツオーソリティ）

即

一般商品

即

即

翌

京急百貨店
※ポイントの計算は商品ごとの計算となります
※一部レシート合計の計算となる売場もございます

お買上げ 1111

お買上げ（京急ストア） 1111

ウィング ウィング高輪WEST／ウィング上大岡

お買上げ・飲食料金 110円につき 1111横浜ポルタ
さいか屋 
川崎店／横須賀店／藤沢店

ウィングキッチン ※一部店舗除く
ウィングキッチン京急蒲田

ラクシス フロント

京急ストア
もとまちユニオン
生活雑貨館ハウツ
※お問い合わせは各店舗にご連絡ください

お買上げ 1111
お買上げ（京急ストア） 1111

お買上げ（一部専門店を除く） 1111

ウィングキッチン京急鶴見

お買上げウィング久里浜
※一部店舗除く

食品（もとまちユニオン上大岡店含む）・催事場・
レストラン・喫茶・書籍・CD・美容室・生花・
他専門店・セール品・割引商品・および指定
する一部の店舗・商品

110円につき 1111

※さいか屋
　川崎店を
　除く

一般商品お買上げ、食料品ギフト商品、銘菓、レス
トラン・喫茶、ご奉仕品・値下げ品等の商品など
生鮮食料品（精肉・鮮魚・野菜・惣菜など）、
物産催事等の商品

即

P

P

P

P

お買上げ 1111ウィングキッチン京急川崎 P

P

P

P

220円につき 1111 P

お買上げ 110円につき 1111 P

1111 P220円につき

1111 P220円につき

お買上げ（1F 京急ストアゾーン・もとまちユニオン） 1111 P200円につき税別

お買上げ（もとまちユニオン） 1111 P200円につき税別

※3

220円につき 1111 P※2

220円につき 1111 P※2

※6

※1

110円につき 1111 P※1

※4

98円につき税別

200円につき税別

お買上げ（クリエイト） 1111 P196円につき税別

98円につき税別

98円につき税別

200円につき税別

お買上げ 1111
お買上げ（京急ストア） 1111

ウィングキッチン金沢八景 P

P

98円につき税別

200円につき税別

1111 Pお買上げ

お買上げ

200円につき税別

200円につき税別

ウィング新橋 お買上げ 110円につき 1111 P※4

お買上げ（4F 日本旅行）
※翌日以降の付与となります

110円につき 1111 P※4

※4※4

※5

※5

※5

※5

※5

軽減税率対象商品につきましては、税込108円につき1Pとなります。※1
軽減税率対象商品につきましては、税込216円につき1Pとなります。※2

一部ポイント付与率が異なる売場がございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。※6
軽減税率対象商品につきましても、税込110円につき1Pとなります。※4
軽減税率対象商品につきましても、税込220円につき1Pとなります。※3

軽減税率適用の有無にかかわらず、お買上げ金額（税込）から10%分を差し引いた税抜金額相当98円につき
1Pとなります。

※5

もとまちユニオンフードホール

ユニクロ・ジーユー・無印良品・GAP 220円につき 1111 P

COTONOWA（コトノワ）
※店頭支払 月110円につき 1111 P

※15・16
　ページ参照

京急プレミアポイント加盟店の京急プレミアポイント加盟店の

ポイント特典 & 割引サービスポイント特典 & 割引サービス
：即日の付与となります

【ご利用についてのご注意】

※全店舗共通対象外項目：自動販売機（飲料・タバコ等）、商品券・金券、食品催事を含む特定の催事
（物産展など）、特別企画商品等除外商品がございます。詳しくは各施設にお問い合わせください。 
※他の割引サービスとは併用ができません。 ※サービスの内容は変更になる可能性がございます。 
※優待・割引料金は予約・利用時にご確認ください。 ※施設によっては、一部京急プレミアポイント
対象外店舗がございます。詳しくは各施設にお問い合わせください。 ※クレジットポイント付与率に
ついては15・16ページをご覧ください。
●記載のサービスは2023年3月16日現在のものです。加盟店・特典等は変更になる場合がございます。

即 ：約一週間後の付与となります週
：翌日以降の付与となります翌：翌月以降の付与となります月

※本ガイド上において（税別）の表記のないものは、すべて税込み金額です。
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軽減税率対象商品につきましては、税込216円につき1Pとなります。※2

レジャー
国内・海外のパッケージ商品
宿泊プラン
団体包括旅行

ゲーム料

天然温泉 平和島 入浴料 翌110円につき 1111
平和島スターボウル

日本旅行
横浜ポルタ支店／
ウィング久里浜支店

翌110円につき 1111

翌220円につき 1111

プレー料金市原京急カントリークラブ 翌ご本人様1回につき 100100100100
プレー料金長野京急カントリークラブ 即ご本人様1回につき 300300300300

翌

P

P

P

P

P

バス・タクシー

タクシー利用料金
※高速料金等、立替金は除く

東洋観光 貸切バス利用料金 週200円につき 1111

即200円につき 1111
京急タクシー
京急交通(品川／大船）／京急横浜自動車／
京急文庫タクシー／京急葉山交通／京急
中央交通／京急三崎タクシー

P

P

京急百貨店オンラインショッピング
https://kichijitsuya.jp/

ネットショッピング

※
※ポイントは、ご注文の配送が完了してから2週間以内の付与となります。

葉山マリーナ レストラン・ショップ
※一部店舗を除く
「江ノ島・裕次郎灯台周遊クルージング」
※チャータークルージングを除く

110円につき 1111 P※1

食品・生花他、専門店扱い商品

一般商品

110円につき 1111 P※1

軽減税率対象商品につきましては、税込108円につき1Pとなります。※1

220円につき 1111 P※2

クレジット
ポイント

基本ポイント
（P=ポイント）

ポイント
付与時期

ポイント券
利用

ポイント券
発行機

クレジット
ポイント

基本ポイント
（P=ポイント）

ポイント
付与時期

ポイント券
利用

ポイント券
発行機

クレジット
ポイント

基本ポイント
（P=ポイント）

ポイント
付与時期

ポイント券
利用

ポイント券
発行機

ホテル

翌食事付日帰り入浴プラン

宿泊 1泊1名につき

1回1名につき 10101010
日帰り入浴 1回1名につき 10101010 P

ホテル京急油壺観潮荘 100100100100

＋20％割引＋20％割引＋20％割引＋20％割引

翌

P

宿泊 1泊1名につき 100100100100 P

宿泊 1泊1室につき 100100100100 P

翌宿泊 1泊1室につき 100100100100 P

翌

P

京急EXイン
品川・新馬場駅北口／浜松町・大門駅
前／東京・日本橋／東銀座／秋葉原／
蒲田／京急蒲田駅前／羽田イノベー
ションシティ／羽田／京急川崎駅前／
横浜駅東口／横須賀リサーチパーク

京急EXホテル
高輪／札幌

伊豆長岡温泉京急ホテル

クレジット
ポイント

基本ポイント
（P=ポイント）

ポイント
付与時期

ポイント券
利用

ポイント券
発行機

●記載のサービスは2023年3月16日現在のものです。
加盟店・特典等は変更になる場合がございます。：即日の付与となります即 ：約一週間後の付与となります週 ：翌日以降の付与となります翌：翌月以降の付与と　　 なります月
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仲介手数料 一般媒介契約（売却）
 専任媒介契約（売却）

京急リブコ
注文住宅／リフォーム

京急自動車学校（入校時）
上大岡／茅ヶ崎
※入校日当日のみ付与し,入校日翌日以降の取扱い
はいたしません。

京急不動産
大森／あすとウィズ蒲田／蒲田／
京急すまいるステーション京急蒲田／
京急すまいるステーション京急川崎
駅前／上大岡／上永谷／杉田／能見
台／京急すまいるステーション金沢
文庫／久里浜の各店舗他

くらし

月

月

1,0001,0001,0001,000
5,0005,0005,0005,000

P

P

500500500500

300300300300

P

P

普通自動車免許

鴨居自動車学校（入校時）
※パックプランは除く

500500500500 P普通自動車免許

300300300300 P普通自動二輪車免許

注文住宅
※請負額1,000万円以上（税別）
リフォーム・造園工事
※請負額10万円以上（税別）

大型自動二輪車免許／普通自動二輪車免許
／小型自動二輪車免許／大型特殊免許／
普通二種自動車免許

家事代行・留守宅管理・ハウスクリーニング・
ハウスグリーン・PCサポートなどのご利用
料金

1戸につき 100,000100,000100,000100,000 P

請負額の
※上限10万Pまでの付与となります

週

週

週

週
1％1％1％1％

500500500500 P1件につき
暮らしのお困り相談契約

高齢者ホームご契約

京急ライフサポート

京急ハナコ

110円につき 1111 P

月110円につき 1111 Pお花のお買い上げ（花束・スタンド花・胡蝶蘭・
観葉植物など）

※家事代行
メニューのみ

クレジット
ポイント

基本ポイント
（P=ポイント）

ポイント
付与時期

ポイント券
利用

ポイント券
発行機

京急メモリアル
金沢文庫斎場／上永谷斎場／久里浜斎場

月

クレジット会員の場合

（ポイント会員の場合3％割引）
祭壇費（対象：基本祭壇セット） 7％割引7％割引7％割引7％割引

利用代金 70円につき 1111 Pアイカサ

提示割引

：即日の付与となります即 ：約一週間後の付与となります週 ：翌日以降の付与となります翌：翌月以降の付与と　　 なります月 ●記載のサービスは2023年3月16日現在のものです。
加盟店・特典等は変更になる場合がございます。
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一般商品（セール品、割引商品含む）京急百貨店※

1％1％1％1％

1％1％1％1％

0.5％0.5％0.5％0.5％

0.5％0.5％0.5％0.5％

0.5％0.5％0.5％0.5％

4％4％4％4％

1.5％1.5％1.5％1.5％

0.5％0.5％0.5％0.5％

0.5％0.5％0.5％0.5％

0.5％0.5％0.5％0.5％

1.5％1.5％1.5％1.5％
食品（もとまちユニオン上大岡店含む）・催事場・レストラン・
喫茶・書籍・CD・美容室・生花・他専門店・および指定
する一部の店舗・商品

COTONOWA（コトノワ）
※店頭支払

鉄道定期券

バス定期券

バス定期券

京浜急行バス
営業所（羽田／大森／杉田／能見台／追浜／
鎌倉／逗子／三崎／久里浜）
案内所（大森／横浜駅東口／上大岡／金沢
文庫／衣笠十字路／汐入／横須賀／久里浜／
三崎口／鎌倉）

川崎鶴見臨港バス
運輸部
営業所（浜川崎／神明町／塩浜／鶴見） 
定期券発売所（川崎／鶴見／綱島）

京急電鉄
自動券売機（始発～23：00）
※係員無配置駅は時間帯が異なります
定期券窓口（品川／横浜／上大岡／横須賀
中央）（8：00～20：00）

一般商品、食品・生花他、専門店扱い商品
京急百貨店
オンラインショッピング
https://kichijitsuya.jp/

1％1％1％1％1.5％1.5％1.5％1.5％

1％1％1％1％1％1％1％1％

京急プレミアポイント加盟店外 1％1％1％1％ 0.5％0.5％0.5％0.5％

その他付与率の京急プレミアポイント加盟店

KQuick（ケイクイック） モーニング・ウィング号「Wing Pass」・「Wing Ticket」
イブニング・ウィング号「Wing Ticket」
ウィング・シート「Wing Ticket」

京急プレミアポイントゴールド 
クレジットポイントボーナス
キャンペーン実施中

詳しくはこちらをご覧ください。

期 間 限 定

京急プレミアポイント加盟店ならご利用金額の1%付与
「クレジット会員」なら、もっとおトク！

※ユニクロ・ジーユー・スポーツ館（スポーツオーソリティ）につきましては、京急プレミアポイント加盟店外のポイント付与率となります。

※クレジットポイントは毎月のご利用明細書にて当月の獲得ポイントをお知らせします。
※クレジットポイントはご利用明細発行月末に付与いたします。
※京急プレミアポイントゴールドおよびシルバーを登録したスマートフォンによる非接触決済
では、京急プレミアポイント加盟店でのお支払いでも、加盟店外のクレジットポイント付
与率となる場合がございます。
京急プレミアポイント加盟店では、クレジットカードでのお支払いを推奨いたします。

クレジットポイント付与率
ご利用金額の

クレジットポイント付与率
ご利用金額の

●記載のサービスは2023年3月16日現在のものです。
加盟店・特典等は変更になる場合がございます。
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表内の＊印は「クレジット会員」のみの特典となります。「ポイント会員」では特典は受けられません。
また＊の特典を受ける際のお支払いは、現金または京急プレミアポイントクレジットカードのみと
なります。クレジットポイントは、カードの種類によってクレジットポイント付与率が異なります。

「ポイント会員、クレジット会員」
提示割引サービス
※ご利用の際には、京急プレミアポイントカードをご提示ください。
※事前にご提示がない場合はご優待を受けられない場合があります。
※ポイント券はご利用いただけません。

提示割引サービス

10％割引10％割引10％割引10％割引

一般入浴料金
（平日限定）

乗船料

スカイスパYOKOHAMA
TEL : 045-461-1126

横浜クルージング
マリーンルージュ、シーバス
TEL : 045-671-7719

⇒2,350円⇒2,350円⇒2,350円⇒2,350円
2,550円

提示割引サービス

入園料

入園料

よこはま動物園（ズーラシア）
TEL : 045-959-1000

金沢動物園
TEL : 045-783-9100

一般入園料金より20％割引一般入園料金より20％割引一般入園料金より20％割引一般入園料金より20％割引
※他の割引との併用不可

⇒400円
⇒240円
⇒160円

⇒400円
⇒240円
⇒160円

⇒400円
⇒240円
⇒160円

⇒400円
⇒240円
⇒160円

大人500円
中人300円
小人200円

ご利用金額

入場料

羽田空港
第1旅客ターミナルビル

10％割引10％割引10％割引10％割引
＊
10％割引10％割引10％割引10％割引

＊

50％割引50％割引50％割引50％割引
＊
10％割引10％割引10％割引10％割引

＊

ショッピング
ジャイアンツ ウイング ショップ／HANAZAKARI
／ポートベニール／ACE 羽田空港店

レストラン
ル・シエール／新大和／ロイヤルホスト ※3月下旬
オープン／黄金色の豚／ロイヤルドミニコ

エアポート・ラウンジ
中央／ゲート内（南・北）

ご利用金額

ご利用金額

入場料

羽田空港
第2旅客ターミナルビル

10％割引10％割引10％割引10％割引
＊
10％割引10％割引10％割引10％割引

＊

10％割引10％割引10％割引10％割引
＊

50％割引50％割引50％割引50％割引
＊
10％割引10％割引10％割引10％割引

＊

ショッピング
Tokyo’s Tokyo／ポートベニール

羽田空港
第3旅客ターミナルビル

免税店
TIAT DUTY FREE SHOP CENTRAL

レストラン
アーツ デリ／カフェ＆ビアレストラン アビオン

エアポート・ラウンジ
北／ゲート内（北ピア・南）

ご利用金額成田空港
第1旅客ターミナル

免税店
北1売店・北2売店

10％割引10％割引10％割引10％割引
＊
10％割引10％割引10％割引10％割引

＊

ご利用金額成田空港
第2旅客ターミナル

免税店
本館店・サテライト店

2％2％2％2％ 2％2％2％2％

2％2％2％2％ 2％2％2％2％

1％1％1％1％ 0.5％0.5％0.5％0.5％

1％1％1％1％ 0.5％0.5％0.5％0.5％

提示割引サービス
ポイント券
利用

ポイント券
発行機

空　港
お買上げ・
飲食料金・
ご利用料金

羽田空港
第1・第2旅客ターミナルビル

TEL : 03-5757-8111
※案内所、エアポートラウンジ、駐車場等、一部店舗を除く

2％2％2％2％ 2％2％2％2％

さらにクレジットカード提示で割引が受けられます

クレジットポイント付与率
ご利用金額の

●記載のサービスは2023年3月16日現在のものです。
加盟店・特典等は変更になる場合がございます。
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「日経ビジネス」
年間購読1年分（50冊）

日経ビジネス
TEL : 0120-255-255

セントラル
ウェルネスクラブ能見台店
TEL : 045-786-4126

※京急プレミアポイントホームページから
のご購読お申込みに限ります。
※クレジット決済の場合に限ります。

※食事代は別途かかります。
※会員証提示が必要です。
※詳しくは京急プレミアポイントホームページ
をご確認ください。

横須賀芸術劇場
TEL : 046-823-9999
（10：00～17：00）

※土日以外の祝日、振替休日、12月31日～
1月3日、5月3日～5月5日はご利用でき
ません。
※対象店舗は京急プレミアポイントホーム
ページをご確認ください。
※ご本人さま名義の京急プレミアポイント
クレジットカードをお持ちの方に限ります。

※現在、対象となる支店のい
ずれにも普通預金のお取
引がない方

「毎日新聞」購読の支払
を京急プレミアポイント
カードに切り替え

「毎日新聞」新規購読
申込み+期間満了後
継続申込み（６か月以上）

購読料
（27,000円 → 24,300円）
+ さらに京急プレミアポイント

通常11,400円（保険料・税込）

10％割引10％割引10％割引10％割引

400400400400 P

「日経ビジネス」
年間購読3年分（150冊）

「毎日新聞」新規購読
申込み（６か月以上）

普通預金口座の
新規開設

購読料
（57,800円 → 52,000円）
+ さらに京急プレミアポイント

10％割引10％割引10％割引10％割引

20％割引20％割引20％割引20％割引

30％割引30％割引30％割引30％割引

50％割引50％割引50％割引50％割引

一般料金の
10％割引
一般料金の
10％割引
一般料金の
10％割引
一般料金の
10％割引

⇒9,730円⇒9,730円⇒9,730円⇒9,730円

1,0001,0001,0001,000 P

1,8001,8001,8001,800 P

横須賀美術館
TEL : 046-845-1211 観覧料金（5名まで）

乗船料
（会員様含め５名様まで）

会員証発行手数料
2,200円

1,0001,0001,0001,000 P

500500500500 P

500500500500 P

毎日新聞
　  0120-468-012
お申込み専用ページ
https://mainichi-hanbai.jp/keikyu/

ロイヤルウイング
TEL : 045-662-6125

乗馬クラブクリエ三浦
TEL : 046-888-4059

体験乗馬スクール
全2回

提示割引・優待サービス内容

提示割引・優待サービス内容

エステアップ
　  0120-389-700
※割引はお1人様初回のみとなります。

※詳しくは京急プレミアポイ
ントホームページをご確認
ください。

※ご本人名義のカード提示
のみ

まで有効

きもの着付科
（3か月・7か月）

ボディコース（60分）
フェイシャルコース
（60分）

20％割引20％割引20％割引20％割引

1枚のご提示につき、

5名様5名様5名様5名様

くみひも科（6か月）

着付師養成コース

⇒15,500円
⇒13,500円
⇒12,500円

⇒15,500円
⇒13,500円
⇒12,500円

⇒15,500円
⇒13,500円
⇒12,500円

⇒15,500円
⇒13,500円
⇒12,500円

２名1室

３名1室

４名１室

11,000円

⇒3,300円⇒3,300円⇒3,300円⇒3,300円

※割引はお1人様初回のみとなります。
※詳しくは京急プレミアポイントホームページ
をご確認ください。

長沼静きもの学院
【総合インフォメーション】
　  0120-330-911

5,500円 ⇒2,750円⇒2,750円⇒2,750円⇒2,750円

※ご予約時に本カード会員と
お伝えください。優待料金
でお泊りいただけます。
また、宿泊当日フロントにて
本カードをご提示いただく
と、上記料金より、更に
10％引きとなります。

朝日カルチャーセンター
入会金

富士急行
TEL : 03-3376-1121 富士急グループ施設

200円割引200円割引200円割引200円割引映画料金
一般・大学生

100円割引100円割引100円割引100円割引

シネマサンシャイン平和島
TEL : 03-5764-8803
※24時間上映時間案内
※1回につき4名様まで有効

5％割引5％割引5％割引5％割引ヨット体験・スクール

2,000円割引2,000円割引2,000円割引2,000円割引ジェットスキー免許講習

マリンボックス100
TEL : 046-872-1550

※現金で3万円相当以上の
ご両替時のみ適用となり
ます。

優遇レート適用優遇レート適用優遇レート適用優遇レート適用

※ホテル、ゴルフ場は事前
予約制（ご予約時に会員で
ある旨、お申し出ください。）
※他の割引との併用不可

トラベレックス

外貨両替

横浜教室 TEL : 045-453-1122

羽田空港第3ターミナル駅店
 TEL : 03-5708-7191
羽田空港第3ターミナル
到着ロビー店
 TEL : 03-5579-7227
京急横浜店 TEL : 045-440-6291
横浜ポルタ店 TEL : 045-440-5850

優待料金
（サ込税別・入湯税別）
平日：１泊２食付 お一人様
※休前日5,000円増し

最大20％相当割引20％相当割引20％相当割引20％相当割引

※除外期間あり
※一部離島を除く全国対象
※お見積後のご申告は対象
外となります。

引越基本料金
（車輌費+人件費）（税別）

※詳しくは，お電話で申込み時にお問い
合せください。

アート引越センター
　  0120-0123-33

※詳しくは京急プレミアポイントホームページ
をご確認ください。

日本通運 横浜支店
　  0120-154-260 ※神奈川県在住の方のみ対象

除外期間3/20～4/10

引越料金
（運賃+人件費）（税別）

※3月15～4月15日は適用
除外

基本料金
（運賃＋人件費） 20％割引20％割引20％割引20％割引

サカイ引越センター
　  0120-72-0041

通常5,500円

（別途レンタル・保険で
1,860円必要）

⇒3,850円⇒3,850円⇒3,850円⇒3,850円
乗馬クラブクレイン
（全国35か所）
東京（町田） TEL : 042-718-4404
神奈川 TEL : 0463-87-6610

乗馬スクール1回コース
（プライベートレッスン）

※「クレジット会員」のみのご優待です。「ポイント会員」ではご優待を受けられません。
※ご利用の際には、京急プレミアポイントクレジットカードをご提示ください。
※事前にご提示がない場合はご優待を受けられない場合があります。
※ポイント券はご利用いただけません。

※主催公演のみ
※一部の公演を除く

授業料10％割引10％割引10％割引10％割引

※繁忙期・年末年始は除外とさせていた
だきます。
※子ども料金等、詳しくは直接現地にお問
い合せください。
※別途キャンペーンについては、優待料金
等が変更になる場合がございます。

⇒25,000円
⇒23,000円
⇒22,000円

⇒25,000円
⇒23,000円
⇒22,000円

⇒25,000円
⇒23,000円
⇒22,000円

⇒25,000円
⇒23,000円
⇒22,000円

２名1室

３名1室

４名１室

※ご予約時に本カード会員と
お伝えください。優待料金
でお泊りいただけます。
また、宿泊当日フロントにて
本カードをご提示いただく
と、上記料金より、更に
10％引きとなります。

優待料金
（サ込税別・入湯税別）
平日：１泊２食付 お一人様
※休前日5,000円増し

映画料金
高校生・中学生・小学生・幼児
（3歳以上）
※作品により2歳以上の場合
あり

横浜銀行
［お問い合わせ先］ハローサービス
　  0120-188-824
（電話受付時間 9：00～17：00）

吉祥CAREN
（東伊豆北川温泉）
TEL : 0557-23-1213

※繁忙期・年末年始は除外とさせていた
だきます。
※子ども料金等、詳しくは直接現地にお問
い合せください。
※別途キャンペーンについては、優待料金
等が変更になる場合がございます。

つるや吉祥亭
（東伊豆北川温泉）
TEL : 0557-23-1212

「クレジット会員」
のみの提示割引・
優待サービス

チケット料金
※予約時に「クレジット会員」
である旨をお伝えいただき、
ご購入時に対象カードでお
支払いください。
（webでのご購入は割引対
象外となります。）
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私鉄4社「クレジット会員」
限定提示割引・優待サービス
4社がクレジットカード会員向け優待特典の相互連携を開始します。

葉山マリーナ
江ノ島・裕次郎灯台周遊クルージング

京急グループ優待施設一覧

【大人】3,300円

【小人】1,650円
⇒2,200円（税込）
⇒1,100円（税込）
⇒2,200円（税込）
⇒1,100円（税込）
⇒2,200円（税込）
⇒1,100円（税込）
⇒2,200円（税込）
⇒1,100円（税込）

京急EXホテル
高輪／札幌
宿泊※カード所有者のみ

名鉄グループ優待施設一覧

博物館 明治村
●入村料

正規料金より 100円割引100円割引100円割引100円割引

ミネラルウォーター１本プレゼント１本プレゼント１本プレゼント１本プレゼント

※会員本人を含む最大5名様まで利用可能。

京急EXイン
品川・新馬場駅北口／浜松町・大門
駅前／東京・日本橋／東銀座／秋葉
原／蒲田／京急蒲田駅前／羽田イノ
ベーションシティ／羽田／京急川崎
駅前／横浜駅東口／横須賀リサーチ
パーク
宿泊※カード所有者のみ

ミネラルウォーター１本プレゼント１本プレゼント１本プレゼント１本プレゼント

●飲食※会計時にカ－ドを提示。※他の
優待との併用不可。※企画商品除く

荷物お預かりサービス荷物お預かりサービス荷物お預かりサービス荷物お預かりサービス
チェックアウトからご帰国までの間、コート類等の

中部国際空港セントレアホテル
●宿泊（予約時に申し出が必要）

●その他

直予約のみ 5％割引5％割引5％割引5％割引

日本モンキーパーク
●入園料

【おとな（中学生以上）】

【こども】
200円割引
100円割引
200円割引
100円割引
200円割引
100円割引
200円割引
100円割引

名鉄イン
名古屋駅新幹線口／名古屋駅前／名古屋
桜通／名古屋錦 ／名古屋金山／名古屋
金山アネックス ／刈谷／知多半田駅前／
浜松町（東京）／新大阪駅東口（大阪）
●宿泊 

基本室料より 10％割引10％割引10％割引10％割引

名鉄海上観光船
●運賃

10％割引10％割引10％割引10％割引定期高速船航路運賃

京阪グループ優待施設一覧

名鉄トヨタホテル
●宿泊
※予約時に本特典利用の旨を伝え、
支払い時に対象カードを提示
※他の割引優待等との併用は不可

●6階レストラン※支払い時に対象カード
を提示。一部企画商品、テイクアウト商品、
イベント、宴会利用は割引対象外

基本室料 10％割引10％割引10％割引10％割引

10％割引10％割引10％割引10％割引飲食代金

岐阜グランドホテル
●宿泊（予約時に申し出が必要）

ホテル内レストランでの利用代金 5％割引5％割引5％割引5％割引

直予約のみ正規宿泊代金の 5％割引5％割引5％割引5％割引

5％割引5％割引5％割引5％割引

①京都タワーホテル／
②京都タワーホテルアネックス
●公式ホームページの宿泊プラン価格より1室あたり

●ホテル内飲食（通常メニュー）※その
他の優待・割引との併用不可。※特別
プラン等一部除く。※ご予約・チェック
イン・オーダーの際に会員である旨を
ご申告ください。

THE THOUSAND KYOTO
（ザ・サウザンド キョウト）
●公式ホームページの宿泊プラン価格より
1名様あたり※食事プランを除く。※宴会を
除く。※G.W・お盆・年末年始は除く。※旅行
代理店等でのお申し込み、お支払いの場合は
対象外。※その他の優待プランとの併用不可。

●SCALAE（イタリアン）／KIZAHASHI
（日本料理）／TEA＆BAR（カフェ＆バー）
※対象外のメニュー・サービス・プランが
ございます。※その他の優待との併用不
可。※ご予約・チェックイン・オーダーの際
に会員である旨をご申告ください。

1,000円引1,000円引1,000円引1,000円引

ご飲食（通常メニュー）

10％割引10％割引10％割引10％割引基本室料より

●レストラン

基本室料より 5％OFF5％OFF5％OFF5％OFF

合計金額より 5％OFF5％OFF5％OFF5％OFF

太平洋フェリー
※乗船中1枚のカードにつき1回限り、
本人のみご利用可

名鉄グランドホテル
●宿泊（予約時に申し出が必要）

●レストラン
※オーダー時に会員である旨
　お申し出ください

直予約のみ 5％割引5％割引5％割引5％割引

ワンドリンクサービスワンドリンクサービスワンドリンクサービスワンドリンクサービス
「いしかり」・「きそ」・「きたかみ」船内売店において

ワンドリンクサービスワンドリンクサービスワンドリンクサービスワンドリンクサービス
2,000円以上（税込）ご利用時に本人のみ

10％割引10％割引10％割引10％割引スカイラウンジ203
にてボトルキープ料

ホテル京急油壺観潮荘
●宿泊（予約時に申し出が必要）
※他の優待との併用不可。
※企画商品除く

5％割引5％割引5％割引5％割引通常メニュー
京都タワーホテルのみ

琵琶湖ホテル
●ホテル内レストラン・バーご飲食
※花火大会開催日は除く。※特別プラン
等一部除く。※その他の優待プランと
の併用不可。※ご予約・チェックイン・
オーダーの際に会員である旨をご申告
ください。

5％割引5％割引5％割引5％割引
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10％割引10％割引10％割引10％割引

大阪港観光船「サンタマリア」
デイクルーズ・トワイライトクルーズ
乗船料
※本人含む3名まで。※セット他企画
商品除く。※カードによる決済または
カード呈示・現金支払

お買上金額の10％割引10％割引10％割引10％割引

京都センチュリーホテル
●宿泊 13：00まで無料13：00まで無料13：00まで無料13：00まで無料

レイトチェックアウト

ご飲食（通常メニュー）5％割引5％割引5％割引5％割引

全品
（アルコール商品除く）
50円引き50円引き50円引き50円引き

10％割引10％割引10％割引10％割引

5％割引5％割引5％割引5％割引

琵琶湖汽船
①「ミシガン」「竹生島クルーズ」全航路
運賃※チャーターセットコース・企画商
品除く。※本人含む3名まで。※カード
による決済またはカード呈示・現金支払

10％割引10％割引10％割引10％割引
比叡山 坂本ケーブル
運賃※10円未満は切り上げ。※本人含
む4名まで。※カード呈示・現金支払
※旅行代理店経由の優待や他の割引
との併用不可。

1着無料レンタル1着無料レンタル1着無料レンタル1着無料レンタル
オリジナルナイトウェアを1名様につきCAFETEL 京都三条 for Ladies

※カード呈示。※おひとり様2着目以降
は有料となります。

西鉄グループ優待施設一覧

レッドフランマ（グリルレストラン）／
浅黄（鉄板焼）／トランスブルー（バー）
※対象外のメニュー・サービス・プラン
あり

ソラリア西鉄ホテル福岡
宿泊
※本人を含む5名様まで
※ご予約の際に会員である旨をご申告
ください

料理・飲食 10％割引10％割引10％割引10％割引

西鉄グランドホテル
宿泊
※本人を含む5名様まで
※ご予約の際に会員である旨をご申告
ください

料理・飲食 10％割引10％割引10％割引10％割引

ソラリア西鉄ホテル
京都プレミア 三条鴨川
※本人を含む5名様まで
※ご予約の際に会員である旨をご申告
ください

ソラリア西鉄ホテル
銀座／鹿児島／札幌
※本人を含む5名様まで
※ご予約の際に会員である旨をご申告
ください

西鉄イン福岡
宿泊
※本人を含む5名様まで
※ご予約の際に会員である旨をご申告
ください

500円引500円引500円引500円引
ホテル京阪 京橋 グランデ
●公式ホームページの宿泊プラン価格
より1室あたり

ご飲食（通常メニュー）5％割引5％割引5％割引5％割引

300円引き300円引き300円引き300円引き
京都定期観光バス
定期観光バス コース料金一律
※一部コースを除く。※本人含む4名
まで。※カードによる決済またはカード
呈示・現金支払

西鉄イン
日本橋／新宿／高知はりまや橋／
天神／小倉／黒崎／西鉄リゾート
イン別府／西鉄リゾートイン那覇
※本人を含む5名様まで
※ご予約の際に会員である旨をご申告
ください

ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内（特定日等は除く）
※詳細はホテルにお問い合せください。

ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内（特定日等は除く）
※詳細はホテルにお問い合せください。

西鉄ホテル クルーム博多／名古屋
※本人を含む5名様まで
※ご予約の際に会員である旨をご申告
ください

ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内（特定日等は除く）
※詳細はホテルにお問い合せください。

ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内（特定日等は除く）
※詳細はホテルにお問い合せください。

ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内（特定日等は除く）
※詳細はホテルにお問い合せください。

ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内（特定日等は除く）
※詳細はホテルにお問い合せください。

100円割引100円割引100円割引100円割引
だざいふ遊園地
入園料
※本人を含む5名様まで

●ラジョウ（オールデイダイニング）／
エセックス（メインバー）
※除外品・サービス・プランがござい
ます。※その他優待との併用不可。
※ご予約・チェックイン・オーダーの際
に会員である旨をご申告ください。

②「大津港旅客ターミナル売店」お買物
※割引除外品：奉仕品、送料、タバコ、
酒類、その他特に定めるもの。※カード
呈示・現金支払

●ロレーヌ（レストラン）
※特別プラン等一部除く。
※ご予約・チェックイン・オーダーの際
に会員である旨をご申告ください。

ラ・カスカドゥ（フレンチ）／グランカフェ
（ブッフェ）／グロット（バー・ラウンジ）
／ル プティパレ（パン・スイーツ）／松風
（日本料理）／大名蔵（日本料理）／桃林
（中華料理）
※対象外のメニュー・サービス・プラン
あり

ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内
ご予約時の最安料金で
ご案内（特定日等は除く）
※詳細はホテルにお問い合せください。

ひらかたパーク
直営ショップ
（ノームショップ／ウィザードヴィレッジ
／フロドの森）
※一部対象外の商品は除く。
※カードによる決済

直営カフェ店舗
（ドリップ＆ドロップコーヒーサプライ
／ディッピンドッツ・アイスクリーム）
※一部対象外の商品は除く。
※カードによる決済
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ー 京急プレミアポイント規約 ー
（目的）
第1条 京急プレミアポイント規約（以下「本規約」という。）は，京浜急行電鉄株式会社（以下

「当社」という。）が運営するポイントサービスを定めたものです。
（定義）
第2条 当社または当社と提携会社が発行するカードであって，本規約におけるポイント

サービスを受けることができるカードを総称して京急プレミアポイントカード（以下
「カード」という。）の入会をお申込みいただき，当社が入会を認め，会員情報の登録
を完了した方を会員といいます。

2. 会員が京急プレミアポイント加盟店（以下「加盟店」という。）でカードの提示で提供
される場合，または当社と提携会社が発行するカードのクレジット利用額に対して
付与されるポイントおよび京急プレミアポイントwebサイトで登録したPASMOを
PASMO加盟店等で利用することで付与されるポイントを京急プレミアポイント（以
下「ポイント」という。）といいます。ポイントサービス内容の詳細は京急プレミアポイ
ントwebサイトをご確認ください。PASMO加盟店等とは，当社および当社グルー
プ会社ならびに当社と契約するPASMO電子マネー利用加盟店等をいいます。

（会員の優待特典）
第3条 会員は，カードを提示することで，当社と契約した加盟店で，ポイント付与などカード

の付帯サービスおよび優待特典（以下「優待」という。）を利用することができます。
利用できる優待内容については，当社が適切と考える方法により，会員にお知らせ
いたします。

2. 会員は，優待の利用について，ご利用の加盟店に本規約以外の規約がある場合は，
それに従ってご利用いただきます。

3. 会員は，当社が優待の内容を変更または，廃止する場合があることを予め承諾しま
す。

（ポイント付与）
第4条 会員は，ポイント対象となる加盟店等での商品の購入またはサービスのご利用の

際，ご精算前にカードを提示，またはカード番号等の登録をするほか，所定の条件を
満たした場合，その会員に当社が定めるポイントを付与します。

2. ポイント付与の割合は，加盟店ごとに異なります。また，特定の期間，特定の加盟店，
特定の商品，特定の会員向けにポイント付与方法を変更する場合があります。この
場合において，当社および加盟店は一切の責任を負いません。

3. 次の各号の場合は，原則としてポイント付与対象外となります。
（１）ご精算金額が加盟店ごとのポイント付与基準額に満たない場合
（２）ご精算前にカードの提示・申告がなかった場合
（３）他の優待制度をご利用の場合
（４）当社または加盟店がポイント付与対象外と定める売場・商品・サービス，または販

売方法，もしくは支払方法の場合
4. 当社は，当社があらかじめ指定した加盟店においてカードの発行を受けたお客様に
ついて，カードを利用できる加盟店を制限することがあります。この場合，当社は，当
社ホームページまたは加盟店の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法によ
り，当該お客様に通知いたします。

5. 会員がPASMO番号の登録によるポイントサービスを利用するためには，別途定める
「PASMOを利用したポイントサービスに関する規約」に同意するものとします。

（ポイントの積み立て）
第5条 会員が，第４条の定めにより付与されたポイントの積み立ては，原則カード単位で行

います。
2. 前項にかかわらず，次の各号に該当する場合はその限りではありません。
（１）京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT PLUSの家族会員カードに

ポイントが付与された場合
（２）京急プレミアポイントシルバーの家族会員カードでクレジット決済された場合
（３）クレジットカードの更新または再発行により会員が複数のカードを保有した場合
（４）京急プレミアポイントPASMOカードの再発行手続きにより，提携会社から再発

行カードが会員に郵送された場合
3. ポイントは，お支払いが完了したときに付与し，その日から有効となります。ただし，
ご利用の加盟店，またはご利用時間によっては，ポイント付与日がお支払い完了日
の翌営業日以降となる場合があります。

4. ポイントの有効期限は，当該ポイントを付与した日から２年間です。
（ポイント残高照会）
第6条 ポイント残高は「京急プレミアポイント券発行機」（以下「発行機」という。），一部加盟

店のレシート，「京急プレミアポイントwebサイト」（登録制）でご確認いただけます。
（ポイント券の発行）
第7条 ポイントは，発行機により，原則として１ポイントあたり1円の割合で京急プレミアポ

イント券（以下「ポイント券」という。）と引き換えることができます。ポイント券の発
行単位は発行機の設置場所により異なりますので，当社または加盟店にご確認くだ
さい。なお，発行機のご利用時間は，設置場所ごとに定めるものとします。

2. 発行したポイント券の有効期限は，発行日から2か月間とします。なお，有効期間経
過後は，無効といたしますので，必ず券面の有効期間内にご利用ください。

3. 発行したポイント券の再発行はできません。また，発行済のポイント券の盗難・紛
失・滅失等に対しては，当社はその責を一切負いません。

4. ポイント券として発行したポイントを原則，積み立てたポイントに戻すことはできま
せん。

5. カードは発行後すぐにご利用いただけますが，発行機のご利用は申し込み用紙での
新規ご入会受付の場合，約1週間後となります。この間はポイント券の発行はできま
せん。

（ポイント券の利用方法）
第8条 加盟店でお支払いの際，ポイント券の券面額をご優待いたします。

2. ポイント券は，現金と引き換えできません。また，つり銭はお出しできませんので，券
面額以上のお支払にご利用ください。

3. 加盟店によっては，一部ポイント券をご利用いただけない売場・商品・サービスがご
ざいます。

（返品・払い戻し時の処理）
第9条 ポイント付与対象となるお支払いにより購入された商品の返品，またはお申し込み

済のサービス等を払い戻しされる場合は，カードおよび当該商品等に係るレシート
を提示していただきます。この際に，すでに付与したポイントから返品・払い戻し相
当額のポイントを差し引きます。

2. すでにポイント券を発行し，ポイント残高が不足している場合は，ポイント券を回収
またはポイント券相当額の現金を請求させていただきます。

（カードの再発行）
第10条 カードの紛失・盗難・汚損・破損・磁気不良等の理由により，当社が再発行を認めた場

合には，積立ポイント残数，利用累計金額に関する権利を引き続き有効とします。
2. カードの紛失・盗難が発生した場合，第三者に利用されたポイントおよびポイントの
失効について当社，加盟店は一切の責任を負いません。

3. カードの紛失・盗難が生じた場合，会員は，直ちに当社に連絡してください。
（会員資格の喪失）
第11条 会員が次の各号の一にでも該当した時は，会員資格を喪失すると同時に，積立ポイ

ントはすべて消滅するものとします。
（１）退会した場合
（２）この規約に違反したとき
（３）会員が当社または加盟店もしくは京急グループ各社での特典，サービス等を利

用するにあたり不正な行為があったとき
（４）死亡したとき（ただし，京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT 

PLUS・京急プレミアポイントシルバー家族会員カードの積立ポイントを除く）
（５）カードの入会等に際し，氏名，住所，連絡先電話番号等，虚偽の届け出をし，本人

を偽る行為をしたとき
（6）その他，会員として不適切な行為があった場合，または，当社が会員として不適切

と判断したとき
（届出事項の変更）
第12条 会員は，当社に届け出た氏名，住所，電話番号等が変更になった場合，速やかに当社

に届け出るものとします。会員の責任によって届け出内容が不明になった場合，カー
ドの利用停止または退会とする場合があります。

（会員サービスの中止・中断）
第13条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（規約の変更等）
第14条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

（カードの管理）
第15条 会員は，カードに記録されたカード番号，磁気情報等の情報が漏洩したこと等により，

カードの偽造等のおそれがある場合，ただちに当社にその旨を通知するとともに，
当社の指示に従い適切な措置を講じるものとします。カードが偽造等をされたこと
によって会員が受けた不利益等については，当社は一切の責任を負いません。

（個人情報の共同利用）
第16条 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社グループ会社および加

盟店が保護措置を講じたうえで個人情報を共同利用することに同意します。共同利
用に関する公表事項に関しては，当社ホームページ，プライバシーポリシーページ
内の〔「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項〕をご参照ください。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2023年3月16日改定）

ー 京急プレミアポイント専用カード会員規約 ー
（会員資格）
第１条 会員とは，京急プレミアポイント規約および京急プレミアポイント専用カード会員規

約（以下「本規約」といいます）を承諾のうえ，次条の入会手続きをされ，京浜急行電
鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が認めた，「京急プレミアポイントクリスタル
カード」およびその他の当社が発行するポイント専用カード（以下総称して「カード」
といいます。）の発行を受けたお客様をいいます。ただし，満１２歳以上のお客様に限
らせていただきます。また，満１２歳以上のお客様でも当社の判断によりご入会をお
断りする場合がございます｡

（入会）
第２条 当社がお申し込みをされるお客様ご本人にカードを発行・貸与し，お客様ご本人によ

り，当社所定の入会申込書に，自筆で氏名・住所・生年月日・電話番号・性別等の必要
事項（以下「会員情報」といいます。）をご記入していただいた時点か，または当社が
運営する京急プレミアポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内所

定の登録画面において会員情報の登録が完了した時点で入会が完了します。なお，
申し込みの際，本人を確認する証明書・資料等の提示をお願いすることがあります。

（カードの発行）
第3条 当社が入会を認めたお客様には，カードを会員１名につき１枚発行（当社から貸与）し

ます。なお，カードは，会員本人がカード裏面の署名欄に自署し，会員本人の責任で
管理していただきます。

２. カードは，自署した会員本人のみがご利用いただけるものとし，第三者に譲渡，貸与
または担保提供をすることはできません。

３. 企業・法人・その他の団体などの名義ではご入会はできません。
（紛失・盗難）
第4条 カードの紛失・盗難・汚損・毀損などの理由により，会員がカードの再発行を希望し，

かつ当社が認めた場合であって所定の入会手続きをされた会員にカードの再発行
をいたします。

2. 会員がカードを紛失および盗難された場合，当社は一切の責任を負いません。
（退会）
第5条 会員は，当社にカードを返還することで，いつでも退会することができます。この場

合，積立ポイントおよび付与予定となっているポイントは，カード返還と同時に消滅
するものとします。

（規約の変更等）
第6条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb ）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

３. 変更後の本規約の効力発生日以降に会員がポイントサービスを利用したときは，会
員は，本規約の変更に同意したものとみなします。

（反社会的勢力）
第7条 会員は，暴力団，暴力団員，暴力団関係企業，暴力団関係者，その他の反社会的勢力

（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当しないことを表明し，かつ将来にわたり
該当しないことを確約するものとします。

2. 会員が前項に違反した場合，当社は，事前に通知することなく，カードの利用停止ま
たは退会を行うことができるものとします。この場合，会員に生じた損害について，
当社および加盟店は一切の責任を負いません。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2022年3月23日改定）

個人情報の取扱いについて（同意事項）
（入会申込書の取扱い）
第１条 京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，「京急プレミアポイントカー

ド」およびその他の当社が発行するポイントカード（以下総称して「カード」といいま
す。）の会員募集を第三者に委託する場合があります。この場合，委託先はお客様か
らお預かりした入会申込書を厳重に管理の上，直ちに当社に引渡しをします。
当社は申込書の厳重な保管管理を講じ，当社が定める時期に適切な方法により廃棄
処分します。

（個人情報の収集，保有）
第２条 会員は，入会申込書（以下「申込書」といいます。）および当社の運営する京急プレミ

アポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内登録画面に記載された
個人情報ならびに入会後に会員本人から当社に提供された個人情報については，入
会後の管理のために当社が保護措置を講じた上で以下の項目について収集・利用
することに同意します。
（１）お客様氏名，年齢，生年月日，住所，電話番号，メールアドレスならびに会員が申告

した事項
（２）本取引に関する利用履歴
（３）入会後に実施したアンケートなどで取得した情報
（４）お問合せ等により当社が知り得た情報（電話通話内容を含む）

（個人情報の利用，提供）
第３条 会員は，当社が以下の目的のために第2条に定める個人情報を利用することに同意

します。
（１）当社のカード事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用す

る場合
（２）当社以外の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内，新商品情報などのお知らせ，市

場調査，商品開発を当社が提携する企業から受託して行うために利用する場合
（３）当社のマーケティング事業における市場調査・商品開発のために利用する場合
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

2. 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した京急プレミアポイント加盟
店（以下「加盟店」といいます。）へ保護措置を講じた上で第２条に定める個人情報を
以下の利用目的で共同利用することに同意します。
（１）宣伝物等，営業案内
（２）商品に関する案内
（３）商品，市場調査，商品開発
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

3. 前項における個人情報の管理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負いま

す｡
4. 会員は，当社が個人情報の保護措置を講じた上で「京急プレミアポイント」の運営に
伴う事務処理業務等の一部を第三者に委託する（以下「委託業務」といいます。）こと
に同意します。

5. 前項の委託先が変更になった場合は，会員に通知または公表いたします。
（個人情報の公的機関等への提供）
第４条 会員は，当社が個人情報の保護に関する法律等の規定により，公的機関等から会員

の個人情報の提供を求められた場合，および公共の利益のために必要がある場合
に，公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。

（個人情報の開示・訂正・削除）
第５条 会員は，当社に対して，個人情報の保護に関する法律等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。
2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には，当社は速やかに訂正ま
たは削除に応じるものとします。

（個人情報の取扱いに関する不同意）
第６条 当社は，お客様が「入会申込書」，または「 webサイト」による必要事項の届けを希望

しない場合，および本同意条項の全部または一部を承認できない場合，本申込みを
お断りする場合があります。ただし，本同意条項第３条第１項第１号および第２号なら
びに第２項第１号および第２号に同意しない場合については，これを理由に当社が本
申込みをお断りすることはありません。

（利用，提供中止の申出）
第７条 本同意条項第３条の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，会員から利用，提供中止の申し出があった場合は，当社はそれ以降の当
社での利用，他社への提供を中止する措置をとります。

（条項の変更）
第8条 本同意条項は法令の定めるところにより，変更・改定または廃止する場合がありま

す。
（個人情報の取扱いに関するお問合せ）
第9条 個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや，利用・提供中止，その他のご意

見のお申し出に関しましては，当社までお願いいたします。なお，当社および加盟
店では個人情報の徹底を推進するため個人情報保護責任者を設置いたしておりま
す。

（2022年3月23日改定）

ー 京急プレミアポイントwebサービス会員規約 ー
京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，当社が運営する「京急プレミアポイン
トwebサービス」（以下「本サービス」といいます。）上で本サービスの利用登録を行った個人
（以下「会員」といいます。）のご利用について，当社が提供する京急プレミアポイントweb会
員IDおよびパスワード（以下「ID等」といいます。）を利用したすべてのサービス（以下「会員
サービス」といいます。）について，「京急プレミアポイントwebサービス会員規約」（以下「会
員規約」といいます。）を定めます。

（適用範囲）
第１条 会員規約は，当社の京急プレミアポイントwebサイト（以下「webサイト」といいま

す。）における会員サービスのご利用について，当社と会員に適用されるものとしま
す。

2. 当社および当社が会員サービスを提供するために提携する京急プレミアポイント加
盟店等（以下「加盟店」といいます。）が，別途に会員サービスに関して当社が認めた
個別規約を設定する場合があります。また，会員規約と個別規約が異なる場合には，
個別規約を優先するものとします。

3. 会員は，会員サービスを利用するにあたり，会員規約および個別規約を誠実に遵守
するものとします。

（会員登録）
第２条 会員サービスを利用しようとする者（以下「会員希望者」といいます。）は，会員規約

に同意の上，当社が定める所定の会員登録手続きをするものとし，会員となることを
条件として本サービスを利用できるものとします。

２. 当社は，会員が当社に届け出た事項（以下「会員データ」といいます。）について登録
を行います。ただし，当社は，会員希望者（次項の手続き完了により会員となった者
を含む。以下同じ。）が，次の各号の一に該当することが判明した場合には，当該会員
希望者の登録を承認しない，または取り消すことができます。
（１）会員希望者が既に家族カード会員その他所定の会員になっている場合
（２）会員希望者が存在しない場合
（３）会員希望者が日本国外に居住する場合
（４）会員希望者のポイント番号が既に会員になっている場合
（５）会員希望者が過去に会員規約違反等によって，会員資格が停止され，または抹消

されている場合
（６）会員登録手続きに際し，当社に届け出た事項に虚偽・誤記または記入漏れがあっ

た場合
（７）会員規約改定時に改定内容に同意しなかった場合
（8）会員希望者が反社会的勢力もしくは反社会的勢力と何らかの関係を有する者で

あり，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合または反社会的行為を行
い，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合

（注１）「反社会的勢力」とは，暴力団，暴力団員，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総
会屋等，社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等，その他これらに
準ずる者をいう。

（注２）「反社会的行為」とは，自らまたは第三者を利用した次の各号に掲げる行為を
いう。
①暴力的な要求行為
②法的責任を超えた不当な要求行為
③会員サービスのご利用に関して，脅迫的な言動をし，または暴力を用いる

行為
④風説を流布し，偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し，また
は当社の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為
（9）その他，会員希望者を会員とすることを不適当と当社が判断した場合

3. 会員登録手続きは，当社が登録を承認し，登録した旨の通知を会員希望者が届け出
たメールアドレスに当社が送信した時点で完了します。

4. 次の各号により会員に不利益または損害が生じた場合であっても，当社および加盟
店は一切の責任を負いません。
（１）前項の規定により当社が会員登録の不承認または取消しを行った場合
（２）会員による会員データの不備または誤りにより会員サービス利用上の支障が生

じた場合
５. 当社は，個人情報である会員データの扱いについては厳重に取り扱い，外部への
漏洩，不正使用がなされないようにします。個人情報の扱いについては，別途定める
「京急グループプライバシーポリシー」および「京急プレミアポイントweb会員個
人情報特約」に記載されている事項に従います。

（会員の有効期間）
第３条 会員が次の各号の一に該当する場合，当社は事前に会員に何ら通知または催告する

ことなく会員登録を停止し，または抹消することができます。
（１）前条第2項および第９条に定める事由のいずれかに該当することが判明した場

合
（２）住所，メールアドレス等の変更により，連絡が取れなくなった場合
（３）会員規約に違反した場合
（４）その他当社が会員として不適当と判断した場合

（会員データの変更）
第４条 会員は，会員データに変更が生じた場合，速やかに各自で所定の画面から会員デー

タの修正を行うものとします。
2. 会員が前項の修正を怠り，または誤ったことにより，当社からの通知が会員サービス
の利用に支障が生じた場合であっても，当社および加盟店は一切の責任を負いませ
ん。

（会員サービス）
第５条 当社は会員サービスのメニューをいつでも追加し，変更し，または削除することがで

きます。
（１）累積ポイント残高の照会
（２）会員データ照会および変更
（３）当社および加盟店に関するお知らせメール
（４）当社および加盟店が実施するキャンペーン情報
（５）当社および加盟店会社所定のサービス
（６）当社が提携する第三者による所定の会員サービス
（７）PASMO番号の登録

2. 会員の年齢，居住地，前項各号に掲げる会員サービスの利用実績，当社が実施する
キャンペーンへの応募実績などの違いにより，当社は特定の会員に対してのみ情報
を提供する場合があります。会員は，加盟店において，会員サービスを利用する場
合，会員規約などのほか，会員サービスに関する規約などに従うものとし，当社は，会
員サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

（会員サービスの中止・中断）
第６条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（会員ID・パスワードの管理）
第７条 当社は，入力された会員ID等の一致を確認することにより，その入力者を会員本人

とみなします。ただし，会員IDは会員登録時に入力するポイントカード番号とし，パス
ワードは会員登録時に設定するものとします。

２. 会員は，第三者に知られないよう，善良なる管理者の注意をもって会員ID等を管理
していただきます。また，会員ID等を他人に貸与，譲渡するなどの行為はできませ
ん。

３. 会員は，会員ID等を盗まれたり，第三者に使用されていることを知った場合には，直
ちにその旨を当社に連絡するとともに，当社からの指示がある場合には，これに従う
ものとします。当社への連絡の先後を問わず，第三者が会員になりすまして会員ID
等や会員サービスを使用された場合に生じる損害は，会員ご自身にご負担頂くもの
とし，当社は一切責任を負いません。

4. 会員は，パスワードを忘れたことにより会員サービスを利用できなくなった場合は，
当社が用意する所定の画面にてパスワードの請求操作を行い，当社は，登録されて
いるメールアドレスにパスワードを送信します。

5. 会員が会員の都合により，登録されているメールアドレスおよびPASMO番号を変
更する場合には，会員規約第４条に従い，会員自ら修正するものとします。

（会員の自己責任）
第８条 会員が会員サービスを利用するにあたり，自ら行った行為および自己の会員ID等に

よりなされた一切の行為ならびにそれらに伴う結果について，自らの行為の有無，過
失の有無を問わず，会員はその責任を負うものとします。

２. 会員が会員サービスを利用するにあたり第三者に損害を与えた場合，会員は自己の
責任と負担において当該第三者との紛争の解決を行うものとします。

３. 会員が会員規約に違反して当社および加盟店に損害を与えた場合，当社および加

盟店は当該会員に対して，被った損害の賠償を請求できるものとします。
（禁止事項）
第９条 会員は，会員登録または会員サービスの利用において，以下の行為を行わないもの

とします。
（１）虚偽の情報を登録する行為
（２）会員サービス提供者の著作権，商標権その他の知的財産権の権利を侵害するお

それのある行為
（３）会員サービス提供者を誹謗中傷し，その名誉，信用を傷つけるおそれのある行為
（４）会員サービス提供者に不利益または損害を与え，業務等を阻害するおそれのあ

る行為
（５）法令または公序良俗に違反する行為，または違反するおそれのある行為
（６）会員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
（７）第三者になりすまして前各号に定める行為を行う一切の行為
（８）その他，当社が不適切と判断する一切の行為

（会員規約の変更）
第１０条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，会員規約を変更することができます。

（１）会員規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）会員規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内

容の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであ
るとき

２. 当社は前項による会員規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポ
イントweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方
法により，会員に通知し周知いたします。

（会員への公表および通知）
第１１条 当社から会員への公表および通知は，当社のサイト上への掲示，登録されている

メールアドレスへの電子メールの送信，またはその他当社が適当と認める方法によ
り行います。

2. 前項の公表が当社のサイト上への掲示で行われる場合，当社のサイトに掲示された
時をもって公表が完了したものとみなします。

3. 第１項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールア
ドレスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（退会）
第１２条 退会は，当社が会員からの届け出を受け，当社で必要な手続きをした時点で完了し

ます。
2. 会員が死亡した場合は，その時点で退会したものとみなします。

（準拠法）
第１３条 会員と当社との諸契約に関する準拠法は，すべて日本法が適用されるものとしま

す。
（規約の発効）
第１４条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年３月16日改定）

ー 京急プレミアポイントweb会員個人情報特約 ー
（適用範囲）
第１条 本特約は，京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が，別に定める「京急プ

レミアポイントweb会員規約」に則り，会員の個人情報の取扱いについて定めたも
のです。本特約に関する用語の定義は「京急プレミアポイントweb会員規約」に従う
ものとします。

（個人情報の収集・利用）
第２条 会員は，当社が下記の個人情報を，下記の目的のために収集・利用することに同意し

ます。
【収集・利用する個人情報】

（１）会員規約第２条の定めにしたがって登録した，会員の氏名，生年月日，性別，住所，
電話番号，メールアドレス

（２）当社および加盟店のサービスの利用状況
（３）その他会員サービスの利用状況
（４）上記以外で，会員が当社に届け出た事項

【利用目的】
（１）会員規約に定める会員サービスを提供させていただくため（宅配業者等へ商品

等の発送を依頼する場合を含みます。）
（２）お問い合わせ・ご意見に対する質問にご回答をさせていただくため
（３）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（４）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けさせていただくため
（５）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満

足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため
（６）市場調査やその他の調査分析を実施するため
（７）公的機関等から会員の個人情報の提供を求められた場合，およびそれに準ずる

公共の利益のため必要がある場合に，公的機関等へ個人情報を提供するため
（個人情報の第三者への提供）
第３条 当社は，前項に記載した個人情報の利用目的に該当する場合または次のいずれかに

該当する場合を除き，あらかじめ会員の同意を得ることなく，個人情報を第三者に提
供しません。
（１）法令に基づく場合
（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
（共同利用）
第４条 会員は，京浜急行電鉄株式会社が，第２条に定める個人情報を，保護措置を講じたう

えで加盟店と以下の目的で，共同で利用することに同意します｡なお，個人情報の管
理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負います｡

【目的】
第２条【利用目的】（３）から（６）のために，第２条【収集・利用する個人情報】の各号の
情報を提供することがあります。

（個人情報の管理体制）
第５条 当社は，会員の個人情報の取扱いに関する個人情報取扱い責任者を定め，個人情報

の適正な管理を実施します。
２. 当社は，会員の個人情報を第２条に定める利用目的の達成に必要な範囲内におい
て，当社が業務を委託する第三者に提供することがあります。

３. 当社は従業員，業務委託先に対し，個人情報の保護および適正な管理方法について
の指導を実施し，日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

（特約の変更）
第６条 当社は，事前に会員に通知することなくこの特約を変更できるものとします。この変

更は，別途定める場合を除き，当社のwebサイト上において掲示により公表するも
のとします。

２. 前項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールアド
レスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（特約の発効）
第７条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。
（2022年３月23日改定）

以上

ー PASMOを利用したポイントサービスに関する規約 ー
PASMOを利用したポイントサービスに関する規約（以下「本規約」といいます。）は，京浜
急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が運営する京急プレミアポイントにおいて，
PASMOを利用したポイントサービス（以下「本サービス」といいます。）および会員の個人情
報の取り扱いについて定めるものです。本サービスをご利用ないしは利用登録する方は本規
約に同意したものとします。

（適用範囲）
第１条 本規約は，京急プレミアポイント会員（以下「会員」といいます。）が，京急プレミアポ

イントwebサイト（以下「webサイト」といいます。）においてPASMO番号を所定の
方法で登録する場合に適用されるものとします。PASMO番号とは，PASMOに割り
当てられた17桁の文字列をいいます。

（PASMOの登録）
第２条 会員は，webサイトにて，PASMO番号の登録を行うものとします。
２. 登録は，webサイトマイページ内「登録情報」において，登録または登録変更が更新
された時点で完了するものとします。

3. 登録が可能なPASMO番号は，会員本人名義のPASMOのものに限ります。ただし，
無記名PASMOにおいては会員本人が所有するものとします。

4. 会員1人が同時に複数のPASMO番号を登録することはできません。
5. 本サービスに登録したPASMO（以下「登録PASMO 」といいます。）の変更を希望す
る場合，第１項および第２項の手続きを行うものとします。

（ポイントの付与）
第３条 登録PASMOを利用し，PASMO加盟店等で登録PASMOを利用することで，ポイ

ントが付与されます。PASMO加盟店等とは，当社，当社グループ会社および当社
と契約するPASMO電子マネー利用加盟店をいいます。

２. 原則，第２条第１項および第２項が完了した時点からポイント付与の対象となります。
ただし，サービスの種類によってはこの限りではありません。

3. 購入金額およびサービス内容ならびに各種サービスの登録状況や条件により，ポイ
ント付与を行わない場合があります。本サービス内容の詳細については，webサイ
トをご確認ください。

4. あらゆる事由によって登録PASMOが利用できない際，当該利用に対してポイント
付与がなされない場合があります。ポイントが付与されなかった場合でも当社は一
切の責任を負いません。

（データの提供）
第４条 会員は，登録PASMOに関する情報のうち，PASMO加盟店等での電子マネー取引

データおよび，鉄道・バス利用データやチャージ・再発行等によるPASMO利用デー
タのほか，株式会社パスモから提供される一切の個人情報（生存する個人に関する
情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個
人を識別することができるものをいいます。また，障がい者用PASMOについては，
ご登録いただいた障がい者情報も含まれます。）を，第5条および第6条に定める目
的のために，株式会社パスモが当社に提供することに同意します。

２. 会員は，当社が前項で取得した情報を，第5条および第6条に定める目的のために，
当社に会員が直接提供した個人情報と紐づけて利用することに同意します。

（個人情報等の収集，保有，利用等）
第５条 当社は，本サービスの提供のために，第４条第１項で定めた株式会社パスモから提供

されるデータを含む以下の個人情報（以下「個人情報等」といいます。）を当社が安
全管理措置を講じたうえで収集，保有します。
〈収集，保有する個人情報等〉
登録PASMOの取引履歴を含む一切の会員に関する情報（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. 当社は，第４条および前１項で定めた個人情報等を以下の目的のために利用します。
（１）会員データ登録内容の確認のため
（２）本サービス等の提供のため（宅配業者等へ商品等の発送を依頼する場合を含み

ます。）
（3）お問い合わせ・ご意見に対する質問への回答のため
（4）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（5）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けするため

（6）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満
足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため

（7）市場調査やその他の調査分析，広報宣伝，マーケティングおよび各事業に係る
サービス向上の検討とその他目的のため

（8）地方公共団体および官公庁等行政機関と共同で，住民サービスの向上や定量的
な根拠に基づく政策立案に活用するため

3. 当社が本サービスの業務を第三者に委託する場合，当社が個人情報等の安全管理
措置を講じたうえで，収集した個人情報等を業務委託先に預託できるものとします。

4. 会員は，第2項の利用目的のため，退会手続きの完了後であっても，個人情報等を当
社が保有する場合があることに同意します。

（個人情報等の提供）
第６条 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，第5条第2項

に定める目的のため，必要な限度において，PASMO加盟店等へ提供することに同
意します。

２. 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，個人情報等の
保護に関する法律（個人情報保護法）やその他の関係法令等を遵守し，個人情報等
のうち特定の個人を識別できないように加工したうえで，第5条第2項（7）に定める
目的のため，すべてのPASMO加盟店等へ提供することに同意します。なお，特定の
個人を識別できないように加工した情報を作成・提供する際は，webサイトで公表
するものととします。

3. 次の各号に掲げる場合は，会員の同意を得ることなく，第三者に個人情報を提供す
る場合があります。
（1）法令に基づく場合
（2）人（法人を含む。）の生命，身体又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場合
（3）公衆衛生の向上又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場合
（4）国の機関若しくは地方公共団体又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場合

（個人情報等の共同利用）
第7条 当社および京急プレミアポイント加盟店は，次の各号に掲げる個人情報等を，第5条

第2項（1）から（7）に掲げた目的の範囲内で共同して利用します。
（1）当社へ直接提供した，氏名，住所，電話番号，生年月日，性別，e-mailアドレス,

PASMO番号等，会員が当社へ直接提供した情報
（2）第4条で定めた，株式会社パスモから提供される情報

２. 当社および京急プレミアポイント加盟店は，共同利用する会員等の個人情報を厳正
に管理し，会員のプライバシー保護について十分に注意を払います。なお，個人情報
等についての責任者は京浜急行電鉄株式会社とし，その代表者および住所につい
ては当社ホームページに記載の「個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項」
をご参照ください。

（規約の変更）
第８条 当社は，事前に会員に通知することなく本規約を変更できるものとします。当該変更

は，当社ホームページへの掲示，その他当社が適切と考える方法により告知するこ
ととし，当該会員は変更内容に同意したものとします。

（免責事項）
第９条 当社は，当社の故意または重過失による場合を除き，本サービスに起因して発生し

た会員の損害については，一切の責めを負わないものとします。
２. 当社は，当社の運営上の都合や障害の発生等により，本サービスによるポイントの
付与を一時的に中断または休止する場合があります。

3. 前項の場合において，登録 PASMOが利用できないことによって，当該利用に対す
るポイントの付与がなされない場合があります。

4. 当社は，ポイント付与条件を事前に会員に通知することなく変更ができるものとしま
す。この場合，会員は，当社の決定に従うものとします。

5. 当社は，当社の運営上の都合により，本サービスを廃止する場合があります。
6. 当社は，前３項の場合において，会員に損害が発生しても，一切の責めを負わないも
のとします。

7. 当社は，法律の改正による規約の変更やシステム更新等やむを得ない事由により，
会員に不利益が生じても一切責任を負いません。

8. 本サービスに関して，株式会社パスモは，事由の如何に関わらず一切の責めを負わ
ないものとします。

（規約の優先）
第10条 本規約に定めのない事項については，当社が定める「京急グループプライバシーポ

リシー」，「京急プレミアポイント会員規約」，「京急プレミアポイントwebサービス会
員規約」および「京急プレミアポイントweb会員個人情報特約」によるものとし，本規
約と内容が重複する事項については，本規約が優先されます。

２. PASMOに関する内容は，株式会社パスモの「PASMO取扱規則」,「 PASMO電子マ
ネー取扱規則」および「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」によ
ります。

（合意管轄）
第11条 本サービスに関連して当社と会員，または第2条におけるPASMOの登録手続きを

希望する者との間に生じる一切の紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所
とします。

（規約の発効）
第12条 本会員規約は２０２２年４月１日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年3月16日改定）

ー 京急プレミアポイント規約 ー
（目的）
第1条 京急プレミアポイント規約（以下「本規約」という。）は，京浜急行電鉄株式会社（以下

「当社」という。）が運営するポイントサービスを定めたものです。
（定義）
第2条 当社または当社と提携会社が発行するカードであって，本規約におけるポイント

サービスを受けることができるカードを総称して京急プレミアポイントカード（以下
「カード」という。）の入会をお申込みいただき，当社が入会を認め，会員情報の登録
を完了した方を会員といいます。

2. 会員が京急プレミアポイント加盟店（以下「加盟店」という。）でカードの提示で提供
される場合，または当社と提携会社が発行するカードのクレジット利用額に対して
付与されるポイントおよび京急プレミアポイントwebサイトで登録したPASMOを
PASMO加盟店等で利用することで付与されるポイントを京急プレミアポイント（以
下「ポイント」という。）といいます。ポイントサービス内容の詳細は京急プレミアポイ
ントwebサイトをご確認ください。PASMO加盟店等とは，当社および当社グルー
プ会社ならびに当社と契約するPASMO電子マネー利用加盟店等をいいます。

（会員の優待特典）
第3条 会員は，カードを提示することで，当社と契約した加盟店で，ポイント付与などカード

の付帯サービスおよび優待特典（以下「優待」という。）を利用することができます。
利用できる優待内容については，当社が適切と考える方法により，会員にお知らせ
いたします。

2. 会員は，優待の利用について，ご利用の加盟店に本規約以外の規約がある場合は，
それに従ってご利用いただきます。

3. 会員は，当社が優待の内容を変更または，廃止する場合があることを予め承諾しま
す。

（ポイント付与）
第4条 会員は，ポイント対象となる加盟店等での商品の購入またはサービスのご利用の

際，ご精算前にカードを提示，またはカード番号等の登録をするほか，所定の条件を
満たした場合，その会員に当社が定めるポイントを付与します。

2. ポイント付与の割合は，加盟店ごとに異なります。また，特定の期間，特定の加盟店，
特定の商品，特定の会員向けにポイント付与方法を変更する場合があります。この
場合において，当社および加盟店は一切の責任を負いません。

3. 次の各号の場合は，原則としてポイント付与対象外となります。
（１）ご精算金額が加盟店ごとのポイント付与基準額に満たない場合
（２）ご精算前にカードの提示・申告がなかった場合
（３）他の優待制度をご利用の場合
（４）当社または加盟店がポイント付与対象外と定める売場・商品・サービス，または販

売方法，もしくは支払方法の場合
4. 当社は，当社があらかじめ指定した加盟店においてカードの発行を受けたお客様に
ついて，カードを利用できる加盟店を制限することがあります。この場合，当社は，当
社ホームページまたは加盟店の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法によ
り，当該お客様に通知いたします。

5. 会員がPASMO番号の登録によるポイントサービスを利用するためには，別途定める
「PASMOを利用したポイントサービスに関する規約」に同意するものとします。

（ポイントの積み立て）
第5条 会員が，第４条の定めにより付与されたポイントの積み立ては，原則カード単位で行

います。
2. 前項にかかわらず，次の各号に該当する場合はその限りではありません。
（１）京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT PLUSの家族会員カードに

ポイントが付与された場合
（２）京急プレミアポイントシルバーの家族会員カードでクレジット決済された場合
（３）クレジットカードの更新または再発行により会員が複数のカードを保有した場合
（４）京急プレミアポイントPASMOカードの再発行手続きにより，提携会社から再発

行カードが会員に郵送された場合
3. ポイントは，お支払いが完了したときに付与し，その日から有効となります。ただし，
ご利用の加盟店，またはご利用時間によっては，ポイント付与日がお支払い完了日
の翌営業日以降となる場合があります。

4. ポイントの有効期限は，当該ポイントを付与した日から２年間です。
（ポイント残高照会）
第6条 ポイント残高は「京急プレミアポイント券発行機」（以下「発行機」という。），一部加盟

店のレシート，「京急プレミアポイントwebサイト」（登録制）でご確認いただけます。
（ポイント券の発行）
第7条 ポイントは，発行機により，原則として１ポイントあたり1円の割合で京急プレミアポ

イント券（以下「ポイント券」という。）と引き換えることができます。ポイント券の発
行単位は発行機の設置場所により異なりますので，当社または加盟店にご確認くだ
さい。なお，発行機のご利用時間は，設置場所ごとに定めるものとします。

2. 発行したポイント券の有効期限は，発行日から2か月間とします。なお，有効期間経
過後は，無効といたしますので，必ず券面の有効期間内にご利用ください。

3. 発行したポイント券の再発行はできません。また，発行済のポイント券の盗難・紛
失・滅失等に対しては，当社はその責を一切負いません。

4. ポイント券として発行したポイントを原則，積み立てたポイントに戻すことはできま
せん。

5. カードは発行後すぐにご利用いただけますが，発行機のご利用は申し込み用紙での
新規ご入会受付の場合，約1週間後となります。この間はポイント券の発行はできま
せん。

（ポイント券の利用方法）
第8条 加盟店でお支払いの際，ポイント券の券面額をご優待いたします。

2. ポイント券は，現金と引き換えできません。また，つり銭はお出しできませんので，券
面額以上のお支払にご利用ください。

3. 加盟店によっては，一部ポイント券をご利用いただけない売場・商品・サービスがご
ざいます。

（返品・払い戻し時の処理）
第9条 ポイント付与対象となるお支払いにより購入された商品の返品，またはお申し込み

済のサービス等を払い戻しされる場合は，カードおよび当該商品等に係るレシート
を提示していただきます。この際に，すでに付与したポイントから返品・払い戻し相
当額のポイントを差し引きます。

2. すでにポイント券を発行し，ポイント残高が不足している場合は，ポイント券を回収
またはポイント券相当額の現金を請求させていただきます。

（カードの再発行）
第10条 カードの紛失・盗難・汚損・破損・磁気不良等の理由により，当社が再発行を認めた場

合には，積立ポイント残数，利用累計金額に関する権利を引き続き有効とします。
2. カードの紛失・盗難が発生した場合，第三者に利用されたポイントおよびポイントの
失効について当社，加盟店は一切の責任を負いません。

3. カードの紛失・盗難が生じた場合，会員は，直ちに当社に連絡してください。
（会員資格の喪失）
第11条 会員が次の各号の一にでも該当した時は，会員資格を喪失すると同時に，積立ポイ

ントはすべて消滅するものとします。
（１）退会した場合
（２）この規約に違反したとき
（３）会員が当社または加盟店もしくは京急グループ各社での特典，サービス等を利

用するにあたり不正な行為があったとき
（４）死亡したとき（ただし，京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT 

PLUS・京急プレミアポイントシルバー家族会員カードの積立ポイントを除く）
（５）カードの入会等に際し，氏名，住所，連絡先電話番号等，虚偽の届け出をし，本人

を偽る行為をしたとき
（6）その他，会員として不適切な行為があった場合，または，当社が会員として不適切

と判断したとき
（届出事項の変更）
第12条 会員は，当社に届け出た氏名，住所，電話番号等が変更になった場合，速やかに当社

に届け出るものとします。会員の責任によって届け出内容が不明になった場合，カー
ドの利用停止または退会とする場合があります。

（会員サービスの中止・中断）
第13条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（規約の変更等）
第14条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

（カードの管理）
第15条 会員は，カードに記録されたカード番号，磁気情報等の情報が漏洩したこと等により，

カードの偽造等のおそれがある場合，ただちに当社にその旨を通知するとともに，
当社の指示に従い適切な措置を講じるものとします。カードが偽造等をされたこと
によって会員が受けた不利益等については，当社は一切の責任を負いません。

（個人情報の共同利用）
第16条 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社グループ会社および加

盟店が保護措置を講じたうえで個人情報を共同利用することに同意します。共同利
用に関する公表事項に関しては，当社ホームページ，プライバシーポリシーページ
内の〔「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項〕をご参照ください。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2023年3月16日改定）

ー 京急プレミアポイント専用カード会員規約 ー
（会員資格）
第１条 会員とは，京急プレミアポイント規約および京急プレミアポイント専用カード会員規

約（以下「本規約」といいます）を承諾のうえ，次条の入会手続きをされ，京浜急行電
鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が認めた，「京急プレミアポイントクリスタル
カード」およびその他の当社が発行するポイント専用カード（以下総称して「カード」
といいます。）の発行を受けたお客様をいいます。ただし，満１２歳以上のお客様に限
らせていただきます。また，満１２歳以上のお客様でも当社の判断によりご入会をお
断りする場合がございます｡

（入会）
第２条 当社がお申し込みをされるお客様ご本人にカードを発行・貸与し，お客様ご本人によ

り，当社所定の入会申込書に，自筆で氏名・住所・生年月日・電話番号・性別等の必要
事項（以下「会員情報」といいます。）をご記入していただいた時点か，または当社が
運営する京急プレミアポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内所

定の登録画面において会員情報の登録が完了した時点で入会が完了します。なお，
申し込みの際，本人を確認する証明書・資料等の提示をお願いすることがあります。

（カードの発行）
第3条 当社が入会を認めたお客様には，カードを会員１名につき１枚発行（当社から貸与）し

ます。なお，カードは，会員本人がカード裏面の署名欄に自署し，会員本人の責任で
管理していただきます。

２. カードは，自署した会員本人のみがご利用いただけるものとし，第三者に譲渡，貸与
または担保提供をすることはできません。

３. 企業・法人・その他の団体などの名義ではご入会はできません。
（紛失・盗難）
第4条 カードの紛失・盗難・汚損・毀損などの理由により，会員がカードの再発行を希望し，

かつ当社が認めた場合であって所定の入会手続きをされた会員にカードの再発行
をいたします。

2. 会員がカードを紛失および盗難された場合，当社は一切の責任を負いません。
（退会）
第5条 会員は，当社にカードを返還することで，いつでも退会することができます。この場

合，積立ポイントおよび付与予定となっているポイントは，カード返還と同時に消滅
するものとします。

（規約の変更等）
第6条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb ）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

３. 変更後の本規約の効力発生日以降に会員がポイントサービスを利用したときは，会
員は，本規約の変更に同意したものとみなします。

（反社会的勢力）
第7条 会員は，暴力団，暴力団員，暴力団関係企業，暴力団関係者，その他の反社会的勢力

（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当しないことを表明し，かつ将来にわたり
該当しないことを確約するものとします。

2. 会員が前項に違反した場合，当社は，事前に通知することなく，カードの利用停止ま
たは退会を行うことができるものとします。この場合，会員に生じた損害について，
当社および加盟店は一切の責任を負いません。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2022年3月23日改定）

個人情報の取扱いについて（同意事項）
（入会申込書の取扱い）
第１条 京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，「京急プレミアポイントカー

ド」およびその他の当社が発行するポイントカード（以下総称して「カード」といいま
す。）の会員募集を第三者に委託する場合があります。この場合，委託先はお客様か
らお預かりした入会申込書を厳重に管理の上，直ちに当社に引渡しをします。
当社は申込書の厳重な保管管理を講じ，当社が定める時期に適切な方法により廃棄
処分します。

（個人情報の収集，保有）
第２条 会員は，入会申込書（以下「申込書」といいます。）および当社の運営する京急プレミ

アポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内登録画面に記載された
個人情報ならびに入会後に会員本人から当社に提供された個人情報については，入
会後の管理のために当社が保護措置を講じた上で以下の項目について収集・利用
することに同意します。
（１）お客様氏名，年齢，生年月日，住所，電話番号，メールアドレスならびに会員が申告

した事項
（２）本取引に関する利用履歴
（３）入会後に実施したアンケートなどで取得した情報
（４）お問合せ等により当社が知り得た情報（電話通話内容を含む）

（個人情報の利用，提供）
第３条 会員は，当社が以下の目的のために第2条に定める個人情報を利用することに同意

します。
（１）当社のカード事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用す

る場合
（２）当社以外の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内，新商品情報などのお知らせ，市

場調査，商品開発を当社が提携する企業から受託して行うために利用する場合
（３）当社のマーケティング事業における市場調査・商品開発のために利用する場合
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

2. 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した京急プレミアポイント加盟
店（以下「加盟店」といいます。）へ保護措置を講じた上で第２条に定める個人情報を
以下の利用目的で共同利用することに同意します。
（１）宣伝物等，営業案内
（２）商品に関する案内
（３）商品，市場調査，商品開発
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

3. 前項における個人情報の管理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負いま

す｡
4. 会員は，当社が個人情報の保護措置を講じた上で「京急プレミアポイント」の運営に
伴う事務処理業務等の一部を第三者に委託する（以下「委託業務」といいます。）こと
に同意します。

5. 前項の委託先が変更になった場合は，会員に通知または公表いたします。
（個人情報の公的機関等への提供）
第４条 会員は，当社が個人情報の保護に関する法律等の規定により，公的機関等から会員

の個人情報の提供を求められた場合，および公共の利益のために必要がある場合
に，公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。

（個人情報の開示・訂正・削除）
第５条 会員は，当社に対して，個人情報の保護に関する法律等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。
2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には，当社は速やかに訂正ま
たは削除に応じるものとします。

（個人情報の取扱いに関する不同意）
第６条 当社は，お客様が「入会申込書」，または「 webサイト」による必要事項の届けを希望

しない場合，および本同意条項の全部または一部を承認できない場合，本申込みを
お断りする場合があります。ただし，本同意条項第３条第１項第１号および第２号なら
びに第２項第１号および第２号に同意しない場合については，これを理由に当社が本
申込みをお断りすることはありません。

（利用，提供中止の申出）
第７条 本同意条項第３条の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，会員から利用，提供中止の申し出があった場合は，当社はそれ以降の当
社での利用，他社への提供を中止する措置をとります。

（条項の変更）
第8条 本同意条項は法令の定めるところにより，変更・改定または廃止する場合がありま

す。
（個人情報の取扱いに関するお問合せ）
第9条 個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや，利用・提供中止，その他のご意

見のお申し出に関しましては，当社までお願いいたします。なお，当社および加盟
店では個人情報の徹底を推進するため個人情報保護責任者を設置いたしておりま
す。

（2022年3月23日改定）

ー 京急プレミアポイントwebサービス会員規約 ー
京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，当社が運営する「京急プレミアポイン
トwebサービス」（以下「本サービス」といいます。）上で本サービスの利用登録を行った個人
（以下「会員」といいます。）のご利用について，当社が提供する京急プレミアポイントweb会
員IDおよびパスワード（以下「ID等」といいます。）を利用したすべてのサービス（以下「会員
サービス」といいます。）について，「京急プレミアポイントwebサービス会員規約」（以下「会
員規約」といいます。）を定めます。

（適用範囲）
第１条 会員規約は，当社の京急プレミアポイントwebサイト（以下「webサイト」といいま

す。）における会員サービスのご利用について，当社と会員に適用されるものとしま
す。

2. 当社および当社が会員サービスを提供するために提携する京急プレミアポイント加
盟店等（以下「加盟店」といいます。）が，別途に会員サービスに関して当社が認めた
個別規約を設定する場合があります。また，会員規約と個別規約が異なる場合には，
個別規約を優先するものとします。

3. 会員は，会員サービスを利用するにあたり，会員規約および個別規約を誠実に遵守
するものとします。

（会員登録）
第２条 会員サービスを利用しようとする者（以下「会員希望者」といいます。）は，会員規約

に同意の上，当社が定める所定の会員登録手続きをするものとし，会員となることを
条件として本サービスを利用できるものとします。

２. 当社は，会員が当社に届け出た事項（以下「会員データ」といいます。）について登録
を行います。ただし，当社は，会員希望者（次項の手続き完了により会員となった者
を含む。以下同じ。）が，次の各号の一に該当することが判明した場合には，当該会員
希望者の登録を承認しない，または取り消すことができます。
（１）会員希望者が既に家族カード会員その他所定の会員になっている場合
（２）会員希望者が存在しない場合
（３）会員希望者が日本国外に居住する場合
（４）会員希望者のポイント番号が既に会員になっている場合
（５）会員希望者が過去に会員規約違反等によって，会員資格が停止され，または抹消

されている場合
（６）会員登録手続きに際し，当社に届け出た事項に虚偽・誤記または記入漏れがあっ

た場合
（７）会員規約改定時に改定内容に同意しなかった場合
（8）会員希望者が反社会的勢力もしくは反社会的勢力と何らかの関係を有する者で

あり，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合または反社会的行為を行
い，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合

（注１）「反社会的勢力」とは，暴力団，暴力団員，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総
会屋等，社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等，その他これらに
準ずる者をいう。

（注２）「反社会的行為」とは，自らまたは第三者を利用した次の各号に掲げる行為を
いう。
①暴力的な要求行為
②法的責任を超えた不当な要求行為
③会員サービスのご利用に関して，脅迫的な言動をし，または暴力を用いる

行為
④風説を流布し，偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し，また
は当社の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為
（9）その他，会員希望者を会員とすることを不適当と当社が判断した場合

3. 会員登録手続きは，当社が登録を承認し，登録した旨の通知を会員希望者が届け出
たメールアドレスに当社が送信した時点で完了します。

4. 次の各号により会員に不利益または損害が生じた場合であっても，当社および加盟
店は一切の責任を負いません。
（１）前項の規定により当社が会員登録の不承認または取消しを行った場合
（２）会員による会員データの不備または誤りにより会員サービス利用上の支障が生

じた場合
５. 当社は，個人情報である会員データの扱いについては厳重に取り扱い，外部への
漏洩，不正使用がなされないようにします。個人情報の扱いについては，別途定める
「京急グループプライバシーポリシー」および「京急プレミアポイントweb会員個
人情報特約」に記載されている事項に従います。

（会員の有効期間）
第３条 会員が次の各号の一に該当する場合，当社は事前に会員に何ら通知または催告する

ことなく会員登録を停止し，または抹消することができます。
（１）前条第2項および第９条に定める事由のいずれかに該当することが判明した場

合
（２）住所，メールアドレス等の変更により，連絡が取れなくなった場合
（３）会員規約に違反した場合
（４）その他当社が会員として不適当と判断した場合

（会員データの変更）
第４条 会員は，会員データに変更が生じた場合，速やかに各自で所定の画面から会員デー

タの修正を行うものとします。
2. 会員が前項の修正を怠り，または誤ったことにより，当社からの通知が会員サービス
の利用に支障が生じた場合であっても，当社および加盟店は一切の責任を負いませ
ん。

（会員サービス）
第５条 当社は会員サービスのメニューをいつでも追加し，変更し，または削除することがで

きます。
（１）累積ポイント残高の照会
（２）会員データ照会および変更
（３）当社および加盟店に関するお知らせメール
（４）当社および加盟店が実施するキャンペーン情報
（５）当社および加盟店会社所定のサービス
（６）当社が提携する第三者による所定の会員サービス
（７）PASMO番号の登録

2. 会員の年齢，居住地，前項各号に掲げる会員サービスの利用実績，当社が実施する
キャンペーンへの応募実績などの違いにより，当社は特定の会員に対してのみ情報
を提供する場合があります。会員は，加盟店において，会員サービスを利用する場
合，会員規約などのほか，会員サービスに関する規約などに従うものとし，当社は，会
員サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

（会員サービスの中止・中断）
第６条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（会員ID・パスワードの管理）
第７条 当社は，入力された会員ID等の一致を確認することにより，その入力者を会員本人

とみなします。ただし，会員IDは会員登録時に入力するポイントカード番号とし，パス
ワードは会員登録時に設定するものとします。

２. 会員は，第三者に知られないよう，善良なる管理者の注意をもって会員ID等を管理
していただきます。また，会員ID等を他人に貸与，譲渡するなどの行為はできませ
ん。

３. 会員は，会員ID等を盗まれたり，第三者に使用されていることを知った場合には，直
ちにその旨を当社に連絡するとともに，当社からの指示がある場合には，これに従う
ものとします。当社への連絡の先後を問わず，第三者が会員になりすまして会員ID
等や会員サービスを使用された場合に生じる損害は，会員ご自身にご負担頂くもの
とし，当社は一切責任を負いません。

4. 会員は，パスワードを忘れたことにより会員サービスを利用できなくなった場合は，
当社が用意する所定の画面にてパスワードの請求操作を行い，当社は，登録されて
いるメールアドレスにパスワードを送信します。

5. 会員が会員の都合により，登録されているメールアドレスおよびPASMO番号を変
更する場合には，会員規約第４条に従い，会員自ら修正するものとします。

（会員の自己責任）
第８条 会員が会員サービスを利用するにあたり，自ら行った行為および自己の会員ID等に

よりなされた一切の行為ならびにそれらに伴う結果について，自らの行為の有無，過
失の有無を問わず，会員はその責任を負うものとします。

２. 会員が会員サービスを利用するにあたり第三者に損害を与えた場合，会員は自己の
責任と負担において当該第三者との紛争の解決を行うものとします。

３. 会員が会員規約に違反して当社および加盟店に損害を与えた場合，当社および加

盟店は当該会員に対して，被った損害の賠償を請求できるものとします。
（禁止事項）
第９条 会員は，会員登録または会員サービスの利用において，以下の行為を行わないもの

とします。
（１）虚偽の情報を登録する行為
（２）会員サービス提供者の著作権，商標権その他の知的財産権の権利を侵害するお

それのある行為
（３）会員サービス提供者を誹謗中傷し，その名誉，信用を傷つけるおそれのある行為
（４）会員サービス提供者に不利益または損害を与え，業務等を阻害するおそれのあ

る行為
（５）法令または公序良俗に違反する行為，または違反するおそれのある行為
（６）会員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
（７）第三者になりすまして前各号に定める行為を行う一切の行為
（８）その他，当社が不適切と判断する一切の行為

（会員規約の変更）
第１０条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，会員規約を変更することができます。

（１）会員規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）会員規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内

容の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであ
るとき

２. 当社は前項による会員規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポ
イントweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方
法により，会員に通知し周知いたします。

（会員への公表および通知）
第１１条 当社から会員への公表および通知は，当社のサイト上への掲示，登録されている

メールアドレスへの電子メールの送信，またはその他当社が適当と認める方法によ
り行います。

2. 前項の公表が当社のサイト上への掲示で行われる場合，当社のサイトに掲示された
時をもって公表が完了したものとみなします。

3. 第１項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールア
ドレスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（退会）
第１２条 退会は，当社が会員からの届け出を受け，当社で必要な手続きをした時点で完了し

ます。
2. 会員が死亡した場合は，その時点で退会したものとみなします。

（準拠法）
第１３条 会員と当社との諸契約に関する準拠法は，すべて日本法が適用されるものとしま

す。
（規約の発効）
第１４条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年３月16日改定）

ー 京急プレミアポイントweb会員個人情報特約 ー
（適用範囲）
第１条 本特約は，京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が，別に定める「京急プ

レミアポイントweb会員規約」に則り，会員の個人情報の取扱いについて定めたも
のです。本特約に関する用語の定義は「京急プレミアポイントweb会員規約」に従う
ものとします。

（個人情報の収集・利用）
第２条 会員は，当社が下記の個人情報を，下記の目的のために収集・利用することに同意し

ます。
【収集・利用する個人情報】

（１）会員規約第２条の定めにしたがって登録した，会員の氏名，生年月日，性別，住所，
電話番号，メールアドレス

（２）当社および加盟店のサービスの利用状況
（３）その他会員サービスの利用状況
（４）上記以外で，会員が当社に届け出た事項

【利用目的】
（１）会員規約に定める会員サービスを提供させていただくため（宅配業者等へ商品

等の発送を依頼する場合を含みます。）
（２）お問い合わせ・ご意見に対する質問にご回答をさせていただくため
（３）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（４）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けさせていただくため
（５）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満

足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため
（６）市場調査やその他の調査分析を実施するため
（７）公的機関等から会員の個人情報の提供を求められた場合，およびそれに準ずる

公共の利益のため必要がある場合に，公的機関等へ個人情報を提供するため
（個人情報の第三者への提供）
第３条 当社は，前項に記載した個人情報の利用目的に該当する場合または次のいずれかに

該当する場合を除き，あらかじめ会員の同意を得ることなく，個人情報を第三者に提
供しません。
（１）法令に基づく場合
（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
（共同利用）
第４条 会員は，京浜急行電鉄株式会社が，第２条に定める個人情報を，保護措置を講じたう

えで加盟店と以下の目的で，共同で利用することに同意します｡なお，個人情報の管
理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負います｡

【目的】
第２条【利用目的】（３）から（６）のために，第２条【収集・利用する個人情報】の各号の
情報を提供することがあります。

（個人情報の管理体制）
第５条 当社は，会員の個人情報の取扱いに関する個人情報取扱い責任者を定め，個人情報

の適正な管理を実施します。
２. 当社は，会員の個人情報を第２条に定める利用目的の達成に必要な範囲内におい
て，当社が業務を委託する第三者に提供することがあります。

３. 当社は従業員，業務委託先に対し，個人情報の保護および適正な管理方法について
の指導を実施し，日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

（特約の変更）
第６条 当社は，事前に会員に通知することなくこの特約を変更できるものとします。この変

更は，別途定める場合を除き，当社のwebサイト上において掲示により公表するも
のとします。

２. 前項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールアド
レスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（特約の発効）
第７条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。
（2022年３月23日改定）

以上

ー PASMOを利用したポイントサービスに関する規約 ー
PASMOを利用したポイントサービスに関する規約（以下「本規約」といいます。）は，京浜
急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が運営する京急プレミアポイントにおいて，
PASMOを利用したポイントサービス（以下「本サービス」といいます。）および会員の個人情
報の取り扱いについて定めるものです。本サービスをご利用ないしは利用登録する方は本規
約に同意したものとします。

（適用範囲）
第１条 本規約は，京急プレミアポイント会員（以下「会員」といいます。）が，京急プレミアポ

イントwebサイト（以下「webサイト」といいます。）においてPASMO番号を所定の
方法で登録する場合に適用されるものとします。PASMO番号とは，PASMOに割り
当てられた17桁の文字列をいいます。

（PASMOの登録）
第２条 会員は，webサイトにて，PASMO番号の登録を行うものとします。
２. 登録は，webサイトマイページ内「登録情報」において，登録または登録変更が更新
された時点で完了するものとします。

3. 登録が可能なPASMO番号は，会員本人名義のPASMOのものに限ります。ただし，
無記名PASMOにおいては会員本人が所有するものとします。

4. 会員1人が同時に複数のPASMO番号を登録することはできません。
5. 本サービスに登録したPASMO（以下「登録PASMO 」といいます。）の変更を希望す
る場合，第１項および第２項の手続きを行うものとします。

（ポイントの付与）
第３条 登録PASMOを利用し，PASMO加盟店等で登録PASMOを利用することで，ポイ

ントが付与されます。PASMO加盟店等とは，当社，当社グループ会社および当社
と契約するPASMO電子マネー利用加盟店をいいます。

２. 原則，第２条第１項および第２項が完了した時点からポイント付与の対象となります。
ただし，サービスの種類によってはこの限りではありません。

3. 購入金額およびサービス内容ならびに各種サービスの登録状況や条件により，ポイ
ント付与を行わない場合があります。本サービス内容の詳細については，webサイ
トをご確認ください。

4. あらゆる事由によって登録PASMOが利用できない際，当該利用に対してポイント
付与がなされない場合があります。ポイントが付与されなかった場合でも当社は一
切の責任を負いません。

（データの提供）
第４条 会員は，登録PASMOに関する情報のうち，PASMO加盟店等での電子マネー取引

データおよび，鉄道・バス利用データやチャージ・再発行等によるPASMO利用デー
タのほか，株式会社パスモから提供される一切の個人情報（生存する個人に関する
情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個
人を識別することができるものをいいます。また，障がい者用PASMOについては，
ご登録いただいた障がい者情報も含まれます。）を，第5条および第6条に定める目
的のために，株式会社パスモが当社に提供することに同意します。

２. 会員は，当社が前項で取得した情報を，第5条および第6条に定める目的のために，
当社に会員が直接提供した個人情報と紐づけて利用することに同意します。

（個人情報等の収集，保有，利用等）
第５条 当社は，本サービスの提供のために，第４条第１項で定めた株式会社パスモから提供

されるデータを含む以下の個人情報（以下「個人情報等」といいます。）を当社が安
全管理措置を講じたうえで収集，保有します。
〈収集，保有する個人情報等〉
登録PASMOの取引履歴を含む一切の会員に関する情報（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. 当社は，第４条および前１項で定めた個人情報等を以下の目的のために利用します。
（１）会員データ登録内容の確認のため
（２）本サービス等の提供のため（宅配業者等へ商品等の発送を依頼する場合を含み

ます。）
（3）お問い合わせ・ご意見に対する質問への回答のため
（4）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（5）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けするため

（6）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満
足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため

（7）市場調査やその他の調査分析，広報宣伝，マーケティングおよび各事業に係る
サービス向上の検討とその他目的のため

（8）地方公共団体および官公庁等行政機関と共同で，住民サービスの向上や定量的
な根拠に基づく政策立案に活用するため

3. 当社が本サービスの業務を第三者に委託する場合，当社が個人情報等の安全管理
措置を講じたうえで，収集した個人情報等を業務委託先に預託できるものとします。

4. 会員は，第2項の利用目的のため，退会手続きの完了後であっても，個人情報等を当
社が保有する場合があることに同意します。

（個人情報等の提供）
第６条 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，第5条第2項

に定める目的のため，必要な限度において，PASMO加盟店等へ提供することに同
意します。

２. 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，個人情報等の
保護に関する法律（個人情報保護法）やその他の関係法令等を遵守し，個人情報等
のうち特定の個人を識別できないように加工したうえで，第5条第2項（7）に定める
目的のため，すべてのPASMO加盟店等へ提供することに同意します。なお，特定の
個人を識別できないように加工した情報を作成・提供する際は，webサイトで公表
するものととします。

3. 次の各号に掲げる場合は，会員の同意を得ることなく，第三者に個人情報を提供す
る場合があります。
（1）法令に基づく場合
（2）人（法人を含む。）の生命，身体又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場合
（3）公衆衛生の向上又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場合
（4）国の機関若しくは地方公共団体又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場合

（個人情報等の共同利用）
第7条 当社および京急プレミアポイント加盟店は，次の各号に掲げる個人情報等を，第5条

第2項（1）から（7）に掲げた目的の範囲内で共同して利用します。
（1）当社へ直接提供した，氏名，住所，電話番号，生年月日，性別，e-mailアドレス,

PASMO番号等，会員が当社へ直接提供した情報
（2）第4条で定めた，株式会社パスモから提供される情報

２. 当社および京急プレミアポイント加盟店は，共同利用する会員等の個人情報を厳正
に管理し，会員のプライバシー保護について十分に注意を払います。なお，個人情報
等についての責任者は京浜急行電鉄株式会社とし，その代表者および住所につい
ては当社ホームページに記載の「個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項」
をご参照ください。

（規約の変更）
第８条 当社は，事前に会員に通知することなく本規約を変更できるものとします。当該変更

は，当社ホームページへの掲示，その他当社が適切と考える方法により告知するこ
ととし，当該会員は変更内容に同意したものとします。

（免責事項）
第９条 当社は，当社の故意または重過失による場合を除き，本サービスに起因して発生し

た会員の損害については，一切の責めを負わないものとします。
２. 当社は，当社の運営上の都合や障害の発生等により，本サービスによるポイントの
付与を一時的に中断または休止する場合があります。

3. 前項の場合において，登録 PASMOが利用できないことによって，当該利用に対す
るポイントの付与がなされない場合があります。

4. 当社は，ポイント付与条件を事前に会員に通知することなく変更ができるものとしま
す。この場合，会員は，当社の決定に従うものとします。

5. 当社は，当社の運営上の都合により，本サービスを廃止する場合があります。
6. 当社は，前３項の場合において，会員に損害が発生しても，一切の責めを負わないも
のとします。

7. 当社は，法律の改正による規約の変更やシステム更新等やむを得ない事由により，
会員に不利益が生じても一切責任を負いません。

8. 本サービスに関して，株式会社パスモは，事由の如何に関わらず一切の責めを負わ
ないものとします。

（規約の優先）
第10条 本規約に定めのない事項については，当社が定める「京急グループプライバシーポ

リシー」，「京急プレミアポイント会員規約」，「京急プレミアポイントwebサービス会
員規約」および「京急プレミアポイントweb会員個人情報特約」によるものとし，本規
約と内容が重複する事項については，本規約が優先されます。

２. PASMOに関する内容は，株式会社パスモの「PASMO取扱規則」,「 PASMO電子マ
ネー取扱規則」および「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」によ
ります。

（合意管轄）
第11条 本サービスに関連して当社と会員，または第2条におけるPASMOの登録手続きを

希望する者との間に生じる一切の紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所
とします。

（規約の発効）
第12条 本会員規約は２０２２年４月１日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年3月16日改定）
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ー 京急プレミアポイント規約 ー
（目的）
第1条 京急プレミアポイント規約（以下「本規約」という。）は，京浜急行電鉄株式会社（以下

「当社」という。）が運営するポイントサービスを定めたものです。
（定義）
第2条 当社または当社と提携会社が発行するカードであって，本規約におけるポイント

サービスを受けることができるカードを総称して京急プレミアポイントカード（以下
「カード」という。）の入会をお申込みいただき，当社が入会を認め，会員情報の登録
を完了した方を会員といいます。

2. 会員が京急プレミアポイント加盟店（以下「加盟店」という。）でカードの提示で提供
される場合，または当社と提携会社が発行するカードのクレジット利用額に対して
付与されるポイントおよび京急プレミアポイントwebサイトで登録したPASMOを
PASMO加盟店等で利用することで付与されるポイントを京急プレミアポイント（以
下「ポイント」という。）といいます。ポイントサービス内容の詳細は京急プレミアポイ
ントwebサイトをご確認ください。PASMO加盟店等とは，当社および当社グルー
プ会社ならびに当社と契約するPASMO電子マネー利用加盟店等をいいます。

（会員の優待特典）
第3条 会員は，カードを提示することで，当社と契約した加盟店で，ポイント付与などカード

の付帯サービスおよび優待特典（以下「優待」という。）を利用することができます。
利用できる優待内容については，当社が適切と考える方法により，会員にお知らせ
いたします。

2. 会員は，優待の利用について，ご利用の加盟店に本規約以外の規約がある場合は，
それに従ってご利用いただきます。

3. 会員は，当社が優待の内容を変更または，廃止する場合があることを予め承諾しま
す。

（ポイント付与）
第4条 会員は，ポイント対象となる加盟店等での商品の購入またはサービスのご利用の

際，ご精算前にカードを提示，またはカード番号等の登録をするほか，所定の条件を
満たした場合，その会員に当社が定めるポイントを付与します。

2. ポイント付与の割合は，加盟店ごとに異なります。また，特定の期間，特定の加盟店，
特定の商品，特定の会員向けにポイント付与方法を変更する場合があります。この
場合において，当社および加盟店は一切の責任を負いません。

3. 次の各号の場合は，原則としてポイント付与対象外となります。
（１）ご精算金額が加盟店ごとのポイント付与基準額に満たない場合
（２）ご精算前にカードの提示・申告がなかった場合
（３）他の優待制度をご利用の場合
（４）当社または加盟店がポイント付与対象外と定める売場・商品・サービス，または販

売方法，もしくは支払方法の場合
4. 当社は，当社があらかじめ指定した加盟店においてカードの発行を受けたお客様に
ついて，カードを利用できる加盟店を制限することがあります。この場合，当社は，当
社ホームページまたは加盟店の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法によ
り，当該お客様に通知いたします。

5. 会員がPASMO番号の登録によるポイントサービスを利用するためには，別途定める
「PASMOを利用したポイントサービスに関する規約」に同意するものとします。

（ポイントの積み立て）
第5条 会員が，第４条の定めにより付与されたポイントの積み立ては，原則カード単位で行

います。
2. 前項にかかわらず，次の各号に該当する場合はその限りではありません。
（１）京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT PLUSの家族会員カードに

ポイントが付与された場合
（２）京急プレミアポイントシルバーの家族会員カードでクレジット決済された場合
（３）クレジットカードの更新または再発行により会員が複数のカードを保有した場合
（４）京急プレミアポイントPASMOカードの再発行手続きにより，提携会社から再発

行カードが会員に郵送された場合
3. ポイントは，お支払いが完了したときに付与し，その日から有効となります。ただし，
ご利用の加盟店，またはご利用時間によっては，ポイント付与日がお支払い完了日
の翌営業日以降となる場合があります。

4. ポイントの有効期限は，当該ポイントを付与した日から２年間です。
（ポイント残高照会）
第6条 ポイント残高は「京急プレミアポイント券発行機」（以下「発行機」という。），一部加盟

店のレシート，「京急プレミアポイントwebサイト」（登録制）でご確認いただけます。
（ポイント券の発行）
第7条 ポイントは，発行機により，原則として１ポイントあたり1円の割合で京急プレミアポ

イント券（以下「ポイント券」という。）と引き換えることができます。ポイント券の発
行単位は発行機の設置場所により異なりますので，当社または加盟店にご確認くだ
さい。なお，発行機のご利用時間は，設置場所ごとに定めるものとします。

2. 発行したポイント券の有効期限は，発行日から2か月間とします。なお，有効期間経
過後は，無効といたしますので，必ず券面の有効期間内にご利用ください。

3. 発行したポイント券の再発行はできません。また，発行済のポイント券の盗難・紛
失・滅失等に対しては，当社はその責を一切負いません。

4. ポイント券として発行したポイントを原則，積み立てたポイントに戻すことはできま
せん。

5. カードは発行後すぐにご利用いただけますが，発行機のご利用は申し込み用紙での
新規ご入会受付の場合，約1週間後となります。この間はポイント券の発行はできま
せん。

（ポイント券の利用方法）
第8条 加盟店でお支払いの際，ポイント券の券面額をご優待いたします。

2. ポイント券は，現金と引き換えできません。また，つり銭はお出しできませんので，券
面額以上のお支払にご利用ください。

3. 加盟店によっては，一部ポイント券をご利用いただけない売場・商品・サービスがご
ざいます。

（返品・払い戻し時の処理）
第9条 ポイント付与対象となるお支払いにより購入された商品の返品，またはお申し込み

済のサービス等を払い戻しされる場合は，カードおよび当該商品等に係るレシート
を提示していただきます。この際に，すでに付与したポイントから返品・払い戻し相
当額のポイントを差し引きます。

2. すでにポイント券を発行し，ポイント残高が不足している場合は，ポイント券を回収
またはポイント券相当額の現金を請求させていただきます。

（カードの再発行）
第10条 カードの紛失・盗難・汚損・破損・磁気不良等の理由により，当社が再発行を認めた場

合には，積立ポイント残数，利用累計金額に関する権利を引き続き有効とします。
2. カードの紛失・盗難が発生した場合，第三者に利用されたポイントおよびポイントの
失効について当社，加盟店は一切の責任を負いません。

3. カードの紛失・盗難が生じた場合，会員は，直ちに当社に連絡してください。
（会員資格の喪失）
第11条 会員が次の各号の一にでも該当した時は，会員資格を喪失すると同時に，積立ポイ

ントはすべて消滅するものとします。
（１）退会した場合
（２）この規約に違反したとき
（３）会員が当社または加盟店もしくは京急グループ各社での特典，サービス等を利

用するにあたり不正な行為があったとき
（４）死亡したとき（ただし，京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT 

PLUS・京急プレミアポイントシルバー家族会員カードの積立ポイントを除く）
（５）カードの入会等に際し，氏名，住所，連絡先電話番号等，虚偽の届け出をし，本人

を偽る行為をしたとき
（6）その他，会員として不適切な行為があった場合，または，当社が会員として不適切

と判断したとき
（届出事項の変更）
第12条 会員は，当社に届け出た氏名，住所，電話番号等が変更になった場合，速やかに当社

に届け出るものとします。会員の責任によって届け出内容が不明になった場合，カー
ドの利用停止または退会とする場合があります。

（会員サービスの中止・中断）
第13条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（規約の変更等）
第14条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

（カードの管理）
第15条 会員は，カードに記録されたカード番号，磁気情報等の情報が漏洩したこと等により，

カードの偽造等のおそれがある場合，ただちに当社にその旨を通知するとともに，
当社の指示に従い適切な措置を講じるものとします。カードが偽造等をされたこと
によって会員が受けた不利益等については，当社は一切の責任を負いません。

（個人情報の共同利用）
第16条 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社グループ会社および加

盟店が保護措置を講じたうえで個人情報を共同利用することに同意します。共同利
用に関する公表事項に関しては，当社ホームページ，プライバシーポリシーページ
内の〔「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項〕をご参照ください。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2023年3月16日改定）

ー 京急プレミアポイント専用カード会員規約 ー
（会員資格）
第１条 会員とは，京急プレミアポイント規約および京急プレミアポイント専用カード会員規

約（以下「本規約」といいます）を承諾のうえ，次条の入会手続きをされ，京浜急行電
鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が認めた，「京急プレミアポイントクリスタル
カード」およびその他の当社が発行するポイント専用カード（以下総称して「カード」
といいます。）の発行を受けたお客様をいいます。ただし，満１２歳以上のお客様に限
らせていただきます。また，満１２歳以上のお客様でも当社の判断によりご入会をお
断りする場合がございます｡

（入会）
第２条 当社がお申し込みをされるお客様ご本人にカードを発行・貸与し，お客様ご本人によ

り，当社所定の入会申込書に，自筆で氏名・住所・生年月日・電話番号・性別等の必要
事項（以下「会員情報」といいます。）をご記入していただいた時点か，または当社が
運営する京急プレミアポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内所

定の登録画面において会員情報の登録が完了した時点で入会が完了します。なお，
申し込みの際，本人を確認する証明書・資料等の提示をお願いすることがあります。

（カードの発行）
第3条 当社が入会を認めたお客様には，カードを会員１名につき１枚発行（当社から貸与）し

ます。なお，カードは，会員本人がカード裏面の署名欄に自署し，会員本人の責任で
管理していただきます。

２. カードは，自署した会員本人のみがご利用いただけるものとし，第三者に譲渡，貸与
または担保提供をすることはできません。

３. 企業・法人・その他の団体などの名義ではご入会はできません。
（紛失・盗難）
第4条 カードの紛失・盗難・汚損・毀損などの理由により，会員がカードの再発行を希望し，

かつ当社が認めた場合であって所定の入会手続きをされた会員にカードの再発行
をいたします。

2. 会員がカードを紛失および盗難された場合，当社は一切の責任を負いません。
（退会）
第5条 会員は，当社にカードを返還することで，いつでも退会することができます。この場

合，積立ポイントおよび付与予定となっているポイントは，カード返還と同時に消滅
するものとします。

（規約の変更等）
第6条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb ）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

３. 変更後の本規約の効力発生日以降に会員がポイントサービスを利用したときは，会
員は，本規約の変更に同意したものとみなします。

（反社会的勢力）
第7条 会員は，暴力団，暴力団員，暴力団関係企業，暴力団関係者，その他の反社会的勢力

（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当しないことを表明し，かつ将来にわたり
該当しないことを確約するものとします。

2. 会員が前項に違反した場合，当社は，事前に通知することなく，カードの利用停止ま
たは退会を行うことができるものとします。この場合，会員に生じた損害について，
当社および加盟店は一切の責任を負いません。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2022年3月23日改定）

個人情報の取扱いについて（同意事項）
（入会申込書の取扱い）
第１条 京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，「京急プレミアポイントカー

ド」およびその他の当社が発行するポイントカード（以下総称して「カード」といいま
す。）の会員募集を第三者に委託する場合があります。この場合，委託先はお客様か
らお預かりした入会申込書を厳重に管理の上，直ちに当社に引渡しをします。
当社は申込書の厳重な保管管理を講じ，当社が定める時期に適切な方法により廃棄
処分します。

（個人情報の収集，保有）
第２条 会員は，入会申込書（以下「申込書」といいます。）および当社の運営する京急プレミ

アポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内登録画面に記載された
個人情報ならびに入会後に会員本人から当社に提供された個人情報については，入
会後の管理のために当社が保護措置を講じた上で以下の項目について収集・利用
することに同意します。
（１）お客様氏名，年齢，生年月日，住所，電話番号，メールアドレスならびに会員が申告

した事項
（２）本取引に関する利用履歴
（３）入会後に実施したアンケートなどで取得した情報
（４）お問合せ等により当社が知り得た情報（電話通話内容を含む）

（個人情報の利用，提供）
第３条 会員は，当社が以下の目的のために第2条に定める個人情報を利用することに同意

します。
（１）当社のカード事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用す

る場合
（２）当社以外の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内，新商品情報などのお知らせ，市

場調査，商品開発を当社が提携する企業から受託して行うために利用する場合
（３）当社のマーケティング事業における市場調査・商品開発のために利用する場合
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

2. 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した京急プレミアポイント加盟
店（以下「加盟店」といいます。）へ保護措置を講じた上で第２条に定める個人情報を
以下の利用目的で共同利用することに同意します。
（１）宣伝物等，営業案内
（２）商品に関する案内
（３）商品，市場調査，商品開発
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

3. 前項における個人情報の管理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負いま

す｡
4. 会員は，当社が個人情報の保護措置を講じた上で「京急プレミアポイント」の運営に
伴う事務処理業務等の一部を第三者に委託する（以下「委託業務」といいます。）こと
に同意します。

5. 前項の委託先が変更になった場合は，会員に通知または公表いたします。
（個人情報の公的機関等への提供）
第４条 会員は，当社が個人情報の保護に関する法律等の規定により，公的機関等から会員

の個人情報の提供を求められた場合，および公共の利益のために必要がある場合
に，公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。

（個人情報の開示・訂正・削除）
第５条 会員は，当社に対して，個人情報の保護に関する法律等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。
2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には，当社は速やかに訂正ま
たは削除に応じるものとします。

（個人情報の取扱いに関する不同意）
第６条 当社は，お客様が「入会申込書」，または「 webサイト」による必要事項の届けを希望

しない場合，および本同意条項の全部または一部を承認できない場合，本申込みを
お断りする場合があります。ただし，本同意条項第３条第１項第１号および第２号なら
びに第２項第１号および第２号に同意しない場合については，これを理由に当社が本
申込みをお断りすることはありません。

（利用，提供中止の申出）
第７条 本同意条項第３条の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，会員から利用，提供中止の申し出があった場合は，当社はそれ以降の当
社での利用，他社への提供を中止する措置をとります。

（条項の変更）
第8条 本同意条項は法令の定めるところにより，変更・改定または廃止する場合がありま

す。
（個人情報の取扱いに関するお問合せ）
第9条 個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや，利用・提供中止，その他のご意

見のお申し出に関しましては，当社までお願いいたします。なお，当社および加盟
店では個人情報の徹底を推進するため個人情報保護責任者を設置いたしておりま
す。

（2022年3月23日改定）

ー 京急プレミアポイントwebサービス会員規約 ー
京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，当社が運営する「京急プレミアポイン
トwebサービス」（以下「本サービス」といいます。）上で本サービスの利用登録を行った個人
（以下「会員」といいます。）のご利用について，当社が提供する京急プレミアポイントweb会
員IDおよびパスワード（以下「ID等」といいます。）を利用したすべてのサービス（以下「会員
サービス」といいます。）について，「京急プレミアポイントwebサービス会員規約」（以下「会
員規約」といいます。）を定めます。

（適用範囲）
第１条 会員規約は，当社の京急プレミアポイントwebサイト（以下「webサイト」といいま

す。）における会員サービスのご利用について，当社と会員に適用されるものとしま
す。

2. 当社および当社が会員サービスを提供するために提携する京急プレミアポイント加
盟店等（以下「加盟店」といいます。）が，別途に会員サービスに関して当社が認めた
個別規約を設定する場合があります。また，会員規約と個別規約が異なる場合には，
個別規約を優先するものとします。

3. 会員は，会員サービスを利用するにあたり，会員規約および個別規約を誠実に遵守
するものとします。

（会員登録）
第２条 会員サービスを利用しようとする者（以下「会員希望者」といいます。）は，会員規約

に同意の上，当社が定める所定の会員登録手続きをするものとし，会員となることを
条件として本サービスを利用できるものとします。

２. 当社は，会員が当社に届け出た事項（以下「会員データ」といいます。）について登録
を行います。ただし，当社は，会員希望者（次項の手続き完了により会員となった者
を含む。以下同じ。）が，次の各号の一に該当することが判明した場合には，当該会員
希望者の登録を承認しない，または取り消すことができます。
（１）会員希望者が既に家族カード会員その他所定の会員になっている場合
（２）会員希望者が存在しない場合
（３）会員希望者が日本国外に居住する場合
（４）会員希望者のポイント番号が既に会員になっている場合
（５）会員希望者が過去に会員規約違反等によって，会員資格が停止され，または抹消

されている場合
（６）会員登録手続きに際し，当社に届け出た事項に虚偽・誤記または記入漏れがあっ

た場合
（７）会員規約改定時に改定内容に同意しなかった場合
（8）会員希望者が反社会的勢力もしくは反社会的勢力と何らかの関係を有する者で

あり，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合または反社会的行為を行
い，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合

（注１）「反社会的勢力」とは，暴力団，暴力団員，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総
会屋等，社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等，その他これらに
準ずる者をいう。

（注２）「反社会的行為」とは，自らまたは第三者を利用した次の各号に掲げる行為を
いう。
①暴力的な要求行為
②法的責任を超えた不当な要求行為
③会員サービスのご利用に関して，脅迫的な言動をし，または暴力を用いる

行為
④風説を流布し，偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し，また
は当社の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為
（9）その他，会員希望者を会員とすることを不適当と当社が判断した場合

3. 会員登録手続きは，当社が登録を承認し，登録した旨の通知を会員希望者が届け出
たメールアドレスに当社が送信した時点で完了します。

4. 次の各号により会員に不利益または損害が生じた場合であっても，当社および加盟
店は一切の責任を負いません。
（１）前項の規定により当社が会員登録の不承認または取消しを行った場合
（２）会員による会員データの不備または誤りにより会員サービス利用上の支障が生

じた場合
５. 当社は，個人情報である会員データの扱いについては厳重に取り扱い，外部への
漏洩，不正使用がなされないようにします。個人情報の扱いについては，別途定める
「京急グループプライバシーポリシー」および「京急プレミアポイントweb会員個
人情報特約」に記載されている事項に従います。

（会員の有効期間）
第３条 会員が次の各号の一に該当する場合，当社は事前に会員に何ら通知または催告する

ことなく会員登録を停止し，または抹消することができます。
（１）前条第2項および第９条に定める事由のいずれかに該当することが判明した場

合
（２）住所，メールアドレス等の変更により，連絡が取れなくなった場合
（３）会員規約に違反した場合
（４）その他当社が会員として不適当と判断した場合

（会員データの変更）
第４条 会員は，会員データに変更が生じた場合，速やかに各自で所定の画面から会員デー

タの修正を行うものとします。
2. 会員が前項の修正を怠り，または誤ったことにより，当社からの通知が会員サービス
の利用に支障が生じた場合であっても，当社および加盟店は一切の責任を負いませ
ん。

（会員サービス）
第５条 当社は会員サービスのメニューをいつでも追加し，変更し，または削除することがで

きます。
（１）累積ポイント残高の照会
（２）会員データ照会および変更
（３）当社および加盟店に関するお知らせメール
（４）当社および加盟店が実施するキャンペーン情報
（５）当社および加盟店会社所定のサービス
（６）当社が提携する第三者による所定の会員サービス
（７）PASMO番号の登録

2. 会員の年齢，居住地，前項各号に掲げる会員サービスの利用実績，当社が実施する
キャンペーンへの応募実績などの違いにより，当社は特定の会員に対してのみ情報
を提供する場合があります。会員は，加盟店において，会員サービスを利用する場
合，会員規約などのほか，会員サービスに関する規約などに従うものとし，当社は，会
員サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

（会員サービスの中止・中断）
第６条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（会員ID・パスワードの管理）
第７条 当社は，入力された会員ID等の一致を確認することにより，その入力者を会員本人

とみなします。ただし，会員IDは会員登録時に入力するポイントカード番号とし，パス
ワードは会員登録時に設定するものとします。

２. 会員は，第三者に知られないよう，善良なる管理者の注意をもって会員ID等を管理
していただきます。また，会員ID等を他人に貸与，譲渡するなどの行為はできませ
ん。

３. 会員は，会員ID等を盗まれたり，第三者に使用されていることを知った場合には，直
ちにその旨を当社に連絡するとともに，当社からの指示がある場合には，これに従う
ものとします。当社への連絡の先後を問わず，第三者が会員になりすまして会員ID
等や会員サービスを使用された場合に生じる損害は，会員ご自身にご負担頂くもの
とし，当社は一切責任を負いません。

4. 会員は，パスワードを忘れたことにより会員サービスを利用できなくなった場合は，
当社が用意する所定の画面にてパスワードの請求操作を行い，当社は，登録されて
いるメールアドレスにパスワードを送信します。

5. 会員が会員の都合により，登録されているメールアドレスおよびPASMO番号を変
更する場合には，会員規約第４条に従い，会員自ら修正するものとします。

（会員の自己責任）
第８条 会員が会員サービスを利用するにあたり，自ら行った行為および自己の会員ID等に

よりなされた一切の行為ならびにそれらに伴う結果について，自らの行為の有無，過
失の有無を問わず，会員はその責任を負うものとします。

２. 会員が会員サービスを利用するにあたり第三者に損害を与えた場合，会員は自己の
責任と負担において当該第三者との紛争の解決を行うものとします。

３. 会員が会員規約に違反して当社および加盟店に損害を与えた場合，当社および加

盟店は当該会員に対して，被った損害の賠償を請求できるものとします。
（禁止事項）
第９条 会員は，会員登録または会員サービスの利用において，以下の行為を行わないもの

とします。
（１）虚偽の情報を登録する行為
（２）会員サービス提供者の著作権，商標権その他の知的財産権の権利を侵害するお

それのある行為
（３）会員サービス提供者を誹謗中傷し，その名誉，信用を傷つけるおそれのある行為
（４）会員サービス提供者に不利益または損害を与え，業務等を阻害するおそれのあ

る行為
（５）法令または公序良俗に違反する行為，または違反するおそれのある行為
（６）会員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
（７）第三者になりすまして前各号に定める行為を行う一切の行為
（８）その他，当社が不適切と判断する一切の行為

（会員規約の変更）
第１０条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，会員規約を変更することができます。

（１）会員規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）会員規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内

容の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであ
るとき

２. 当社は前項による会員規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポ
イントweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方
法により，会員に通知し周知いたします。

（会員への公表および通知）
第１１条 当社から会員への公表および通知は，当社のサイト上への掲示，登録されている

メールアドレスへの電子メールの送信，またはその他当社が適当と認める方法によ
り行います。

2. 前項の公表が当社のサイト上への掲示で行われる場合，当社のサイトに掲示された
時をもって公表が完了したものとみなします。

3. 第１項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールア
ドレスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（退会）
第１２条 退会は，当社が会員からの届け出を受け，当社で必要な手続きをした時点で完了し

ます。
2. 会員が死亡した場合は，その時点で退会したものとみなします。

（準拠法）
第１３条 会員と当社との諸契約に関する準拠法は，すべて日本法が適用されるものとしま

す。
（規約の発効）
第１４条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年３月16日改定）

ー 京急プレミアポイントweb会員個人情報特約 ー
（適用範囲）
第１条 本特約は，京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が，別に定める「京急プ

レミアポイントweb会員規約」に則り，会員の個人情報の取扱いについて定めたも
のです。本特約に関する用語の定義は「京急プレミアポイントweb会員規約」に従う
ものとします。

（個人情報の収集・利用）
第２条 会員は，当社が下記の個人情報を，下記の目的のために収集・利用することに同意し

ます。
【収集・利用する個人情報】

（１）会員規約第２条の定めにしたがって登録した，会員の氏名，生年月日，性別，住所，
電話番号，メールアドレス

（２）当社および加盟店のサービスの利用状況
（３）その他会員サービスの利用状況
（４）上記以外で，会員が当社に届け出た事項

【利用目的】
（１）会員規約に定める会員サービスを提供させていただくため（宅配業者等へ商品

等の発送を依頼する場合を含みます。）
（２）お問い合わせ・ご意見に対する質問にご回答をさせていただくため
（３）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（４）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けさせていただくため
（５）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満

足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため
（６）市場調査やその他の調査分析を実施するため
（７）公的機関等から会員の個人情報の提供を求められた場合，およびそれに準ずる

公共の利益のため必要がある場合に，公的機関等へ個人情報を提供するため
（個人情報の第三者への提供）
第３条 当社は，前項に記載した個人情報の利用目的に該当する場合または次のいずれかに

該当する場合を除き，あらかじめ会員の同意を得ることなく，個人情報を第三者に提
供しません。
（１）法令に基づく場合
（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
（共同利用）
第４条 会員は，京浜急行電鉄株式会社が，第２条に定める個人情報を，保護措置を講じたう

えで加盟店と以下の目的で，共同で利用することに同意します｡なお，個人情報の管
理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負います｡

【目的】
第２条【利用目的】（３）から（６）のために，第２条【収集・利用する個人情報】の各号の
情報を提供することがあります。

（個人情報の管理体制）
第５条 当社は，会員の個人情報の取扱いに関する個人情報取扱い責任者を定め，個人情報

の適正な管理を実施します。
２. 当社は，会員の個人情報を第２条に定める利用目的の達成に必要な範囲内におい
て，当社が業務を委託する第三者に提供することがあります。

３. 当社は従業員，業務委託先に対し，個人情報の保護および適正な管理方法について
の指導を実施し，日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

（特約の変更）
第６条 当社は，事前に会員に通知することなくこの特約を変更できるものとします。この変

更は，別途定める場合を除き，当社のwebサイト上において掲示により公表するも
のとします。

２. 前項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールアド
レスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（特約の発効）
第７条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。
（2022年３月23日改定）

以上

ー PASMOを利用したポイントサービスに関する規約 ー
PASMOを利用したポイントサービスに関する規約（以下「本規約」といいます。）は，京浜
急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が運営する京急プレミアポイントにおいて，
PASMOを利用したポイントサービス（以下「本サービス」といいます。）および会員の個人情
報の取り扱いについて定めるものです。本サービスをご利用ないしは利用登録する方は本規
約に同意したものとします。

（適用範囲）
第１条 本規約は，京急プレミアポイント会員（以下「会員」といいます。）が，京急プレミアポ

イントwebサイト（以下「webサイト」といいます。）においてPASMO番号を所定の
方法で登録する場合に適用されるものとします。PASMO番号とは，PASMOに割り
当てられた17桁の文字列をいいます。

（PASMOの登録）
第２条 会員は，webサイトにて，PASMO番号の登録を行うものとします。
２. 登録は，webサイトマイページ内「登録情報」において，登録または登録変更が更新
された時点で完了するものとします。

3. 登録が可能なPASMO番号は，会員本人名義のPASMOのものに限ります。ただし，
無記名PASMOにおいては会員本人が所有するものとします。

4. 会員1人が同時に複数のPASMO番号を登録することはできません。
5. 本サービスに登録したPASMO（以下「登録PASMO 」といいます。）の変更を希望す
る場合，第１項および第２項の手続きを行うものとします。

（ポイントの付与）
第３条 登録PASMOを利用し，PASMO加盟店等で登録PASMOを利用することで，ポイ

ントが付与されます。PASMO加盟店等とは，当社，当社グループ会社および当社
と契約するPASMO電子マネー利用加盟店をいいます。

２. 原則，第２条第１項および第２項が完了した時点からポイント付与の対象となります。
ただし，サービスの種類によってはこの限りではありません。

3. 購入金額およびサービス内容ならびに各種サービスの登録状況や条件により，ポイ
ント付与を行わない場合があります。本サービス内容の詳細については，webサイ
トをご確認ください。

4. あらゆる事由によって登録PASMOが利用できない際，当該利用に対してポイント
付与がなされない場合があります。ポイントが付与されなかった場合でも当社は一
切の責任を負いません。

（データの提供）
第４条 会員は，登録PASMOに関する情報のうち，PASMO加盟店等での電子マネー取引

データおよび，鉄道・バス利用データやチャージ・再発行等によるPASMO利用デー
タのほか，株式会社パスモから提供される一切の個人情報（生存する個人に関する
情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個
人を識別することができるものをいいます。また，障がい者用PASMOについては，
ご登録いただいた障がい者情報も含まれます。）を，第5条および第6条に定める目
的のために，株式会社パスモが当社に提供することに同意します。

２. 会員は，当社が前項で取得した情報を，第5条および第6条に定める目的のために，
当社に会員が直接提供した個人情報と紐づけて利用することに同意します。

（個人情報等の収集，保有，利用等）
第５条 当社は，本サービスの提供のために，第４条第１項で定めた株式会社パスモから提供

されるデータを含む以下の個人情報（以下「個人情報等」といいます。）を当社が安
全管理措置を講じたうえで収集，保有します。
〈収集，保有する個人情報等〉
登録PASMOの取引履歴を含む一切の会員に関する情報（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. 当社は，第４条および前１項で定めた個人情報等を以下の目的のために利用します。
（１）会員データ登録内容の確認のため
（２）本サービス等の提供のため（宅配業者等へ商品等の発送を依頼する場合を含み

ます。）
（3）お問い合わせ・ご意見に対する質問への回答のため
（4）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（5）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けするため

（6）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満
足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため

（7）市場調査やその他の調査分析，広報宣伝，マーケティングおよび各事業に係る
サービス向上の検討とその他目的のため

（8）地方公共団体および官公庁等行政機関と共同で，住民サービスの向上や定量的
な根拠に基づく政策立案に活用するため

3. 当社が本サービスの業務を第三者に委託する場合，当社が個人情報等の安全管理
措置を講じたうえで，収集した個人情報等を業務委託先に預託できるものとします。

4. 会員は，第2項の利用目的のため，退会手続きの完了後であっても，個人情報等を当
社が保有する場合があることに同意します。

（個人情報等の提供）
第６条 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，第5条第2項

に定める目的のため，必要な限度において，PASMO加盟店等へ提供することに同
意します。

２. 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，個人情報等の
保護に関する法律（個人情報保護法）やその他の関係法令等を遵守し，個人情報等
のうち特定の個人を識別できないように加工したうえで，第5条第2項（7）に定める
目的のため，すべてのPASMO加盟店等へ提供することに同意します。なお，特定の
個人を識別できないように加工した情報を作成・提供する際は，webサイトで公表
するものととします。

3. 次の各号に掲げる場合は，会員の同意を得ることなく，第三者に個人情報を提供す
る場合があります。
（1）法令に基づく場合
（2）人（法人を含む。）の生命，身体又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場合
（3）公衆衛生の向上又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場合
（4）国の機関若しくは地方公共団体又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場合

（個人情報等の共同利用）
第7条 当社および京急プレミアポイント加盟店は，次の各号に掲げる個人情報等を，第5条

第2項（1）から（7）に掲げた目的の範囲内で共同して利用します。
（1）当社へ直接提供した，氏名，住所，電話番号，生年月日，性別，e-mailアドレス,

PASMO番号等，会員が当社へ直接提供した情報
（2）第4条で定めた，株式会社パスモから提供される情報

２. 当社および京急プレミアポイント加盟店は，共同利用する会員等の個人情報を厳正
に管理し，会員のプライバシー保護について十分に注意を払います。なお，個人情報
等についての責任者は京浜急行電鉄株式会社とし，その代表者および住所につい
ては当社ホームページに記載の「個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項」
をご参照ください。

（規約の変更）
第８条 当社は，事前に会員に通知することなく本規約を変更できるものとします。当該変更

は，当社ホームページへの掲示，その他当社が適切と考える方法により告知するこ
ととし，当該会員は変更内容に同意したものとします。

（免責事項）
第９条 当社は，当社の故意または重過失による場合を除き，本サービスに起因して発生し

た会員の損害については，一切の責めを負わないものとします。
２. 当社は，当社の運営上の都合や障害の発生等により，本サービスによるポイントの
付与を一時的に中断または休止する場合があります。

3. 前項の場合において，登録 PASMOが利用できないことによって，当該利用に対す
るポイントの付与がなされない場合があります。

4. 当社は，ポイント付与条件を事前に会員に通知することなく変更ができるものとしま
す。この場合，会員は，当社の決定に従うものとします。

5. 当社は，当社の運営上の都合により，本サービスを廃止する場合があります。
6. 当社は，前３項の場合において，会員に損害が発生しても，一切の責めを負わないも
のとします。

7. 当社は，法律の改正による規約の変更やシステム更新等やむを得ない事由により，
会員に不利益が生じても一切責任を負いません。

8. 本サービスに関して，株式会社パスモは，事由の如何に関わらず一切の責めを負わ
ないものとします。

（規約の優先）
第10条 本規約に定めのない事項については，当社が定める「京急グループプライバシーポ

リシー」，「京急プレミアポイント会員規約」，「京急プレミアポイントwebサービス会
員規約」および「京急プレミアポイントweb会員個人情報特約」によるものとし，本規
約と内容が重複する事項については，本規約が優先されます。

２. PASMOに関する内容は，株式会社パスモの「PASMO取扱規則」,「 PASMO電子マ
ネー取扱規則」および「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」によ
ります。

（合意管轄）
第11条 本サービスに関連して当社と会員，または第2条におけるPASMOの登録手続きを

希望する者との間に生じる一切の紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所
とします。

（規約の発効）
第12条 本会員規約は２０２２年４月１日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年3月16日改定）

ー 京急プレミアポイント規約 ー
（目的）
第1条 京急プレミアポイント規約（以下「本規約」という。）は，京浜急行電鉄株式会社（以下

「当社」という。）が運営するポイントサービスを定めたものです。
（定義）
第2条 当社または当社と提携会社が発行するカードであって，本規約におけるポイント

サービスを受けることができるカードを総称して京急プレミアポイントカード（以下
「カード」という。）の入会をお申込みいただき，当社が入会を認め，会員情報の登録
を完了した方を会員といいます。

2. 会員が京急プレミアポイント加盟店（以下「加盟店」という。）でカードの提示で提供
される場合，または当社と提携会社が発行するカードのクレジット利用額に対して
付与されるポイントおよび京急プレミアポイントwebサイトで登録したPASMOを
PASMO加盟店等で利用することで付与されるポイントを京急プレミアポイント（以
下「ポイント」という。）といいます。ポイントサービス内容の詳細は京急プレミアポイ
ントwebサイトをご確認ください。PASMO加盟店等とは，当社および当社グルー
プ会社ならびに当社と契約するPASMO電子マネー利用加盟店等をいいます。

（会員の優待特典）
第3条 会員は，カードを提示することで，当社と契約した加盟店で，ポイント付与などカード

の付帯サービスおよび優待特典（以下「優待」という。）を利用することができます。
利用できる優待内容については，当社が適切と考える方法により，会員にお知らせ
いたします。

2. 会員は，優待の利用について，ご利用の加盟店に本規約以外の規約がある場合は，
それに従ってご利用いただきます。

3. 会員は，当社が優待の内容を変更または，廃止する場合があることを予め承諾しま
す。

（ポイント付与）
第4条 会員は，ポイント対象となる加盟店等での商品の購入またはサービスのご利用の

際，ご精算前にカードを提示，またはカード番号等の登録をするほか，所定の条件を
満たした場合，その会員に当社が定めるポイントを付与します。

2. ポイント付与の割合は，加盟店ごとに異なります。また，特定の期間，特定の加盟店，
特定の商品，特定の会員向けにポイント付与方法を変更する場合があります。この
場合において，当社および加盟店は一切の責任を負いません。

3. 次の各号の場合は，原則としてポイント付与対象外となります。
（１）ご精算金額が加盟店ごとのポイント付与基準額に満たない場合
（２）ご精算前にカードの提示・申告がなかった場合
（３）他の優待制度をご利用の場合
（４）当社または加盟店がポイント付与対象外と定める売場・商品・サービス，または販

売方法，もしくは支払方法の場合
4. 当社は，当社があらかじめ指定した加盟店においてカードの発行を受けたお客様に
ついて，カードを利用できる加盟店を制限することがあります。この場合，当社は，当
社ホームページまたは加盟店の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法によ
り，当該お客様に通知いたします。

5. 会員がPASMO番号の登録によるポイントサービスを利用するためには，別途定める
「PASMOを利用したポイントサービスに関する規約」に同意するものとします。

（ポイントの積み立て）
第5条 会員が，第４条の定めにより付与されたポイントの積み立ては，原則カード単位で行

います。
2. 前項にかかわらず，次の各号に該当する場合はその限りではありません。
（１）京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT PLUSの家族会員カードに

ポイントが付与された場合
（２）京急プレミアポイントシルバーの家族会員カードでクレジット決済された場合
（３）クレジットカードの更新または再発行により会員が複数のカードを保有した場合
（４）京急プレミアポイントPASMOカードの再発行手続きにより，提携会社から再発

行カードが会員に郵送された場合
3. ポイントは，お支払いが完了したときに付与し，その日から有効となります。ただし，
ご利用の加盟店，またはご利用時間によっては，ポイント付与日がお支払い完了日
の翌営業日以降となる場合があります。

4. ポイントの有効期限は，当該ポイントを付与した日から２年間です。
（ポイント残高照会）
第6条 ポイント残高は「京急プレミアポイント券発行機」（以下「発行機」という。），一部加盟

店のレシート，「京急プレミアポイントwebサイト」（登録制）でご確認いただけます。
（ポイント券の発行）
第7条 ポイントは，発行機により，原則として１ポイントあたり1円の割合で京急プレミアポ

イント券（以下「ポイント券」という。）と引き換えることができます。ポイント券の発
行単位は発行機の設置場所により異なりますので，当社または加盟店にご確認くだ
さい。なお，発行機のご利用時間は，設置場所ごとに定めるものとします。

2. 発行したポイント券の有効期限は，発行日から2か月間とします。なお，有効期間経
過後は，無効といたしますので，必ず券面の有効期間内にご利用ください。

3. 発行したポイント券の再発行はできません。また，発行済のポイント券の盗難・紛
失・滅失等に対しては，当社はその責を一切負いません。

4. ポイント券として発行したポイントを原則，積み立てたポイントに戻すことはできま
せん。

5. カードは発行後すぐにご利用いただけますが，発行機のご利用は申し込み用紙での
新規ご入会受付の場合，約1週間後となります。この間はポイント券の発行はできま
せん。

（ポイント券の利用方法）
第8条 加盟店でお支払いの際，ポイント券の券面額をご優待いたします。

2. ポイント券は，現金と引き換えできません。また，つり銭はお出しできませんので，券
面額以上のお支払にご利用ください。

3. 加盟店によっては，一部ポイント券をご利用いただけない売場・商品・サービスがご
ざいます。

（返品・払い戻し時の処理）
第9条 ポイント付与対象となるお支払いにより購入された商品の返品，またはお申し込み

済のサービス等を払い戻しされる場合は，カードおよび当該商品等に係るレシート
を提示していただきます。この際に，すでに付与したポイントから返品・払い戻し相
当額のポイントを差し引きます。

2. すでにポイント券を発行し，ポイント残高が不足している場合は，ポイント券を回収
またはポイント券相当額の現金を請求させていただきます。

（カードの再発行）
第10条 カードの紛失・盗難・汚損・破損・磁気不良等の理由により，当社が再発行を認めた場

合には，積立ポイント残数，利用累計金額に関する権利を引き続き有効とします。
2. カードの紛失・盗難が発生した場合，第三者に利用されたポイントおよびポイントの
失効について当社，加盟店は一切の責任を負いません。

3. カードの紛失・盗難が生じた場合，会員は，直ちに当社に連絡してください。
（会員資格の喪失）
第11条 会員が次の各号の一にでも該当した時は，会員資格を喪失すると同時に，積立ポイ

ントはすべて消滅するものとします。
（１）退会した場合
（２）この規約に違反したとき
（３）会員が当社または加盟店もしくは京急グループ各社での特典，サービス等を利

用するにあたり不正な行為があったとき
（４）死亡したとき（ただし，京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT 

PLUS・京急プレミアポイントシルバー家族会員カードの積立ポイントを除く）
（５）カードの入会等に際し，氏名，住所，連絡先電話番号等，虚偽の届け出をし，本人

を偽る行為をしたとき
（6）その他，会員として不適切な行為があった場合，または，当社が会員として不適切

と判断したとき
（届出事項の変更）
第12条 会員は，当社に届け出た氏名，住所，電話番号等が変更になった場合，速やかに当社

に届け出るものとします。会員の責任によって届け出内容が不明になった場合，カー
ドの利用停止または退会とする場合があります。

（会員サービスの中止・中断）
第13条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（規約の変更等）
第14条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

（カードの管理）
第15条 会員は，カードに記録されたカード番号，磁気情報等の情報が漏洩したこと等により，

カードの偽造等のおそれがある場合，ただちに当社にその旨を通知するとともに，
当社の指示に従い適切な措置を講じるものとします。カードが偽造等をされたこと
によって会員が受けた不利益等については，当社は一切の責任を負いません。

（個人情報の共同利用）
第16条 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社グループ会社および加

盟店が保護措置を講じたうえで個人情報を共同利用することに同意します。共同利
用に関する公表事項に関しては，当社ホームページ，プライバシーポリシーページ
内の〔「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項〕をご参照ください。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2023年3月16日改定）

ー 京急プレミアポイント専用カード会員規約 ー
（会員資格）
第１条 会員とは，京急プレミアポイント規約および京急プレミアポイント専用カード会員規

約（以下「本規約」といいます）を承諾のうえ，次条の入会手続きをされ，京浜急行電
鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が認めた，「京急プレミアポイントクリスタル
カード」およびその他の当社が発行するポイント専用カード（以下総称して「カード」
といいます。）の発行を受けたお客様をいいます。ただし，満１２歳以上のお客様に限
らせていただきます。また，満１２歳以上のお客様でも当社の判断によりご入会をお
断りする場合がございます｡

（入会）
第２条 当社がお申し込みをされるお客様ご本人にカードを発行・貸与し，お客様ご本人によ

り，当社所定の入会申込書に，自筆で氏名・住所・生年月日・電話番号・性別等の必要
事項（以下「会員情報」といいます。）をご記入していただいた時点か，または当社が
運営する京急プレミアポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内所

定の登録画面において会員情報の登録が完了した時点で入会が完了します。なお，
申し込みの際，本人を確認する証明書・資料等の提示をお願いすることがあります。

（カードの発行）
第3条 当社が入会を認めたお客様には，カードを会員１名につき１枚発行（当社から貸与）し

ます。なお，カードは，会員本人がカード裏面の署名欄に自署し，会員本人の責任で
管理していただきます。

２. カードは，自署した会員本人のみがご利用いただけるものとし，第三者に譲渡，貸与
または担保提供をすることはできません。

３. 企業・法人・その他の団体などの名義ではご入会はできません。
（紛失・盗難）
第4条 カードの紛失・盗難・汚損・毀損などの理由により，会員がカードの再発行を希望し，

かつ当社が認めた場合であって所定の入会手続きをされた会員にカードの再発行
をいたします。

2. 会員がカードを紛失および盗難された場合，当社は一切の責任を負いません。
（退会）
第5条 会員は，当社にカードを返還することで，いつでも退会することができます。この場

合，積立ポイントおよび付与予定となっているポイントは，カード返還と同時に消滅
するものとします。

（規約の変更等）
第6条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb ）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

３. 変更後の本規約の効力発生日以降に会員がポイントサービスを利用したときは，会
員は，本規約の変更に同意したものとみなします。

（反社会的勢力）
第7条 会員は，暴力団，暴力団員，暴力団関係企業，暴力団関係者，その他の反社会的勢力

（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当しないことを表明し，かつ将来にわたり
該当しないことを確約するものとします。

2. 会員が前項に違反した場合，当社は，事前に通知することなく，カードの利用停止ま
たは退会を行うことができるものとします。この場合，会員に生じた損害について，
当社および加盟店は一切の責任を負いません。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2022年3月23日改定）

個人情報の取扱いについて（同意事項）
（入会申込書の取扱い）
第１条 京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，「京急プレミアポイントカー

ド」およびその他の当社が発行するポイントカード（以下総称して「カード」といいま
す。）の会員募集を第三者に委託する場合があります。この場合，委託先はお客様か
らお預かりした入会申込書を厳重に管理の上，直ちに当社に引渡しをします。
当社は申込書の厳重な保管管理を講じ，当社が定める時期に適切な方法により廃棄
処分します。

（個人情報の収集，保有）
第２条 会員は，入会申込書（以下「申込書」といいます。）および当社の運営する京急プレミ

アポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内登録画面に記載された
個人情報ならびに入会後に会員本人から当社に提供された個人情報については，入
会後の管理のために当社が保護措置を講じた上で以下の項目について収集・利用
することに同意します。
（１）お客様氏名，年齢，生年月日，住所，電話番号，メールアドレスならびに会員が申告

した事項
（２）本取引に関する利用履歴
（３）入会後に実施したアンケートなどで取得した情報
（４）お問合せ等により当社が知り得た情報（電話通話内容を含む）

（個人情報の利用，提供）
第３条 会員は，当社が以下の目的のために第2条に定める個人情報を利用することに同意

します。
（１）当社のカード事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用す

る場合
（２）当社以外の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内，新商品情報などのお知らせ，市

場調査，商品開発を当社が提携する企業から受託して行うために利用する場合
（３）当社のマーケティング事業における市場調査・商品開発のために利用する場合
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

2. 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した京急プレミアポイント加盟
店（以下「加盟店」といいます。）へ保護措置を講じた上で第２条に定める個人情報を
以下の利用目的で共同利用することに同意します。
（１）宣伝物等，営業案内
（２）商品に関する案内
（３）商品，市場調査，商品開発
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

3. 前項における個人情報の管理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負いま

す｡
4. 会員は，当社が個人情報の保護措置を講じた上で「京急プレミアポイント」の運営に
伴う事務処理業務等の一部を第三者に委託する（以下「委託業務」といいます。）こと
に同意します。

5. 前項の委託先が変更になった場合は，会員に通知または公表いたします。
（個人情報の公的機関等への提供）
第４条 会員は，当社が個人情報の保護に関する法律等の規定により，公的機関等から会員

の個人情報の提供を求められた場合，および公共の利益のために必要がある場合
に，公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。

（個人情報の開示・訂正・削除）
第５条 会員は，当社に対して，個人情報の保護に関する法律等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。
2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には，当社は速やかに訂正ま
たは削除に応じるものとします。

（個人情報の取扱いに関する不同意）
第６条 当社は，お客様が「入会申込書」，または「 webサイト」による必要事項の届けを希望

しない場合，および本同意条項の全部または一部を承認できない場合，本申込みを
お断りする場合があります。ただし，本同意条項第３条第１項第１号および第２号なら
びに第２項第１号および第２号に同意しない場合については，これを理由に当社が本
申込みをお断りすることはありません。

（利用，提供中止の申出）
第７条 本同意条項第３条の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，会員から利用，提供中止の申し出があった場合は，当社はそれ以降の当
社での利用，他社への提供を中止する措置をとります。

（条項の変更）
第8条 本同意条項は法令の定めるところにより，変更・改定または廃止する場合がありま

す。
（個人情報の取扱いに関するお問合せ）
第9条 個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや，利用・提供中止，その他のご意

見のお申し出に関しましては，当社までお願いいたします。なお，当社および加盟
店では個人情報の徹底を推進するため個人情報保護責任者を設置いたしておりま
す。

（2022年3月23日改定）

ー 京急プレミアポイントwebサービス会員規約 ー
京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，当社が運営する「京急プレミアポイン
トwebサービス」（以下「本サービス」といいます。）上で本サービスの利用登録を行った個人
（以下「会員」といいます。）のご利用について，当社が提供する京急プレミアポイントweb会
員IDおよびパスワード（以下「ID等」といいます。）を利用したすべてのサービス（以下「会員
サービス」といいます。）について，「京急プレミアポイントwebサービス会員規約」（以下「会
員規約」といいます。）を定めます。

（適用範囲）
第１条 会員規約は，当社の京急プレミアポイントwebサイト（以下「webサイト」といいま

す。）における会員サービスのご利用について，当社と会員に適用されるものとしま
す。

2. 当社および当社が会員サービスを提供するために提携する京急プレミアポイント加
盟店等（以下「加盟店」といいます。）が，別途に会員サービスに関して当社が認めた
個別規約を設定する場合があります。また，会員規約と個別規約が異なる場合には，
個別規約を優先するものとします。

3. 会員は，会員サービスを利用するにあたり，会員規約および個別規約を誠実に遵守
するものとします。

（会員登録）
第２条 会員サービスを利用しようとする者（以下「会員希望者」といいます。）は，会員規約

に同意の上，当社が定める所定の会員登録手続きをするものとし，会員となることを
条件として本サービスを利用できるものとします。

２. 当社は，会員が当社に届け出た事項（以下「会員データ」といいます。）について登録
を行います。ただし，当社は，会員希望者（次項の手続き完了により会員となった者
を含む。以下同じ。）が，次の各号の一に該当することが判明した場合には，当該会員
希望者の登録を承認しない，または取り消すことができます。
（１）会員希望者が既に家族カード会員その他所定の会員になっている場合
（２）会員希望者が存在しない場合
（３）会員希望者が日本国外に居住する場合
（４）会員希望者のポイント番号が既に会員になっている場合
（５）会員希望者が過去に会員規約違反等によって，会員資格が停止され，または抹消

されている場合
（６）会員登録手続きに際し，当社に届け出た事項に虚偽・誤記または記入漏れがあっ

た場合
（７）会員規約改定時に改定内容に同意しなかった場合
（8）会員希望者が反社会的勢力もしくは反社会的勢力と何らかの関係を有する者で

あり，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合または反社会的行為を行
い，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合

（注１）「反社会的勢力」とは，暴力団，暴力団員，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総
会屋等，社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等，その他これらに
準ずる者をいう。

（注２）「反社会的行為」とは，自らまたは第三者を利用した次の各号に掲げる行為を
いう。
①暴力的な要求行為
②法的責任を超えた不当な要求行為
③会員サービスのご利用に関して，脅迫的な言動をし，または暴力を用いる

行為
④風説を流布し，偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し，また
は当社の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為
（9）その他，会員希望者を会員とすることを不適当と当社が判断した場合

3. 会員登録手続きは，当社が登録を承認し，登録した旨の通知を会員希望者が届け出
たメールアドレスに当社が送信した時点で完了します。

4. 次の各号により会員に不利益または損害が生じた場合であっても，当社および加盟
店は一切の責任を負いません。
（１）前項の規定により当社が会員登録の不承認または取消しを行った場合
（２）会員による会員データの不備または誤りにより会員サービス利用上の支障が生

じた場合
５. 当社は，個人情報である会員データの扱いについては厳重に取り扱い，外部への
漏洩，不正使用がなされないようにします。個人情報の扱いについては，別途定める
「京急グループプライバシーポリシー」および「京急プレミアポイントweb会員個
人情報特約」に記載されている事項に従います。

（会員の有効期間）
第３条 会員が次の各号の一に該当する場合，当社は事前に会員に何ら通知または催告する

ことなく会員登録を停止し，または抹消することができます。
（１）前条第2項および第９条に定める事由のいずれかに該当することが判明した場

合
（２）住所，メールアドレス等の変更により，連絡が取れなくなった場合
（３）会員規約に違反した場合
（４）その他当社が会員として不適当と判断した場合

（会員データの変更）
第４条 会員は，会員データに変更が生じた場合，速やかに各自で所定の画面から会員デー

タの修正を行うものとします。
2. 会員が前項の修正を怠り，または誤ったことにより，当社からの通知が会員サービス
の利用に支障が生じた場合であっても，当社および加盟店は一切の責任を負いませ
ん。

（会員サービス）
第５条 当社は会員サービスのメニューをいつでも追加し，変更し，または削除することがで

きます。
（１）累積ポイント残高の照会
（２）会員データ照会および変更
（３）当社および加盟店に関するお知らせメール
（４）当社および加盟店が実施するキャンペーン情報
（５）当社および加盟店会社所定のサービス
（６）当社が提携する第三者による所定の会員サービス
（７）PASMO番号の登録

2. 会員の年齢，居住地，前項各号に掲げる会員サービスの利用実績，当社が実施する
キャンペーンへの応募実績などの違いにより，当社は特定の会員に対してのみ情報
を提供する場合があります。会員は，加盟店において，会員サービスを利用する場
合，会員規約などのほか，会員サービスに関する規約などに従うものとし，当社は，会
員サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

（会員サービスの中止・中断）
第６条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（会員ID・パスワードの管理）
第７条 当社は，入力された会員ID等の一致を確認することにより，その入力者を会員本人

とみなします。ただし，会員IDは会員登録時に入力するポイントカード番号とし，パス
ワードは会員登録時に設定するものとします。

２. 会員は，第三者に知られないよう，善良なる管理者の注意をもって会員ID等を管理
していただきます。また，会員ID等を他人に貸与，譲渡するなどの行為はできませ
ん。

３. 会員は，会員ID等を盗まれたり，第三者に使用されていることを知った場合には，直
ちにその旨を当社に連絡するとともに，当社からの指示がある場合には，これに従う
ものとします。当社への連絡の先後を問わず，第三者が会員になりすまして会員ID
等や会員サービスを使用された場合に生じる損害は，会員ご自身にご負担頂くもの
とし，当社は一切責任を負いません。

4. 会員は，パスワードを忘れたことにより会員サービスを利用できなくなった場合は，
当社が用意する所定の画面にてパスワードの請求操作を行い，当社は，登録されて
いるメールアドレスにパスワードを送信します。

5. 会員が会員の都合により，登録されているメールアドレスおよびPASMO番号を変
更する場合には，会員規約第４条に従い，会員自ら修正するものとします。

（会員の自己責任）
第８条 会員が会員サービスを利用するにあたり，自ら行った行為および自己の会員ID等に

よりなされた一切の行為ならびにそれらに伴う結果について，自らの行為の有無，過
失の有無を問わず，会員はその責任を負うものとします。

２. 会員が会員サービスを利用するにあたり第三者に損害を与えた場合，会員は自己の
責任と負担において当該第三者との紛争の解決を行うものとします。

３. 会員が会員規約に違反して当社および加盟店に損害を与えた場合，当社および加

盟店は当該会員に対して，被った損害の賠償を請求できるものとします。
（禁止事項）
第９条 会員は，会員登録または会員サービスの利用において，以下の行為を行わないもの

とします。
（１）虚偽の情報を登録する行為
（２）会員サービス提供者の著作権，商標権その他の知的財産権の権利を侵害するお

それのある行為
（３）会員サービス提供者を誹謗中傷し，その名誉，信用を傷つけるおそれのある行為
（４）会員サービス提供者に不利益または損害を与え，業務等を阻害するおそれのあ

る行為
（５）法令または公序良俗に違反する行為，または違反するおそれのある行為
（６）会員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
（７）第三者になりすまして前各号に定める行為を行う一切の行為
（８）その他，当社が不適切と判断する一切の行為

（会員規約の変更）
第１０条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，会員規約を変更することができます。

（１）会員規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）会員規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内

容の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであ
るとき

２. 当社は前項による会員規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポ
イントweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方
法により，会員に通知し周知いたします。

（会員への公表および通知）
第１１条 当社から会員への公表および通知は，当社のサイト上への掲示，登録されている

メールアドレスへの電子メールの送信，またはその他当社が適当と認める方法によ
り行います。

2. 前項の公表が当社のサイト上への掲示で行われる場合，当社のサイトに掲示された
時をもって公表が完了したものとみなします。

3. 第１項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールア
ドレスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（退会）
第１２条 退会は，当社が会員からの届け出を受け，当社で必要な手続きをした時点で完了し

ます。
2. 会員が死亡した場合は，その時点で退会したものとみなします。

（準拠法）
第１３条 会員と当社との諸契約に関する準拠法は，すべて日本法が適用されるものとしま

す。
（規約の発効）
第１４条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年３月16日改定）

ー 京急プレミアポイントweb会員個人情報特約 ー
（適用範囲）
第１条 本特約は，京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が，別に定める「京急プ

レミアポイントweb会員規約」に則り，会員の個人情報の取扱いについて定めたも
のです。本特約に関する用語の定義は「京急プレミアポイントweb会員規約」に従う
ものとします。

（個人情報の収集・利用）
第２条 会員は，当社が下記の個人情報を，下記の目的のために収集・利用することに同意し

ます。
【収集・利用する個人情報】

（１）会員規約第２条の定めにしたがって登録した，会員の氏名，生年月日，性別，住所，
電話番号，メールアドレス

（２）当社および加盟店のサービスの利用状況
（３）その他会員サービスの利用状況
（４）上記以外で，会員が当社に届け出た事項

【利用目的】
（１）会員規約に定める会員サービスを提供させていただくため（宅配業者等へ商品

等の発送を依頼する場合を含みます。）
（２）お問い合わせ・ご意見に対する質問にご回答をさせていただくため
（３）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（４）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けさせていただくため
（５）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満

足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため
（６）市場調査やその他の調査分析を実施するため
（７）公的機関等から会員の個人情報の提供を求められた場合，およびそれに準ずる

公共の利益のため必要がある場合に，公的機関等へ個人情報を提供するため
（個人情報の第三者への提供）
第３条 当社は，前項に記載した個人情報の利用目的に該当する場合または次のいずれかに

該当する場合を除き，あらかじめ会員の同意を得ることなく，個人情報を第三者に提
供しません。
（１）法令に基づく場合
（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
（共同利用）
第４条 会員は，京浜急行電鉄株式会社が，第２条に定める個人情報を，保護措置を講じたう

えで加盟店と以下の目的で，共同で利用することに同意します｡なお，個人情報の管
理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負います｡

【目的】
第２条【利用目的】（３）から（６）のために，第２条【収集・利用する個人情報】の各号の
情報を提供することがあります。

（個人情報の管理体制）
第５条 当社は，会員の個人情報の取扱いに関する個人情報取扱い責任者を定め，個人情報

の適正な管理を実施します。
２. 当社は，会員の個人情報を第２条に定める利用目的の達成に必要な範囲内におい
て，当社が業務を委託する第三者に提供することがあります。

３. 当社は従業員，業務委託先に対し，個人情報の保護および適正な管理方法について
の指導を実施し，日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

（特約の変更）
第６条 当社は，事前に会員に通知することなくこの特約を変更できるものとします。この変

更は，別途定める場合を除き，当社のwebサイト上において掲示により公表するも
のとします。

２. 前項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールアド
レスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（特約の発効）
第７条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。
（2022年３月23日改定）

以上

ー PASMOを利用したポイントサービスに関する規約 ー
PASMOを利用したポイントサービスに関する規約（以下「本規約」といいます。）は，京浜
急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が運営する京急プレミアポイントにおいて，
PASMOを利用したポイントサービス（以下「本サービス」といいます。）および会員の個人情
報の取り扱いについて定めるものです。本サービスをご利用ないしは利用登録する方は本規
約に同意したものとします。

（適用範囲）
第１条 本規約は，京急プレミアポイント会員（以下「会員」といいます。）が，京急プレミアポ

イントwebサイト（以下「webサイト」といいます。）においてPASMO番号を所定の
方法で登録する場合に適用されるものとします。PASMO番号とは，PASMOに割り
当てられた17桁の文字列をいいます。

（PASMOの登録）
第２条 会員は，webサイトにて，PASMO番号の登録を行うものとします。
２. 登録は，webサイトマイページ内「登録情報」において，登録または登録変更が更新
された時点で完了するものとします。

3. 登録が可能なPASMO番号は，会員本人名義のPASMOのものに限ります。ただし，
無記名PASMOにおいては会員本人が所有するものとします。

4. 会員1人が同時に複数のPASMO番号を登録することはできません。
5. 本サービスに登録したPASMO（以下「登録PASMO 」といいます。）の変更を希望す
る場合，第１項および第２項の手続きを行うものとします。

（ポイントの付与）
第３条 登録PASMOを利用し，PASMO加盟店等で登録PASMOを利用することで，ポイ

ントが付与されます。PASMO加盟店等とは，当社，当社グループ会社および当社
と契約するPASMO電子マネー利用加盟店をいいます。

２. 原則，第２条第１項および第２項が完了した時点からポイント付与の対象となります。
ただし，サービスの種類によってはこの限りではありません。

3. 購入金額およびサービス内容ならびに各種サービスの登録状況や条件により，ポイ
ント付与を行わない場合があります。本サービス内容の詳細については，webサイ
トをご確認ください。

4. あらゆる事由によって登録PASMOが利用できない際，当該利用に対してポイント
付与がなされない場合があります。ポイントが付与されなかった場合でも当社は一
切の責任を負いません。

（データの提供）
第４条 会員は，登録PASMOに関する情報のうち，PASMO加盟店等での電子マネー取引

データおよび，鉄道・バス利用データやチャージ・再発行等によるPASMO利用デー
タのほか，株式会社パスモから提供される一切の個人情報（生存する個人に関する
情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個
人を識別することができるものをいいます。また，障がい者用PASMOについては，
ご登録いただいた障がい者情報も含まれます。）を，第5条および第6条に定める目
的のために，株式会社パスモが当社に提供することに同意します。

２. 会員は，当社が前項で取得した情報を，第5条および第6条に定める目的のために，
当社に会員が直接提供した個人情報と紐づけて利用することに同意します。

（個人情報等の収集，保有，利用等）
第５条 当社は，本サービスの提供のために，第４条第１項で定めた株式会社パスモから提供

されるデータを含む以下の個人情報（以下「個人情報等」といいます。）を当社が安
全管理措置を講じたうえで収集，保有します。
〈収集，保有する個人情報等〉
登録PASMOの取引履歴を含む一切の会員に関する情報（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. 当社は，第４条および前１項で定めた個人情報等を以下の目的のために利用します。
（１）会員データ登録内容の確認のため
（２）本サービス等の提供のため（宅配業者等へ商品等の発送を依頼する場合を含み

ます。）
（3）お問い合わせ・ご意見に対する質問への回答のため
（4）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（5）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けするため

（6）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満
足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため

（7）市場調査やその他の調査分析，広報宣伝，マーケティングおよび各事業に係る
サービス向上の検討とその他目的のため

（8）地方公共団体および官公庁等行政機関と共同で，住民サービスの向上や定量的
な根拠に基づく政策立案に活用するため

3. 当社が本サービスの業務を第三者に委託する場合，当社が個人情報等の安全管理
措置を講じたうえで，収集した個人情報等を業務委託先に預託できるものとします。

4. 会員は，第2項の利用目的のため，退会手続きの完了後であっても，個人情報等を当
社が保有する場合があることに同意します。

（個人情報等の提供）
第６条 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，第5条第2項

に定める目的のため，必要な限度において，PASMO加盟店等へ提供することに同
意します。

２. 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，個人情報等の
保護に関する法律（個人情報保護法）やその他の関係法令等を遵守し，個人情報等
のうち特定の個人を識別できないように加工したうえで，第5条第2項（7）に定める
目的のため，すべてのPASMO加盟店等へ提供することに同意します。なお，特定の
個人を識別できないように加工した情報を作成・提供する際は，webサイトで公表
するものととします。

3. 次の各号に掲げる場合は，会員の同意を得ることなく，第三者に個人情報を提供す
る場合があります。
（1）法令に基づく場合
（2）人（法人を含む。）の生命，身体又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場合
（3）公衆衛生の向上又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場合
（4）国の機関若しくは地方公共団体又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場合

（個人情報等の共同利用）
第7条 当社および京急プレミアポイント加盟店は，次の各号に掲げる個人情報等を，第5条

第2項（1）から（7）に掲げた目的の範囲内で共同して利用します。
（1）当社へ直接提供した，氏名，住所，電話番号，生年月日，性別，e-mailアドレス,

PASMO番号等，会員が当社へ直接提供した情報
（2）第4条で定めた，株式会社パスモから提供される情報

２. 当社および京急プレミアポイント加盟店は，共同利用する会員等の個人情報を厳正
に管理し，会員のプライバシー保護について十分に注意を払います。なお，個人情報
等についての責任者は京浜急行電鉄株式会社とし，その代表者および住所につい
ては当社ホームページに記載の「個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項」
をご参照ください。

（規約の変更）
第８条 当社は，事前に会員に通知することなく本規約を変更できるものとします。当該変更

は，当社ホームページへの掲示，その他当社が適切と考える方法により告知するこ
ととし，当該会員は変更内容に同意したものとします。

（免責事項）
第９条 当社は，当社の故意または重過失による場合を除き，本サービスに起因して発生し

た会員の損害については，一切の責めを負わないものとします。
２. 当社は，当社の運営上の都合や障害の発生等により，本サービスによるポイントの
付与を一時的に中断または休止する場合があります。

3. 前項の場合において，登録 PASMOが利用できないことによって，当該利用に対す
るポイントの付与がなされない場合があります。

4. 当社は，ポイント付与条件を事前に会員に通知することなく変更ができるものとしま
す。この場合，会員は，当社の決定に従うものとします。

5. 当社は，当社の運営上の都合により，本サービスを廃止する場合があります。
6. 当社は，前３項の場合において，会員に損害が発生しても，一切の責めを負わないも
のとします。

7. 当社は，法律の改正による規約の変更やシステム更新等やむを得ない事由により，
会員に不利益が生じても一切責任を負いません。

8. 本サービスに関して，株式会社パスモは，事由の如何に関わらず一切の責めを負わ
ないものとします。

（規約の優先）
第10条 本規約に定めのない事項については，当社が定める「京急グループプライバシーポ

リシー」，「京急プレミアポイント会員規約」，「京急プレミアポイントwebサービス会
員規約」および「京急プレミアポイントweb会員個人情報特約」によるものとし，本規
約と内容が重複する事項については，本規約が優先されます。

２. PASMOに関する内容は，株式会社パスモの「PASMO取扱規則」,「 PASMO電子マ
ネー取扱規則」および「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」によ
ります。

（合意管轄）
第11条 本サービスに関連して当社と会員，または第2条におけるPASMOの登録手続きを

希望する者との間に生じる一切の紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所
とします。

（規約の発効）
第12条 本会員規約は２０２２年４月１日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年3月16日改定）
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ー 京急プレミアポイント規約 ー
（目的）
第1条 京急プレミアポイント規約（以下「本規約」という。）は，京浜急行電鉄株式会社（以下

「当社」という。）が運営するポイントサービスを定めたものです。
（定義）
第2条 当社または当社と提携会社が発行するカードであって，本規約におけるポイント

サービスを受けることができるカードを総称して京急プレミアポイントカード（以下
「カード」という。）の入会をお申込みいただき，当社が入会を認め，会員情報の登録
を完了した方を会員といいます。

2. 会員が京急プレミアポイント加盟店（以下「加盟店」という。）でカードの提示で提供
される場合，または当社と提携会社が発行するカードのクレジット利用額に対して
付与されるポイントおよび京急プレミアポイントwebサイトで登録したPASMOを
PASMO加盟店等で利用することで付与されるポイントを京急プレミアポイント（以
下「ポイント」という。）といいます。ポイントサービス内容の詳細は京急プレミアポイ
ントwebサイトをご確認ください。PASMO加盟店等とは，当社および当社グルー
プ会社ならびに当社と契約するPASMO電子マネー利用加盟店等をいいます。

（会員の優待特典）
第3条 会員は，カードを提示することで，当社と契約した加盟店で，ポイント付与などカード

の付帯サービスおよび優待特典（以下「優待」という。）を利用することができます。
利用できる優待内容については，当社が適切と考える方法により，会員にお知らせ
いたします。

2. 会員は，優待の利用について，ご利用の加盟店に本規約以外の規約がある場合は，
それに従ってご利用いただきます。

3. 会員は，当社が優待の内容を変更または，廃止する場合があることを予め承諾しま
す。

（ポイント付与）
第4条 会員は，ポイント対象となる加盟店等での商品の購入またはサービスのご利用の

際，ご精算前にカードを提示，またはカード番号等の登録をするほか，所定の条件を
満たした場合，その会員に当社が定めるポイントを付与します。

2. ポイント付与の割合は，加盟店ごとに異なります。また，特定の期間，特定の加盟店，
特定の商品，特定の会員向けにポイント付与方法を変更する場合があります。この
場合において，当社および加盟店は一切の責任を負いません。

3. 次の各号の場合は，原則としてポイント付与対象外となります。
（１）ご精算金額が加盟店ごとのポイント付与基準額に満たない場合
（２）ご精算前にカードの提示・申告がなかった場合
（３）他の優待制度をご利用の場合
（４）当社または加盟店がポイント付与対象外と定める売場・商品・サービス，または販

売方法，もしくは支払方法の場合
4. 当社は，当社があらかじめ指定した加盟店においてカードの発行を受けたお客様に
ついて，カードを利用できる加盟店を制限することがあります。この場合，当社は，当
社ホームページまたは加盟店の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法によ
り，当該お客様に通知いたします。

5. 会員がPASMO番号の登録によるポイントサービスを利用するためには，別途定める
「PASMOを利用したポイントサービスに関する規約」に同意するものとします。

（ポイントの積み立て）
第5条 会員が，第４条の定めにより付与されたポイントの積み立ては，原則カード単位で行

います。
2. 前項にかかわらず，次の各号に該当する場合はその限りではありません。
（１）京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT PLUSの家族会員カードに

ポイントが付与された場合
（２）京急プレミアポイントシルバーの家族会員カードでクレジット決済された場合
（３）クレジットカードの更新または再発行により会員が複数のカードを保有した場合
（４）京急プレミアポイントPASMOカードの再発行手続きにより，提携会社から再発

行カードが会員に郵送された場合
3. ポイントは，お支払いが完了したときに付与し，その日から有効となります。ただし，
ご利用の加盟店，またはご利用時間によっては，ポイント付与日がお支払い完了日
の翌営業日以降となる場合があります。

4. ポイントの有効期限は，当該ポイントを付与した日から２年間です。
（ポイント残高照会）
第6条 ポイント残高は「京急プレミアポイント券発行機」（以下「発行機」という。），一部加盟

店のレシート，「京急プレミアポイントwebサイト」（登録制）でご確認いただけます。
（ポイント券の発行）
第7条 ポイントは，発行機により，原則として１ポイントあたり1円の割合で京急プレミアポ

イント券（以下「ポイント券」という。）と引き換えることができます。ポイント券の発
行単位は発行機の設置場所により異なりますので，当社または加盟店にご確認くだ
さい。なお，発行機のご利用時間は，設置場所ごとに定めるものとします。

2. 発行したポイント券の有効期限は，発行日から2か月間とします。なお，有効期間経
過後は，無効といたしますので，必ず券面の有効期間内にご利用ください。

3. 発行したポイント券の再発行はできません。また，発行済のポイント券の盗難・紛
失・滅失等に対しては，当社はその責を一切負いません。

4. ポイント券として発行したポイントを原則，積み立てたポイントに戻すことはできま
せん。

5. カードは発行後すぐにご利用いただけますが，発行機のご利用は申し込み用紙での
新規ご入会受付の場合，約1週間後となります。この間はポイント券の発行はできま
せん。

（ポイント券の利用方法）
第8条 加盟店でお支払いの際，ポイント券の券面額をご優待いたします。

2. ポイント券は，現金と引き換えできません。また，つり銭はお出しできませんので，券
面額以上のお支払にご利用ください。

3. 加盟店によっては，一部ポイント券をご利用いただけない売場・商品・サービスがご
ざいます。

（返品・払い戻し時の処理）
第9条 ポイント付与対象となるお支払いにより購入された商品の返品，またはお申し込み

済のサービス等を払い戻しされる場合は，カードおよび当該商品等に係るレシート
を提示していただきます。この際に，すでに付与したポイントから返品・払い戻し相
当額のポイントを差し引きます。

2. すでにポイント券を発行し，ポイント残高が不足している場合は，ポイント券を回収
またはポイント券相当額の現金を請求させていただきます。

（カードの再発行）
第10条 カードの紛失・盗難・汚損・破損・磁気不良等の理由により，当社が再発行を認めた場

合には，積立ポイント残数，利用累計金額に関する権利を引き続き有効とします。
2. カードの紛失・盗難が発生した場合，第三者に利用されたポイントおよびポイントの
失効について当社，加盟店は一切の責任を負いません。

3. カードの紛失・盗難が生じた場合，会員は，直ちに当社に連絡してください。
（会員資格の喪失）
第11条 会員が次の各号の一にでも該当した時は，会員資格を喪失すると同時に，積立ポイ

ントはすべて消滅するものとします。
（１）退会した場合
（２）この規約に違反したとき
（３）会員が当社または加盟店もしくは京急グループ各社での特典，サービス等を利

用するにあたり不正な行為があったとき
（４）死亡したとき（ただし，京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT 

PLUS・京急プレミアポイントシルバー家族会員カードの積立ポイントを除く）
（５）カードの入会等に際し，氏名，住所，連絡先電話番号等，虚偽の届け出をし，本人

を偽る行為をしたとき
（6）その他，会員として不適切な行為があった場合，または，当社が会員として不適切

と判断したとき
（届出事項の変更）
第12条 会員は，当社に届け出た氏名，住所，電話番号等が変更になった場合，速やかに当社

に届け出るものとします。会員の責任によって届け出内容が不明になった場合，カー
ドの利用停止または退会とする場合があります。

（会員サービスの中止・中断）
第13条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（規約の変更等）
第14条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

（カードの管理）
第15条 会員は，カードに記録されたカード番号，磁気情報等の情報が漏洩したこと等により，

カードの偽造等のおそれがある場合，ただちに当社にその旨を通知するとともに，
当社の指示に従い適切な措置を講じるものとします。カードが偽造等をされたこと
によって会員が受けた不利益等については，当社は一切の責任を負いません。

（個人情報の共同利用）
第16条 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社グループ会社および加

盟店が保護措置を講じたうえで個人情報を共同利用することに同意します。共同利
用に関する公表事項に関しては，当社ホームページ，プライバシーポリシーページ
内の〔「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項〕をご参照ください。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2023年3月16日改定）

ー 京急プレミアポイント専用カード会員規約 ー
（会員資格）
第１条 会員とは，京急プレミアポイント規約および京急プレミアポイント専用カード会員規

約（以下「本規約」といいます）を承諾のうえ，次条の入会手続きをされ，京浜急行電
鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が認めた，「京急プレミアポイントクリスタル
カード」およびその他の当社が発行するポイント専用カード（以下総称して「カード」
といいます。）の発行を受けたお客様をいいます。ただし，満１２歳以上のお客様に限
らせていただきます。また，満１２歳以上のお客様でも当社の判断によりご入会をお
断りする場合がございます｡

（入会）
第２条 当社がお申し込みをされるお客様ご本人にカードを発行・貸与し，お客様ご本人によ

り，当社所定の入会申込書に，自筆で氏名・住所・生年月日・電話番号・性別等の必要
事項（以下「会員情報」といいます。）をご記入していただいた時点か，または当社が
運営する京急プレミアポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内所

定の登録画面において会員情報の登録が完了した時点で入会が完了します。なお，
申し込みの際，本人を確認する証明書・資料等の提示をお願いすることがあります。

（カードの発行）
第3条 当社が入会を認めたお客様には，カードを会員１名につき１枚発行（当社から貸与）し

ます。なお，カードは，会員本人がカード裏面の署名欄に自署し，会員本人の責任で
管理していただきます。

２. カードは，自署した会員本人のみがご利用いただけるものとし，第三者に譲渡，貸与
または担保提供をすることはできません。

３. 企業・法人・その他の団体などの名義ではご入会はできません。
（紛失・盗難）
第4条 カードの紛失・盗難・汚損・毀損などの理由により，会員がカードの再発行を希望し，

かつ当社が認めた場合であって所定の入会手続きをされた会員にカードの再発行
をいたします。

2. 会員がカードを紛失および盗難された場合，当社は一切の責任を負いません。
（退会）
第5条 会員は，当社にカードを返還することで，いつでも退会することができます。この場

合，積立ポイントおよび付与予定となっているポイントは，カード返還と同時に消滅
するものとします。

（規約の変更等）
第6条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb ）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

３. 変更後の本規約の効力発生日以降に会員がポイントサービスを利用したときは，会
員は，本規約の変更に同意したものとみなします。

（反社会的勢力）
第7条 会員は，暴力団，暴力団員，暴力団関係企業，暴力団関係者，その他の反社会的勢力

（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当しないことを表明し，かつ将来にわたり
該当しないことを確約するものとします。

2. 会員が前項に違反した場合，当社は，事前に通知することなく，カードの利用停止ま
たは退会を行うことができるものとします。この場合，会員に生じた損害について，
当社および加盟店は一切の責任を負いません。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2022年3月23日改定）

個人情報の取扱いについて（同意事項）
（入会申込書の取扱い）
第１条 京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，「京急プレミアポイントカー

ド」およびその他の当社が発行するポイントカード（以下総称して「カード」といいま
す。）の会員募集を第三者に委託する場合があります。この場合，委託先はお客様か
らお預かりした入会申込書を厳重に管理の上，直ちに当社に引渡しをします。
当社は申込書の厳重な保管管理を講じ，当社が定める時期に適切な方法により廃棄
処分します。

（個人情報の収集，保有）
第２条 会員は，入会申込書（以下「申込書」といいます。）および当社の運営する京急プレミ

アポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内登録画面に記載された
個人情報ならびに入会後に会員本人から当社に提供された個人情報については，入
会後の管理のために当社が保護措置を講じた上で以下の項目について収集・利用
することに同意します。
（１）お客様氏名，年齢，生年月日，住所，電話番号，メールアドレスならびに会員が申告

した事項
（２）本取引に関する利用履歴
（３）入会後に実施したアンケートなどで取得した情報
（４）お問合せ等により当社が知り得た情報（電話通話内容を含む）

（個人情報の利用，提供）
第３条 会員は，当社が以下の目的のために第2条に定める個人情報を利用することに同意

します。
（１）当社のカード事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用す

る場合
（２）当社以外の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内，新商品情報などのお知らせ，市

場調査，商品開発を当社が提携する企業から受託して行うために利用する場合
（３）当社のマーケティング事業における市場調査・商品開発のために利用する場合
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

2. 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した京急プレミアポイント加盟
店（以下「加盟店」といいます。）へ保護措置を講じた上で第２条に定める個人情報を
以下の利用目的で共同利用することに同意します。
（１）宣伝物等，営業案内
（２）商品に関する案内
（３）商品，市場調査，商品開発
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

3. 前項における個人情報の管理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負いま

す｡
4. 会員は，当社が個人情報の保護措置を講じた上で「京急プレミアポイント」の運営に
伴う事務処理業務等の一部を第三者に委託する（以下「委託業務」といいます。）こと
に同意します。

5. 前項の委託先が変更になった場合は，会員に通知または公表いたします。
（個人情報の公的機関等への提供）
第４条 会員は，当社が個人情報の保護に関する法律等の規定により，公的機関等から会員

の個人情報の提供を求められた場合，および公共の利益のために必要がある場合
に，公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。

（個人情報の開示・訂正・削除）
第５条 会員は，当社に対して，個人情報の保護に関する法律等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。
2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には，当社は速やかに訂正ま
たは削除に応じるものとします。

（個人情報の取扱いに関する不同意）
第６条 当社は，お客様が「入会申込書」，または「 webサイト」による必要事項の届けを希望

しない場合，および本同意条項の全部または一部を承認できない場合，本申込みを
お断りする場合があります。ただし，本同意条項第３条第１項第１号および第２号なら
びに第２項第１号および第２号に同意しない場合については，これを理由に当社が本
申込みをお断りすることはありません。

（利用，提供中止の申出）
第７条 本同意条項第３条の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，会員から利用，提供中止の申し出があった場合は，当社はそれ以降の当
社での利用，他社への提供を中止する措置をとります。

（条項の変更）
第8条 本同意条項は法令の定めるところにより，変更・改定または廃止する場合がありま

す。
（個人情報の取扱いに関するお問合せ）
第9条 個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや，利用・提供中止，その他のご意

見のお申し出に関しましては，当社までお願いいたします。なお，当社および加盟
店では個人情報の徹底を推進するため個人情報保護責任者を設置いたしておりま
す。

（2022年3月23日改定）

ー 京急プレミアポイントwebサービス会員規約 ー
京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，当社が運営する「京急プレミアポイン
トwebサービス」（以下「本サービス」といいます。）上で本サービスの利用登録を行った個人
（以下「会員」といいます。）のご利用について，当社が提供する京急プレミアポイントweb会
員IDおよびパスワード（以下「ID等」といいます。）を利用したすべてのサービス（以下「会員
サービス」といいます。）について，「京急プレミアポイントwebサービス会員規約」（以下「会
員規約」といいます。）を定めます。

（適用範囲）
第１条 会員規約は，当社の京急プレミアポイントwebサイト（以下「webサイト」といいま

す。）における会員サービスのご利用について，当社と会員に適用されるものとしま
す。

2. 当社および当社が会員サービスを提供するために提携する京急プレミアポイント加
盟店等（以下「加盟店」といいます。）が，別途に会員サービスに関して当社が認めた
個別規約を設定する場合があります。また，会員規約と個別規約が異なる場合には，
個別規約を優先するものとします。

3. 会員は，会員サービスを利用するにあたり，会員規約および個別規約を誠実に遵守
するものとします。

（会員登録）
第２条 会員サービスを利用しようとする者（以下「会員希望者」といいます。）は，会員規約

に同意の上，当社が定める所定の会員登録手続きをするものとし，会員となることを
条件として本サービスを利用できるものとします。

２. 当社は，会員が当社に届け出た事項（以下「会員データ」といいます。）について登録
を行います。ただし，当社は，会員希望者（次項の手続き完了により会員となった者
を含む。以下同じ。）が，次の各号の一に該当することが判明した場合には，当該会員
希望者の登録を承認しない，または取り消すことができます。
（１）会員希望者が既に家族カード会員その他所定の会員になっている場合
（２）会員希望者が存在しない場合
（３）会員希望者が日本国外に居住する場合
（４）会員希望者のポイント番号が既に会員になっている場合
（５）会員希望者が過去に会員規約違反等によって，会員資格が停止され，または抹消

されている場合
（６）会員登録手続きに際し，当社に届け出た事項に虚偽・誤記または記入漏れがあっ

た場合
（７）会員規約改定時に改定内容に同意しなかった場合
（8）会員希望者が反社会的勢力もしくは反社会的勢力と何らかの関係を有する者で

あり，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合または反社会的行為を行
い，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合

（注１）「反社会的勢力」とは，暴力団，暴力団員，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総
会屋等，社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等，その他これらに
準ずる者をいう。

（注２）「反社会的行為」とは，自らまたは第三者を利用した次の各号に掲げる行為を
いう。
①暴力的な要求行為
②法的責任を超えた不当な要求行為
③会員サービスのご利用に関して，脅迫的な言動をし，または暴力を用いる

行為
④風説を流布し，偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し，また
は当社の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為
（9）その他，会員希望者を会員とすることを不適当と当社が判断した場合

3. 会員登録手続きは，当社が登録を承認し，登録した旨の通知を会員希望者が届け出
たメールアドレスに当社が送信した時点で完了します。

4. 次の各号により会員に不利益または損害が生じた場合であっても，当社および加盟
店は一切の責任を負いません。
（１）前項の規定により当社が会員登録の不承認または取消しを行った場合
（２）会員による会員データの不備または誤りにより会員サービス利用上の支障が生

じた場合
５. 当社は，個人情報である会員データの扱いについては厳重に取り扱い，外部への
漏洩，不正使用がなされないようにします。個人情報の扱いについては，別途定める
「京急グループプライバシーポリシー」および「京急プレミアポイントweb会員個
人情報特約」に記載されている事項に従います。

（会員の有効期間）
第３条 会員が次の各号の一に該当する場合，当社は事前に会員に何ら通知または催告する

ことなく会員登録を停止し，または抹消することができます。
（１）前条第2項および第９条に定める事由のいずれかに該当することが判明した場

合
（２）住所，メールアドレス等の変更により，連絡が取れなくなった場合
（３）会員規約に違反した場合
（４）その他当社が会員として不適当と判断した場合

（会員データの変更）
第４条 会員は，会員データに変更が生じた場合，速やかに各自で所定の画面から会員デー

タの修正を行うものとします。
2. 会員が前項の修正を怠り，または誤ったことにより，当社からの通知が会員サービス
の利用に支障が生じた場合であっても，当社および加盟店は一切の責任を負いませ
ん。

（会員サービス）
第５条 当社は会員サービスのメニューをいつでも追加し，変更し，または削除することがで

きます。
（１）累積ポイント残高の照会
（２）会員データ照会および変更
（３）当社および加盟店に関するお知らせメール
（４）当社および加盟店が実施するキャンペーン情報
（５）当社および加盟店会社所定のサービス
（６）当社が提携する第三者による所定の会員サービス
（７）PASMO番号の登録

2. 会員の年齢，居住地，前項各号に掲げる会員サービスの利用実績，当社が実施する
キャンペーンへの応募実績などの違いにより，当社は特定の会員に対してのみ情報
を提供する場合があります。会員は，加盟店において，会員サービスを利用する場
合，会員規約などのほか，会員サービスに関する規約などに従うものとし，当社は，会
員サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

（会員サービスの中止・中断）
第６条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（会員ID・パスワードの管理）
第７条 当社は，入力された会員ID等の一致を確認することにより，その入力者を会員本人

とみなします。ただし，会員IDは会員登録時に入力するポイントカード番号とし，パス
ワードは会員登録時に設定するものとします。

２. 会員は，第三者に知られないよう，善良なる管理者の注意をもって会員ID等を管理
していただきます。また，会員ID等を他人に貸与，譲渡するなどの行為はできませ
ん。

３. 会員は，会員ID等を盗まれたり，第三者に使用されていることを知った場合には，直
ちにその旨を当社に連絡するとともに，当社からの指示がある場合には，これに従う
ものとします。当社への連絡の先後を問わず，第三者が会員になりすまして会員ID
等や会員サービスを使用された場合に生じる損害は，会員ご自身にご負担頂くもの
とし，当社は一切責任を負いません。

4. 会員は，パスワードを忘れたことにより会員サービスを利用できなくなった場合は，
当社が用意する所定の画面にてパスワードの請求操作を行い，当社は，登録されて
いるメールアドレスにパスワードを送信します。

5. 会員が会員の都合により，登録されているメールアドレスおよびPASMO番号を変
更する場合には，会員規約第４条に従い，会員自ら修正するものとします。

（会員の自己責任）
第８条 会員が会員サービスを利用するにあたり，自ら行った行為および自己の会員ID等に

よりなされた一切の行為ならびにそれらに伴う結果について，自らの行為の有無，過
失の有無を問わず，会員はその責任を負うものとします。

２. 会員が会員サービスを利用するにあたり第三者に損害を与えた場合，会員は自己の
責任と負担において当該第三者との紛争の解決を行うものとします。

３. 会員が会員規約に違反して当社および加盟店に損害を与えた場合，当社および加

盟店は当該会員に対して，被った損害の賠償を請求できるものとします。
（禁止事項）
第９条 会員は，会員登録または会員サービスの利用において，以下の行為を行わないもの

とします。
（１）虚偽の情報を登録する行為
（２）会員サービス提供者の著作権，商標権その他の知的財産権の権利を侵害するお

それのある行為
（３）会員サービス提供者を誹謗中傷し，その名誉，信用を傷つけるおそれのある行為
（４）会員サービス提供者に不利益または損害を与え，業務等を阻害するおそれのあ

る行為
（５）法令または公序良俗に違反する行為，または違反するおそれのある行為
（６）会員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
（７）第三者になりすまして前各号に定める行為を行う一切の行為
（８）その他，当社が不適切と判断する一切の行為

（会員規約の変更）
第１０条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，会員規約を変更することができます。

（１）会員規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）会員規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内

容の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであ
るとき

２. 当社は前項による会員規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポ
イントweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方
法により，会員に通知し周知いたします。

（会員への公表および通知）
第１１条 当社から会員への公表および通知は，当社のサイト上への掲示，登録されている

メールアドレスへの電子メールの送信，またはその他当社が適当と認める方法によ
り行います。

2. 前項の公表が当社のサイト上への掲示で行われる場合，当社のサイトに掲示された
時をもって公表が完了したものとみなします。

3. 第１項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールア
ドレスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（退会）
第１２条 退会は，当社が会員からの届け出を受け，当社で必要な手続きをした時点で完了し

ます。
2. 会員が死亡した場合は，その時点で退会したものとみなします。

（準拠法）
第１３条 会員と当社との諸契約に関する準拠法は，すべて日本法が適用されるものとしま

す。
（規約の発効）
第１４条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年３月16日改定）

ー 京急プレミアポイントweb会員個人情報特約 ー
（適用範囲）
第１条 本特約は，京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が，別に定める「京急プ

レミアポイントweb会員規約」に則り，会員の個人情報の取扱いについて定めたも
のです。本特約に関する用語の定義は「京急プレミアポイントweb会員規約」に従う
ものとします。

（個人情報の収集・利用）
第２条 会員は，当社が下記の個人情報を，下記の目的のために収集・利用することに同意し

ます。
【収集・利用する個人情報】

（１）会員規約第２条の定めにしたがって登録した，会員の氏名，生年月日，性別，住所，
電話番号，メールアドレス

（２）当社および加盟店のサービスの利用状況
（３）その他会員サービスの利用状況
（４）上記以外で，会員が当社に届け出た事項

【利用目的】
（１）会員規約に定める会員サービスを提供させていただくため（宅配業者等へ商品

等の発送を依頼する場合を含みます。）
（２）お問い合わせ・ご意見に対する質問にご回答をさせていただくため
（３）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（４）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けさせていただくため
（５）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満

足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため
（６）市場調査やその他の調査分析を実施するため
（７）公的機関等から会員の個人情報の提供を求められた場合，およびそれに準ずる

公共の利益のため必要がある場合に，公的機関等へ個人情報を提供するため
（個人情報の第三者への提供）
第３条 当社は，前項に記載した個人情報の利用目的に該当する場合または次のいずれかに

該当する場合を除き，あらかじめ会員の同意を得ることなく，個人情報を第三者に提
供しません。
（１）法令に基づく場合
（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
（共同利用）
第４条 会員は，京浜急行電鉄株式会社が，第２条に定める個人情報を，保護措置を講じたう

えで加盟店と以下の目的で，共同で利用することに同意します｡なお，個人情報の管
理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負います｡

【目的】
第２条【利用目的】（３）から（６）のために，第２条【収集・利用する個人情報】の各号の
情報を提供することがあります。

（個人情報の管理体制）
第５条 当社は，会員の個人情報の取扱いに関する個人情報取扱い責任者を定め，個人情報

の適正な管理を実施します。
２. 当社は，会員の個人情報を第２条に定める利用目的の達成に必要な範囲内におい
て，当社が業務を委託する第三者に提供することがあります。

３. 当社は従業員，業務委託先に対し，個人情報の保護および適正な管理方法について
の指導を実施し，日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

（特約の変更）
第６条 当社は，事前に会員に通知することなくこの特約を変更できるものとします。この変

更は，別途定める場合を除き，当社のwebサイト上において掲示により公表するも
のとします。

２. 前項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールアド
レスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（特約の発効）
第７条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。
（2022年３月23日改定）

以上

ー PASMOを利用したポイントサービスに関する規約 ー
PASMOを利用したポイントサービスに関する規約（以下「本規約」といいます。）は，京浜
急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が運営する京急プレミアポイントにおいて，
PASMOを利用したポイントサービス（以下「本サービス」といいます。）および会員の個人情
報の取り扱いについて定めるものです。本サービスをご利用ないしは利用登録する方は本規
約に同意したものとします。

（適用範囲）
第１条 本規約は，京急プレミアポイント会員（以下「会員」といいます。）が，京急プレミアポ

イントwebサイト（以下「webサイト」といいます。）においてPASMO番号を所定の
方法で登録する場合に適用されるものとします。PASMO番号とは，PASMOに割り
当てられた17桁の文字列をいいます。

（PASMOの登録）
第２条 会員は，webサイトにて，PASMO番号の登録を行うものとします。
２. 登録は，webサイトマイページ内「登録情報」において，登録または登録変更が更新
された時点で完了するものとします。

3. 登録が可能なPASMO番号は，会員本人名義のPASMOのものに限ります。ただし，
無記名PASMOにおいては会員本人が所有するものとします。

4. 会員1人が同時に複数のPASMO番号を登録することはできません。
5. 本サービスに登録したPASMO（以下「登録PASMO 」といいます。）の変更を希望す
る場合，第１項および第２項の手続きを行うものとします。

（ポイントの付与）
第３条 登録PASMOを利用し，PASMO加盟店等で登録PASMOを利用することで，ポイ

ントが付与されます。PASMO加盟店等とは，当社，当社グループ会社および当社
と契約するPASMO電子マネー利用加盟店をいいます。

２. 原則，第２条第１項および第２項が完了した時点からポイント付与の対象となります。
ただし，サービスの種類によってはこの限りではありません。

3. 購入金額およびサービス内容ならびに各種サービスの登録状況や条件により，ポイ
ント付与を行わない場合があります。本サービス内容の詳細については，webサイ
トをご確認ください。

4. あらゆる事由によって登録PASMOが利用できない際，当該利用に対してポイント
付与がなされない場合があります。ポイントが付与されなかった場合でも当社は一
切の責任を負いません。

（データの提供）
第４条 会員は，登録PASMOに関する情報のうち，PASMO加盟店等での電子マネー取引

データおよび，鉄道・バス利用データやチャージ・再発行等によるPASMO利用デー
タのほか，株式会社パスモから提供される一切の個人情報（生存する個人に関する
情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個
人を識別することができるものをいいます。また，障がい者用PASMOについては，
ご登録いただいた障がい者情報も含まれます。）を，第5条および第6条に定める目
的のために，株式会社パスモが当社に提供することに同意します。

２. 会員は，当社が前項で取得した情報を，第5条および第6条に定める目的のために，
当社に会員が直接提供した個人情報と紐づけて利用することに同意します。

（個人情報等の収集，保有，利用等）
第５条 当社は，本サービスの提供のために，第４条第１項で定めた株式会社パスモから提供

されるデータを含む以下の個人情報（以下「個人情報等」といいます。）を当社が安
全管理措置を講じたうえで収集，保有します。
〈収集，保有する個人情報等〉
登録PASMOの取引履歴を含む一切の会員に関する情報（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. 当社は，第４条および前１項で定めた個人情報等を以下の目的のために利用します。
（１）会員データ登録内容の確認のため
（２）本サービス等の提供のため（宅配業者等へ商品等の発送を依頼する場合を含み

ます。）
（3）お問い合わせ・ご意見に対する質問への回答のため
（4）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（5）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けするため

（6）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満
足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため

（7）市場調査やその他の調査分析，広報宣伝，マーケティングおよび各事業に係る
サービス向上の検討とその他目的のため

（8）地方公共団体および官公庁等行政機関と共同で，住民サービスの向上や定量的
な根拠に基づく政策立案に活用するため

3. 当社が本サービスの業務を第三者に委託する場合，当社が個人情報等の安全管理
措置を講じたうえで，収集した個人情報等を業務委託先に預託できるものとします。

4. 会員は，第2項の利用目的のため，退会手続きの完了後であっても，個人情報等を当
社が保有する場合があることに同意します。

（個人情報等の提供）
第６条 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，第5条第2項

に定める目的のため，必要な限度において，PASMO加盟店等へ提供することに同
意します。

２. 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，個人情報等の
保護に関する法律（個人情報保護法）やその他の関係法令等を遵守し，個人情報等
のうち特定の個人を識別できないように加工したうえで，第5条第2項（7）に定める
目的のため，すべてのPASMO加盟店等へ提供することに同意します。なお，特定の
個人を識別できないように加工した情報を作成・提供する際は，webサイトで公表
するものととします。

3. 次の各号に掲げる場合は，会員の同意を得ることなく，第三者に個人情報を提供す
る場合があります。
（1）法令に基づく場合
（2）人（法人を含む。）の生命，身体又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場合
（3）公衆衛生の向上又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場合
（4）国の機関若しくは地方公共団体又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場合

（個人情報等の共同利用）
第7条 当社および京急プレミアポイント加盟店は，次の各号に掲げる個人情報等を，第5条

第2項（1）から（7）に掲げた目的の範囲内で共同して利用します。
（1）当社へ直接提供した，氏名，住所，電話番号，生年月日，性別，e-mailアドレス,

PASMO番号等，会員が当社へ直接提供した情報
（2）第4条で定めた，株式会社パスモから提供される情報

２. 当社および京急プレミアポイント加盟店は，共同利用する会員等の個人情報を厳正
に管理し，会員のプライバシー保護について十分に注意を払います。なお，個人情報
等についての責任者は京浜急行電鉄株式会社とし，その代表者および住所につい
ては当社ホームページに記載の「個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項」
をご参照ください。

（規約の変更）
第８条 当社は，事前に会員に通知することなく本規約を変更できるものとします。当該変更

は，当社ホームページへの掲示，その他当社が適切と考える方法により告知するこ
ととし，当該会員は変更内容に同意したものとします。

（免責事項）
第９条 当社は，当社の故意または重過失による場合を除き，本サービスに起因して発生し

た会員の損害については，一切の責めを負わないものとします。
２. 当社は，当社の運営上の都合や障害の発生等により，本サービスによるポイントの
付与を一時的に中断または休止する場合があります。

3. 前項の場合において，登録 PASMOが利用できないことによって，当該利用に対す
るポイントの付与がなされない場合があります。

4. 当社は，ポイント付与条件を事前に会員に通知することなく変更ができるものとしま
す。この場合，会員は，当社の決定に従うものとします。

5. 当社は，当社の運営上の都合により，本サービスを廃止する場合があります。
6. 当社は，前３項の場合において，会員に損害が発生しても，一切の責めを負わないも
のとします。

7. 当社は，法律の改正による規約の変更やシステム更新等やむを得ない事由により，
会員に不利益が生じても一切責任を負いません。

8. 本サービスに関して，株式会社パスモは，事由の如何に関わらず一切の責めを負わ
ないものとします。

（規約の優先）
第10条 本規約に定めのない事項については，当社が定める「京急グループプライバシーポ

リシー」，「京急プレミアポイント会員規約」，「京急プレミアポイントwebサービス会
員規約」および「京急プレミアポイントweb会員個人情報特約」によるものとし，本規
約と内容が重複する事項については，本規約が優先されます。

２. PASMOに関する内容は，株式会社パスモの「PASMO取扱規則」,「 PASMO電子マ
ネー取扱規則」および「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」によ
ります。

（合意管轄）
第11条 本サービスに関連して当社と会員，または第2条におけるPASMOの登録手続きを

希望する者との間に生じる一切の紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所
とします。

（規約の発効）
第12条 本会員規約は２０２２年４月１日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年3月16日改定）

ー 京急プレミアポイント規約 ー
（目的）
第1条 京急プレミアポイント規約（以下「本規約」という。）は，京浜急行電鉄株式会社（以下

「当社」という。）が運営するポイントサービスを定めたものです。
（定義）
第2条 当社または当社と提携会社が発行するカードであって，本規約におけるポイント

サービスを受けることができるカードを総称して京急プレミアポイントカード（以下
「カード」という。）の入会をお申込みいただき，当社が入会を認め，会員情報の登録
を完了した方を会員といいます。

2. 会員が京急プレミアポイント加盟店（以下「加盟店」という。）でカードの提示で提供
される場合，または当社と提携会社が発行するカードのクレジット利用額に対して
付与されるポイントおよび京急プレミアポイントwebサイトで登録したPASMOを
PASMO加盟店等で利用することで付与されるポイントを京急プレミアポイント（以
下「ポイント」という。）といいます。ポイントサービス内容の詳細は京急プレミアポイ
ントwebサイトをご確認ください。PASMO加盟店等とは，当社および当社グルー
プ会社ならびに当社と契約するPASMO電子マネー利用加盟店等をいいます。

（会員の優待特典）
第3条 会員は，カードを提示することで，当社と契約した加盟店で，ポイント付与などカード

の付帯サービスおよび優待特典（以下「優待」という。）を利用することができます。
利用できる優待内容については，当社が適切と考える方法により，会員にお知らせ
いたします。

2. 会員は，優待の利用について，ご利用の加盟店に本規約以外の規約がある場合は，
それに従ってご利用いただきます。

3. 会員は，当社が優待の内容を変更または，廃止する場合があることを予め承諾しま
す。

（ポイント付与）
第4条 会員は，ポイント対象となる加盟店等での商品の購入またはサービスのご利用の

際，ご精算前にカードを提示，またはカード番号等の登録をするほか，所定の条件を
満たした場合，その会員に当社が定めるポイントを付与します。

2. ポイント付与の割合は，加盟店ごとに異なります。また，特定の期間，特定の加盟店，
特定の商品，特定の会員向けにポイント付与方法を変更する場合があります。この
場合において，当社および加盟店は一切の責任を負いません。

3. 次の各号の場合は，原則としてポイント付与対象外となります。
（１）ご精算金額が加盟店ごとのポイント付与基準額に満たない場合
（２）ご精算前にカードの提示・申告がなかった場合
（３）他の優待制度をご利用の場合
（４）当社または加盟店がポイント付与対象外と定める売場・商品・サービス，または販

売方法，もしくは支払方法の場合
4. 当社は，当社があらかじめ指定した加盟店においてカードの発行を受けたお客様に
ついて，カードを利用できる加盟店を制限することがあります。この場合，当社は，当
社ホームページまたは加盟店の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法によ
り，当該お客様に通知いたします。

5. 会員がPASMO番号の登録によるポイントサービスを利用するためには，別途定める
「PASMOを利用したポイントサービスに関する規約」に同意するものとします。

（ポイントの積み立て）
第5条 会員が，第４条の定めにより付与されたポイントの積み立ては，原則カード単位で行

います。
2. 前項にかかわらず，次の各号に該当する場合はその限りではありません。
（１）京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT PLUSの家族会員カードに

ポイントが付与された場合
（２）京急プレミアポイントシルバーの家族会員カードでクレジット決済された場合
（３）クレジットカードの更新または再発行により会員が複数のカードを保有した場合
（４）京急プレミアポイントPASMOカードの再発行手続きにより，提携会社から再発

行カードが会員に郵送された場合
3. ポイントは，お支払いが完了したときに付与し，その日から有効となります。ただし，
ご利用の加盟店，またはご利用時間によっては，ポイント付与日がお支払い完了日
の翌営業日以降となる場合があります。

4. ポイントの有効期限は，当該ポイントを付与した日から２年間です。
（ポイント残高照会）
第6条 ポイント残高は「京急プレミアポイント券発行機」（以下「発行機」という。），一部加盟

店のレシート，「京急プレミアポイントwebサイト」（登録制）でご確認いただけます。
（ポイント券の発行）
第7条 ポイントは，発行機により，原則として１ポイントあたり1円の割合で京急プレミアポ

イント券（以下「ポイント券」という。）と引き換えることができます。ポイント券の発
行単位は発行機の設置場所により異なりますので，当社または加盟店にご確認くだ
さい。なお，発行機のご利用時間は，設置場所ごとに定めるものとします。

2. 発行したポイント券の有効期限は，発行日から2か月間とします。なお，有効期間経
過後は，無効といたしますので，必ず券面の有効期間内にご利用ください。

3. 発行したポイント券の再発行はできません。また，発行済のポイント券の盗難・紛
失・滅失等に対しては，当社はその責を一切負いません。

4. ポイント券として発行したポイントを原則，積み立てたポイントに戻すことはできま
せん。

5. カードは発行後すぐにご利用いただけますが，発行機のご利用は申し込み用紙での
新規ご入会受付の場合，約1週間後となります。この間はポイント券の発行はできま
せん。

（ポイント券の利用方法）
第8条 加盟店でお支払いの際，ポイント券の券面額をご優待いたします。

2. ポイント券は，現金と引き換えできません。また，つり銭はお出しできませんので，券
面額以上のお支払にご利用ください。

3. 加盟店によっては，一部ポイント券をご利用いただけない売場・商品・サービスがご
ざいます。

（返品・払い戻し時の処理）
第9条 ポイント付与対象となるお支払いにより購入された商品の返品，またはお申し込み

済のサービス等を払い戻しされる場合は，カードおよび当該商品等に係るレシート
を提示していただきます。この際に，すでに付与したポイントから返品・払い戻し相
当額のポイントを差し引きます。

2. すでにポイント券を発行し，ポイント残高が不足している場合は，ポイント券を回収
またはポイント券相当額の現金を請求させていただきます。

（カードの再発行）
第10条 カードの紛失・盗難・汚損・破損・磁気不良等の理由により，当社が再発行を認めた場

合には，積立ポイント残数，利用累計金額に関する権利を引き続き有効とします。
2. カードの紛失・盗難が発生した場合，第三者に利用されたポイントおよびポイントの
失効について当社，加盟店は一切の責任を負いません。

3. カードの紛失・盗難が生じた場合，会員は，直ちに当社に連絡してください。
（会員資格の喪失）
第11条 会員が次の各号の一にでも該当した時は，会員資格を喪失すると同時に，積立ポイ

ントはすべて消滅するものとします。
（１）退会した場合
（２）この規約に違反したとき
（３）会員が当社または加盟店もしくは京急グループ各社での特典，サービス等を利

用するにあたり不正な行為があったとき
（４）死亡したとき（ただし，京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT 

PLUS・京急プレミアポイントシルバー家族会員カードの積立ポイントを除く）
（５）カードの入会等に際し，氏名，住所，連絡先電話番号等，虚偽の届け出をし，本人

を偽る行為をしたとき
（6）その他，会員として不適切な行為があった場合，または，当社が会員として不適切

と判断したとき
（届出事項の変更）
第12条 会員は，当社に届け出た氏名，住所，電話番号等が変更になった場合，速やかに当社

に届け出るものとします。会員の責任によって届け出内容が不明になった場合，カー
ドの利用停止または退会とする場合があります。

（会員サービスの中止・中断）
第13条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（規約の変更等）
第14条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

（カードの管理）
第15条 会員は，カードに記録されたカード番号，磁気情報等の情報が漏洩したこと等により，

カードの偽造等のおそれがある場合，ただちに当社にその旨を通知するとともに，
当社の指示に従い適切な措置を講じるものとします。カードが偽造等をされたこと
によって会員が受けた不利益等については，当社は一切の責任を負いません。

（個人情報の共同利用）
第16条 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社グループ会社および加

盟店が保護措置を講じたうえで個人情報を共同利用することに同意します。共同利
用に関する公表事項に関しては，当社ホームページ，プライバシーポリシーページ
内の〔「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項〕をご参照ください。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2023年3月16日改定）

ー 京急プレミアポイント専用カード会員規約 ー
（会員資格）
第１条 会員とは，京急プレミアポイント規約および京急プレミアポイント専用カード会員規

約（以下「本規約」といいます）を承諾のうえ，次条の入会手続きをされ，京浜急行電
鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が認めた，「京急プレミアポイントクリスタル
カード」およびその他の当社が発行するポイント専用カード（以下総称して「カード」
といいます。）の発行を受けたお客様をいいます。ただし，満１２歳以上のお客様に限
らせていただきます。また，満１２歳以上のお客様でも当社の判断によりご入会をお
断りする場合がございます｡

（入会）
第２条 当社がお申し込みをされるお客様ご本人にカードを発行・貸与し，お客様ご本人によ

り，当社所定の入会申込書に，自筆で氏名・住所・生年月日・電話番号・性別等の必要
事項（以下「会員情報」といいます。）をご記入していただいた時点か，または当社が
運営する京急プレミアポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内所

定の登録画面において会員情報の登録が完了した時点で入会が完了します。なお，
申し込みの際，本人を確認する証明書・資料等の提示をお願いすることがあります。

（カードの発行）
第3条 当社が入会を認めたお客様には，カードを会員１名につき１枚発行（当社から貸与）し

ます。なお，カードは，会員本人がカード裏面の署名欄に自署し，会員本人の責任で
管理していただきます。

２. カードは，自署した会員本人のみがご利用いただけるものとし，第三者に譲渡，貸与
または担保提供をすることはできません。

３. 企業・法人・その他の団体などの名義ではご入会はできません。
（紛失・盗難）
第4条 カードの紛失・盗難・汚損・毀損などの理由により，会員がカードの再発行を希望し，

かつ当社が認めた場合であって所定の入会手続きをされた会員にカードの再発行
をいたします。

2. 会員がカードを紛失および盗難された場合，当社は一切の責任を負いません。
（退会）
第5条 会員は，当社にカードを返還することで，いつでも退会することができます。この場

合，積立ポイントおよび付与予定となっているポイントは，カード返還と同時に消滅
するものとします。

（規約の変更等）
第6条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb ）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

３. 変更後の本規約の効力発生日以降に会員がポイントサービスを利用したときは，会
員は，本規約の変更に同意したものとみなします。

（反社会的勢力）
第7条 会員は，暴力団，暴力団員，暴力団関係企業，暴力団関係者，その他の反社会的勢力

（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当しないことを表明し，かつ将来にわたり
該当しないことを確約するものとします。

2. 会員が前項に違反した場合，当社は，事前に通知することなく，カードの利用停止ま
たは退会を行うことができるものとします。この場合，会員に生じた損害について，
当社および加盟店は一切の責任を負いません。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2022年3月23日改定）

個人情報の取扱いについて（同意事項）
（入会申込書の取扱い）
第１条 京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，「京急プレミアポイントカー

ド」およびその他の当社が発行するポイントカード（以下総称して「カード」といいま
す。）の会員募集を第三者に委託する場合があります。この場合，委託先はお客様か
らお預かりした入会申込書を厳重に管理の上，直ちに当社に引渡しをします。
当社は申込書の厳重な保管管理を講じ，当社が定める時期に適切な方法により廃棄
処分します。

（個人情報の収集，保有）
第２条 会員は，入会申込書（以下「申込書」といいます。）および当社の運営する京急プレミ

アポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内登録画面に記載された
個人情報ならびに入会後に会員本人から当社に提供された個人情報については，入
会後の管理のために当社が保護措置を講じた上で以下の項目について収集・利用
することに同意します。
（１）お客様氏名，年齢，生年月日，住所，電話番号，メールアドレスならびに会員が申告

した事項
（２）本取引に関する利用履歴
（３）入会後に実施したアンケートなどで取得した情報
（４）お問合せ等により当社が知り得た情報（電話通話内容を含む）

（個人情報の利用，提供）
第３条 会員は，当社が以下の目的のために第2条に定める個人情報を利用することに同意

します。
（１）当社のカード事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用す

る場合
（２）当社以外の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内，新商品情報などのお知らせ，市

場調査，商品開発を当社が提携する企業から受託して行うために利用する場合
（３）当社のマーケティング事業における市場調査・商品開発のために利用する場合
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

2. 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した京急プレミアポイント加盟
店（以下「加盟店」といいます。）へ保護措置を講じた上で第２条に定める個人情報を
以下の利用目的で共同利用することに同意します。
（１）宣伝物等，営業案内
（２）商品に関する案内
（３）商品，市場調査，商品開発
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

3. 前項における個人情報の管理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負いま

す｡
4. 会員は，当社が個人情報の保護措置を講じた上で「京急プレミアポイント」の運営に
伴う事務処理業務等の一部を第三者に委託する（以下「委託業務」といいます。）こと
に同意します。

5. 前項の委託先が変更になった場合は，会員に通知または公表いたします。
（個人情報の公的機関等への提供）
第４条 会員は，当社が個人情報の保護に関する法律等の規定により，公的機関等から会員

の個人情報の提供を求められた場合，および公共の利益のために必要がある場合
に，公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。

（個人情報の開示・訂正・削除）
第５条 会員は，当社に対して，個人情報の保護に関する法律等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。
2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には，当社は速やかに訂正ま
たは削除に応じるものとします。

（個人情報の取扱いに関する不同意）
第６条 当社は，お客様が「入会申込書」，または「 webサイト」による必要事項の届けを希望

しない場合，および本同意条項の全部または一部を承認できない場合，本申込みを
お断りする場合があります。ただし，本同意条項第３条第１項第１号および第２号なら
びに第２項第１号および第２号に同意しない場合については，これを理由に当社が本
申込みをお断りすることはありません。

（利用，提供中止の申出）
第７条 本同意条項第３条の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，会員から利用，提供中止の申し出があった場合は，当社はそれ以降の当
社での利用，他社への提供を中止する措置をとります。

（条項の変更）
第8条 本同意条項は法令の定めるところにより，変更・改定または廃止する場合がありま

す。
（個人情報の取扱いに関するお問合せ）
第9条 個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや，利用・提供中止，その他のご意

見のお申し出に関しましては，当社までお願いいたします。なお，当社および加盟
店では個人情報の徹底を推進するため個人情報保護責任者を設置いたしておりま
す。

（2022年3月23日改定）

ー 京急プレミアポイントwebサービス会員規約 ー
京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，当社が運営する「京急プレミアポイン
トwebサービス」（以下「本サービス」といいます。）上で本サービスの利用登録を行った個人
（以下「会員」といいます。）のご利用について，当社が提供する京急プレミアポイントweb会
員IDおよびパスワード（以下「ID等」といいます。）を利用したすべてのサービス（以下「会員
サービス」といいます。）について，「京急プレミアポイントwebサービス会員規約」（以下「会
員規約」といいます。）を定めます。

（適用範囲）
第１条 会員規約は，当社の京急プレミアポイントwebサイト（以下「webサイト」といいま

す。）における会員サービスのご利用について，当社と会員に適用されるものとしま
す。

2. 当社および当社が会員サービスを提供するために提携する京急プレミアポイント加
盟店等（以下「加盟店」といいます。）が，別途に会員サービスに関して当社が認めた
個別規約を設定する場合があります。また，会員規約と個別規約が異なる場合には，
個別規約を優先するものとします。

3. 会員は，会員サービスを利用するにあたり，会員規約および個別規約を誠実に遵守
するものとします。

（会員登録）
第２条 会員サービスを利用しようとする者（以下「会員希望者」といいます。）は，会員規約

に同意の上，当社が定める所定の会員登録手続きをするものとし，会員となることを
条件として本サービスを利用できるものとします。

２. 当社は，会員が当社に届け出た事項（以下「会員データ」といいます。）について登録
を行います。ただし，当社は，会員希望者（次項の手続き完了により会員となった者
を含む。以下同じ。）が，次の各号の一に該当することが判明した場合には，当該会員
希望者の登録を承認しない，または取り消すことができます。
（１）会員希望者が既に家族カード会員その他所定の会員になっている場合
（２）会員希望者が存在しない場合
（３）会員希望者が日本国外に居住する場合
（４）会員希望者のポイント番号が既に会員になっている場合
（５）会員希望者が過去に会員規約違反等によって，会員資格が停止され，または抹消

されている場合
（６）会員登録手続きに際し，当社に届け出た事項に虚偽・誤記または記入漏れがあっ

た場合
（７）会員規約改定時に改定内容に同意しなかった場合
（8）会員希望者が反社会的勢力もしくは反社会的勢力と何らかの関係を有する者で

あり，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合または反社会的行為を行
い，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合

（注１）「反社会的勢力」とは，暴力団，暴力団員，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総
会屋等，社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等，その他これらに
準ずる者をいう。

（注２）「反社会的行為」とは，自らまたは第三者を利用した次の各号に掲げる行為を
いう。
①暴力的な要求行為
②法的責任を超えた不当な要求行為
③会員サービスのご利用に関して，脅迫的な言動をし，または暴力を用いる

行為
④風説を流布し，偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し，また
は当社の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為
（9）その他，会員希望者を会員とすることを不適当と当社が判断した場合

3. 会員登録手続きは，当社が登録を承認し，登録した旨の通知を会員希望者が届け出
たメールアドレスに当社が送信した時点で完了します。

4. 次の各号により会員に不利益または損害が生じた場合であっても，当社および加盟
店は一切の責任を負いません。
（１）前項の規定により当社が会員登録の不承認または取消しを行った場合
（２）会員による会員データの不備または誤りにより会員サービス利用上の支障が生

じた場合
５. 当社は，個人情報である会員データの扱いについては厳重に取り扱い，外部への
漏洩，不正使用がなされないようにします。個人情報の扱いについては，別途定める
「京急グループプライバシーポリシー」および「京急プレミアポイントweb会員個
人情報特約」に記載されている事項に従います。

（会員の有効期間）
第３条 会員が次の各号の一に該当する場合，当社は事前に会員に何ら通知または催告する

ことなく会員登録を停止し，または抹消することができます。
（１）前条第2項および第９条に定める事由のいずれかに該当することが判明した場

合
（２）住所，メールアドレス等の変更により，連絡が取れなくなった場合
（３）会員規約に違反した場合
（４）その他当社が会員として不適当と判断した場合

（会員データの変更）
第４条 会員は，会員データに変更が生じた場合，速やかに各自で所定の画面から会員デー

タの修正を行うものとします。
2. 会員が前項の修正を怠り，または誤ったことにより，当社からの通知が会員サービス
の利用に支障が生じた場合であっても，当社および加盟店は一切の責任を負いませ
ん。

（会員サービス）
第５条 当社は会員サービスのメニューをいつでも追加し，変更し，または削除することがで

きます。
（１）累積ポイント残高の照会
（２）会員データ照会および変更
（３）当社および加盟店に関するお知らせメール
（４）当社および加盟店が実施するキャンペーン情報
（５）当社および加盟店会社所定のサービス
（６）当社が提携する第三者による所定の会員サービス
（７）PASMO番号の登録

2. 会員の年齢，居住地，前項各号に掲げる会員サービスの利用実績，当社が実施する
キャンペーンへの応募実績などの違いにより，当社は特定の会員に対してのみ情報
を提供する場合があります。会員は，加盟店において，会員サービスを利用する場
合，会員規約などのほか，会員サービスに関する規約などに従うものとし，当社は，会
員サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

（会員サービスの中止・中断）
第６条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（会員ID・パスワードの管理）
第７条 当社は，入力された会員ID等の一致を確認することにより，その入力者を会員本人

とみなします。ただし，会員IDは会員登録時に入力するポイントカード番号とし，パス
ワードは会員登録時に設定するものとします。

２. 会員は，第三者に知られないよう，善良なる管理者の注意をもって会員ID等を管理
していただきます。また，会員ID等を他人に貸与，譲渡するなどの行為はできませ
ん。

３. 会員は，会員ID等を盗まれたり，第三者に使用されていることを知った場合には，直
ちにその旨を当社に連絡するとともに，当社からの指示がある場合には，これに従う
ものとします。当社への連絡の先後を問わず，第三者が会員になりすまして会員ID
等や会員サービスを使用された場合に生じる損害は，会員ご自身にご負担頂くもの
とし，当社は一切責任を負いません。

4. 会員は，パスワードを忘れたことにより会員サービスを利用できなくなった場合は，
当社が用意する所定の画面にてパスワードの請求操作を行い，当社は，登録されて
いるメールアドレスにパスワードを送信します。

5. 会員が会員の都合により，登録されているメールアドレスおよびPASMO番号を変
更する場合には，会員規約第４条に従い，会員自ら修正するものとします。

（会員の自己責任）
第８条 会員が会員サービスを利用するにあたり，自ら行った行為および自己の会員ID等に

よりなされた一切の行為ならびにそれらに伴う結果について，自らの行為の有無，過
失の有無を問わず，会員はその責任を負うものとします。

２. 会員が会員サービスを利用するにあたり第三者に損害を与えた場合，会員は自己の
責任と負担において当該第三者との紛争の解決を行うものとします。

３. 会員が会員規約に違反して当社および加盟店に損害を与えた場合，当社および加

盟店は当該会員に対して，被った損害の賠償を請求できるものとします。
（禁止事項）
第９条 会員は，会員登録または会員サービスの利用において，以下の行為を行わないもの

とします。
（１）虚偽の情報を登録する行為
（２）会員サービス提供者の著作権，商標権その他の知的財産権の権利を侵害するお

それのある行為
（３）会員サービス提供者を誹謗中傷し，その名誉，信用を傷つけるおそれのある行為
（４）会員サービス提供者に不利益または損害を与え，業務等を阻害するおそれのあ

る行為
（５）法令または公序良俗に違反する行為，または違反するおそれのある行為
（６）会員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
（７）第三者になりすまして前各号に定める行為を行う一切の行為
（８）その他，当社が不適切と判断する一切の行為

（会員規約の変更）
第１０条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，会員規約を変更することができます。

（１）会員規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）会員規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内

容の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであ
るとき

２. 当社は前項による会員規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポ
イントweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方
法により，会員に通知し周知いたします。

（会員への公表および通知）
第１１条 当社から会員への公表および通知は，当社のサイト上への掲示，登録されている

メールアドレスへの電子メールの送信，またはその他当社が適当と認める方法によ
り行います。

2. 前項の公表が当社のサイト上への掲示で行われる場合，当社のサイトに掲示された
時をもって公表が完了したものとみなします。

3. 第１項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールア
ドレスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（退会）
第１２条 退会は，当社が会員からの届け出を受け，当社で必要な手続きをした時点で完了し

ます。
2. 会員が死亡した場合は，その時点で退会したものとみなします。

（準拠法）
第１３条 会員と当社との諸契約に関する準拠法は，すべて日本法が適用されるものとしま

す。
（規約の発効）
第１４条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年３月16日改定）

ー 京急プレミアポイントweb会員個人情報特約 ー
（適用範囲）
第１条 本特約は，京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が，別に定める「京急プ

レミアポイントweb会員規約」に則り，会員の個人情報の取扱いについて定めたも
のです。本特約に関する用語の定義は「京急プレミアポイントweb会員規約」に従う
ものとします。

（個人情報の収集・利用）
第２条 会員は，当社が下記の個人情報を，下記の目的のために収集・利用することに同意し

ます。
【収集・利用する個人情報】

（１）会員規約第２条の定めにしたがって登録した，会員の氏名，生年月日，性別，住所，
電話番号，メールアドレス

（２）当社および加盟店のサービスの利用状況
（３）その他会員サービスの利用状況
（４）上記以外で，会員が当社に届け出た事項

【利用目的】
（１）会員規約に定める会員サービスを提供させていただくため（宅配業者等へ商品

等の発送を依頼する場合を含みます。）
（２）お問い合わせ・ご意見に対する質問にご回答をさせていただくため
（３）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（４）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けさせていただくため
（５）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満

足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため
（６）市場調査やその他の調査分析を実施するため
（７）公的機関等から会員の個人情報の提供を求められた場合，およびそれに準ずる

公共の利益のため必要がある場合に，公的機関等へ個人情報を提供するため
（個人情報の第三者への提供）
第３条 当社は，前項に記載した個人情報の利用目的に該当する場合または次のいずれかに

該当する場合を除き，あらかじめ会員の同意を得ることなく，個人情報を第三者に提
供しません。
（１）法令に基づく場合
（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
（共同利用）
第４条 会員は，京浜急行電鉄株式会社が，第２条に定める個人情報を，保護措置を講じたう

えで加盟店と以下の目的で，共同で利用することに同意します｡なお，個人情報の管
理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負います｡

【目的】
第２条【利用目的】（３）から（６）のために，第２条【収集・利用する個人情報】の各号の
情報を提供することがあります。

（個人情報の管理体制）
第５条 当社は，会員の個人情報の取扱いに関する個人情報取扱い責任者を定め，個人情報

の適正な管理を実施します。
２. 当社は，会員の個人情報を第２条に定める利用目的の達成に必要な範囲内におい
て，当社が業務を委託する第三者に提供することがあります。

３. 当社は従業員，業務委託先に対し，個人情報の保護および適正な管理方法について
の指導を実施し，日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

（特約の変更）
第６条 当社は，事前に会員に通知することなくこの特約を変更できるものとします。この変

更は，別途定める場合を除き，当社のwebサイト上において掲示により公表するも
のとします。

２. 前項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールアド
レスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（特約の発効）
第７条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。
（2022年３月23日改定）

以上

ー PASMOを利用したポイントサービスに関する規約 ー
PASMOを利用したポイントサービスに関する規約（以下「本規約」といいます。）は，京浜
急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が運営する京急プレミアポイントにおいて，
PASMOを利用したポイントサービス（以下「本サービス」といいます。）および会員の個人情
報の取り扱いについて定めるものです。本サービスをご利用ないしは利用登録する方は本規
約に同意したものとします。

（適用範囲）
第１条 本規約は，京急プレミアポイント会員（以下「会員」といいます。）が，京急プレミアポ

イントwebサイト（以下「webサイト」といいます。）においてPASMO番号を所定の
方法で登録する場合に適用されるものとします。PASMO番号とは，PASMOに割り
当てられた17桁の文字列をいいます。

（PASMOの登録）
第２条 会員は，webサイトにて，PASMO番号の登録を行うものとします。
２. 登録は，webサイトマイページ内「登録情報」において，登録または登録変更が更新
された時点で完了するものとします。

3. 登録が可能なPASMO番号は，会員本人名義のPASMOのものに限ります。ただし，
無記名PASMOにおいては会員本人が所有するものとします。

4. 会員1人が同時に複数のPASMO番号を登録することはできません。
5. 本サービスに登録したPASMO（以下「登録PASMO 」といいます。）の変更を希望す
る場合，第１項および第２項の手続きを行うものとします。

（ポイントの付与）
第３条 登録PASMOを利用し，PASMO加盟店等で登録PASMOを利用することで，ポイ

ントが付与されます。PASMO加盟店等とは，当社，当社グループ会社および当社
と契約するPASMO電子マネー利用加盟店をいいます。

２. 原則，第２条第１項および第２項が完了した時点からポイント付与の対象となります。
ただし，サービスの種類によってはこの限りではありません。

3. 購入金額およびサービス内容ならびに各種サービスの登録状況や条件により，ポイ
ント付与を行わない場合があります。本サービス内容の詳細については，webサイ
トをご確認ください。

4. あらゆる事由によって登録PASMOが利用できない際，当該利用に対してポイント
付与がなされない場合があります。ポイントが付与されなかった場合でも当社は一
切の責任を負いません。

（データの提供）
第４条 会員は，登録PASMOに関する情報のうち，PASMO加盟店等での電子マネー取引

データおよび，鉄道・バス利用データやチャージ・再発行等によるPASMO利用デー
タのほか，株式会社パスモから提供される一切の個人情報（生存する個人に関する
情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個
人を識別することができるものをいいます。また，障がい者用PASMOについては，
ご登録いただいた障がい者情報も含まれます。）を，第5条および第6条に定める目
的のために，株式会社パスモが当社に提供することに同意します。

２. 会員は，当社が前項で取得した情報を，第5条および第6条に定める目的のために，
当社に会員が直接提供した個人情報と紐づけて利用することに同意します。

（個人情報等の収集，保有，利用等）
第５条 当社は，本サービスの提供のために，第４条第１項で定めた株式会社パスモから提供

されるデータを含む以下の個人情報（以下「個人情報等」といいます。）を当社が安
全管理措置を講じたうえで収集，保有します。
〈収集，保有する個人情報等〉
登録PASMOの取引履歴を含む一切の会員に関する情報（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. 当社は，第４条および前１項で定めた個人情報等を以下の目的のために利用します。
（１）会員データ登録内容の確認のため
（２）本サービス等の提供のため（宅配業者等へ商品等の発送を依頼する場合を含み

ます。）
（3）お問い合わせ・ご意見に対する質問への回答のため
（4）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（5）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けするため

（6）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満
足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため

（7）市場調査やその他の調査分析，広報宣伝，マーケティングおよび各事業に係る
サービス向上の検討とその他目的のため

（8）地方公共団体および官公庁等行政機関と共同で，住民サービスの向上や定量的
な根拠に基づく政策立案に活用するため

3. 当社が本サービスの業務を第三者に委託する場合，当社が個人情報等の安全管理
措置を講じたうえで，収集した個人情報等を業務委託先に預託できるものとします。

4. 会員は，第2項の利用目的のため，退会手続きの完了後であっても，個人情報等を当
社が保有する場合があることに同意します。

（個人情報等の提供）
第６条 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，第5条第2項

に定める目的のため，必要な限度において，PASMO加盟店等へ提供することに同
意します。

２. 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，個人情報等の
保護に関する法律（個人情報保護法）やその他の関係法令等を遵守し，個人情報等
のうち特定の個人を識別できないように加工したうえで，第5条第2項（7）に定める
目的のため，すべてのPASMO加盟店等へ提供することに同意します。なお，特定の
個人を識別できないように加工した情報を作成・提供する際は，webサイトで公表
するものととします。

3. 次の各号に掲げる場合は，会員の同意を得ることなく，第三者に個人情報を提供す
る場合があります。
（1）法令に基づく場合
（2）人（法人を含む。）の生命，身体又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場合
（3）公衆衛生の向上又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場合
（4）国の機関若しくは地方公共団体又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場合

（個人情報等の共同利用）
第7条 当社および京急プレミアポイント加盟店は，次の各号に掲げる個人情報等を，第5条

第2項（1）から（7）に掲げた目的の範囲内で共同して利用します。
（1）当社へ直接提供した，氏名，住所，電話番号，生年月日，性別，e-mailアドレス,

PASMO番号等，会員が当社へ直接提供した情報
（2）第4条で定めた，株式会社パスモから提供される情報

２. 当社および京急プレミアポイント加盟店は，共同利用する会員等の個人情報を厳正
に管理し，会員のプライバシー保護について十分に注意を払います。なお，個人情報
等についての責任者は京浜急行電鉄株式会社とし，その代表者および住所につい
ては当社ホームページに記載の「個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項」
をご参照ください。

（規約の変更）
第８条 当社は，事前に会員に通知することなく本規約を変更できるものとします。当該変更

は，当社ホームページへの掲示，その他当社が適切と考える方法により告知するこ
ととし，当該会員は変更内容に同意したものとします。

（免責事項）
第９条 当社は，当社の故意または重過失による場合を除き，本サービスに起因して発生し

た会員の損害については，一切の責めを負わないものとします。
２. 当社は，当社の運営上の都合や障害の発生等により，本サービスによるポイントの
付与を一時的に中断または休止する場合があります。

3. 前項の場合において，登録 PASMOが利用できないことによって，当該利用に対す
るポイントの付与がなされない場合があります。

4. 当社は，ポイント付与条件を事前に会員に通知することなく変更ができるものとしま
す。この場合，会員は，当社の決定に従うものとします。

5. 当社は，当社の運営上の都合により，本サービスを廃止する場合があります。
6. 当社は，前３項の場合において，会員に損害が発生しても，一切の責めを負わないも
のとします。

7. 当社は，法律の改正による規約の変更やシステム更新等やむを得ない事由により，
会員に不利益が生じても一切責任を負いません。

8. 本サービスに関して，株式会社パスモは，事由の如何に関わらず一切の責めを負わ
ないものとします。

（規約の優先）
第10条 本規約に定めのない事項については，当社が定める「京急グループプライバシーポ

リシー」，「京急プレミアポイント会員規約」，「京急プレミアポイントwebサービス会
員規約」および「京急プレミアポイントweb会員個人情報特約」によるものとし，本規
約と内容が重複する事項については，本規約が優先されます。

２. PASMOに関する内容は，株式会社パスモの「PASMO取扱規則」,「 PASMO電子マ
ネー取扱規則」および「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」によ
ります。

（合意管轄）
第11条 本サービスに関連して当社と会員，または第2条におけるPASMOの登録手続きを

希望する者との間に生じる一切の紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所
とします。

（規約の発効）
第12条 本会員規約は２０２２年４月１日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年3月16日改定）
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ー 京急プレミアポイント規約 ー
（目的）
第1条 京急プレミアポイント規約（以下「本規約」という。）は，京浜急行電鉄株式会社（以下

「当社」という。）が運営するポイントサービスを定めたものです。
（定義）
第2条 当社または当社と提携会社が発行するカードであって，本規約におけるポイント

サービスを受けることができるカードを総称して京急プレミアポイントカード（以下
「カード」という。）の入会をお申込みいただき，当社が入会を認め，会員情報の登録
を完了した方を会員といいます。

2. 会員が京急プレミアポイント加盟店（以下「加盟店」という。）でカードの提示で提供
される場合，または当社と提携会社が発行するカードのクレジット利用額に対して
付与されるポイントおよび京急プレミアポイントwebサイトで登録したPASMOを
PASMO加盟店等で利用することで付与されるポイントを京急プレミアポイント（以
下「ポイント」という。）といいます。ポイントサービス内容の詳細は京急プレミアポイ
ントwebサイトをご確認ください。PASMO加盟店等とは，当社および当社グルー
プ会社ならびに当社と契約するPASMO電子マネー利用加盟店等をいいます。

（会員の優待特典）
第3条 会員は，カードを提示することで，当社と契約した加盟店で，ポイント付与などカード

の付帯サービスおよび優待特典（以下「優待」という。）を利用することができます。
利用できる優待内容については，当社が適切と考える方法により，会員にお知らせ
いたします。

2. 会員は，優待の利用について，ご利用の加盟店に本規約以外の規約がある場合は，
それに従ってご利用いただきます。

3. 会員は，当社が優待の内容を変更または，廃止する場合があることを予め承諾しま
す。

（ポイント付与）
第4条 会員は，ポイント対象となる加盟店等での商品の購入またはサービスのご利用の

際，ご精算前にカードを提示，またはカード番号等の登録をするほか，所定の条件を
満たした場合，その会員に当社が定めるポイントを付与します。

2. ポイント付与の割合は，加盟店ごとに異なります。また，特定の期間，特定の加盟店，
特定の商品，特定の会員向けにポイント付与方法を変更する場合があります。この
場合において，当社および加盟店は一切の責任を負いません。

3. 次の各号の場合は，原則としてポイント付与対象外となります。
（１）ご精算金額が加盟店ごとのポイント付与基準額に満たない場合
（２）ご精算前にカードの提示・申告がなかった場合
（３）他の優待制度をご利用の場合
（４）当社または加盟店がポイント付与対象外と定める売場・商品・サービス，または販

売方法，もしくは支払方法の場合
4. 当社は，当社があらかじめ指定した加盟店においてカードの発行を受けたお客様に
ついて，カードを利用できる加盟店を制限することがあります。この場合，当社は，当
社ホームページまたは加盟店の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法によ
り，当該お客様に通知いたします。

5. 会員がPASMO番号の登録によるポイントサービスを利用するためには，別途定める
「PASMOを利用したポイントサービスに関する規約」に同意するものとします。

（ポイントの積み立て）
第5条 会員が，第４条の定めにより付与されたポイントの積み立ては，原則カード単位で行

います。
2. 前項にかかわらず，次の各号に該当する場合はその限りではありません。
（１）京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT PLUSの家族会員カードに

ポイントが付与された場合
（２）京急プレミアポイントシルバーの家族会員カードでクレジット決済された場合
（３）クレジットカードの更新または再発行により会員が複数のカードを保有した場合
（４）京急プレミアポイントPASMOカードの再発行手続きにより，提携会社から再発

行カードが会員に郵送された場合
3. ポイントは，お支払いが完了したときに付与し，その日から有効となります。ただし，
ご利用の加盟店，またはご利用時間によっては，ポイント付与日がお支払い完了日
の翌営業日以降となる場合があります。

4. ポイントの有効期限は，当該ポイントを付与した日から２年間です。
（ポイント残高照会）
第6条 ポイント残高は「京急プレミアポイント券発行機」（以下「発行機」という。），一部加盟

店のレシート，「京急プレミアポイントwebサイト」（登録制）でご確認いただけます。
（ポイント券の発行）
第7条 ポイントは，発行機により，原則として１ポイントあたり1円の割合で京急プレミアポ

イント券（以下「ポイント券」という。）と引き換えることができます。ポイント券の発
行単位は発行機の設置場所により異なりますので，当社または加盟店にご確認くだ
さい。なお，発行機のご利用時間は，設置場所ごとに定めるものとします。

2. 発行したポイント券の有効期限は，発行日から2か月間とします。なお，有効期間経
過後は，無効といたしますので，必ず券面の有効期間内にご利用ください。

3. 発行したポイント券の再発行はできません。また，発行済のポイント券の盗難・紛
失・滅失等に対しては，当社はその責を一切負いません。

4. ポイント券として発行したポイントを原則，積み立てたポイントに戻すことはできま
せん。

5. カードは発行後すぐにご利用いただけますが，発行機のご利用は申し込み用紙での
新規ご入会受付の場合，約1週間後となります。この間はポイント券の発行はできま
せん。

（ポイント券の利用方法）
第8条 加盟店でお支払いの際，ポイント券の券面額をご優待いたします。

2. ポイント券は，現金と引き換えできません。また，つり銭はお出しできませんので，券
面額以上のお支払にご利用ください。

3. 加盟店によっては，一部ポイント券をご利用いただけない売場・商品・サービスがご
ざいます。

（返品・払い戻し時の処理）
第9条 ポイント付与対象となるお支払いにより購入された商品の返品，またはお申し込み

済のサービス等を払い戻しされる場合は，カードおよび当該商品等に係るレシート
を提示していただきます。この際に，すでに付与したポイントから返品・払い戻し相
当額のポイントを差し引きます。

2. すでにポイント券を発行し，ポイント残高が不足している場合は，ポイント券を回収
またはポイント券相当額の現金を請求させていただきます。

（カードの再発行）
第10条 カードの紛失・盗難・汚損・破損・磁気不良等の理由により，当社が再発行を認めた場

合には，積立ポイント残数，利用累計金額に関する権利を引き続き有効とします。
2. カードの紛失・盗難が発生した場合，第三者に利用されたポイントおよびポイントの
失効について当社，加盟店は一切の責任を負いません。

3. カードの紛失・盗難が生じた場合，会員は，直ちに当社に連絡してください。
（会員資格の喪失）
第11条 会員が次の各号の一にでも該当した時は，会員資格を喪失すると同時に，積立ポイ

ントはすべて消滅するものとします。
（１）退会した場合
（２）この規約に違反したとき
（３）会員が当社または加盟店もしくは京急グループ各社での特典，サービス等を利

用するにあたり不正な行為があったとき
（４）死亡したとき（ただし，京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT 

PLUS・京急プレミアポイントシルバー家族会員カードの積立ポイントを除く）
（５）カードの入会等に際し，氏名，住所，連絡先電話番号等，虚偽の届け出をし，本人

を偽る行為をしたとき
（6）その他，会員として不適切な行為があった場合，または，当社が会員として不適切

と判断したとき
（届出事項の変更）
第12条 会員は，当社に届け出た氏名，住所，電話番号等が変更になった場合，速やかに当社

に届け出るものとします。会員の責任によって届け出内容が不明になった場合，カー
ドの利用停止または退会とする場合があります。

（会員サービスの中止・中断）
第13条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（規約の変更等）
第14条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

（カードの管理）
第15条 会員は，カードに記録されたカード番号，磁気情報等の情報が漏洩したこと等により，

カードの偽造等のおそれがある場合，ただちに当社にその旨を通知するとともに，
当社の指示に従い適切な措置を講じるものとします。カードが偽造等をされたこと
によって会員が受けた不利益等については，当社は一切の責任を負いません。

（個人情報の共同利用）
第16条 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社グループ会社および加

盟店が保護措置を講じたうえで個人情報を共同利用することに同意します。共同利
用に関する公表事項に関しては，当社ホームページ，プライバシーポリシーページ
内の〔「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項〕をご参照ください。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2023年3月16日改定）

ー 京急プレミアポイント専用カード会員規約 ー
（会員資格）
第１条 会員とは，京急プレミアポイント規約および京急プレミアポイント専用カード会員規

約（以下「本規約」といいます）を承諾のうえ，次条の入会手続きをされ，京浜急行電
鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が認めた，「京急プレミアポイントクリスタル
カード」およびその他の当社が発行するポイント専用カード（以下総称して「カード」
といいます。）の発行を受けたお客様をいいます。ただし，満１２歳以上のお客様に限
らせていただきます。また，満１２歳以上のお客様でも当社の判断によりご入会をお
断りする場合がございます｡

（入会）
第２条 当社がお申し込みをされるお客様ご本人にカードを発行・貸与し，お客様ご本人によ

り，当社所定の入会申込書に，自筆で氏名・住所・生年月日・電話番号・性別等の必要
事項（以下「会員情報」といいます。）をご記入していただいた時点か，または当社が
運営する京急プレミアポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内所

定の登録画面において会員情報の登録が完了した時点で入会が完了します。なお，
申し込みの際，本人を確認する証明書・資料等の提示をお願いすることがあります。

（カードの発行）
第3条 当社が入会を認めたお客様には，カードを会員１名につき１枚発行（当社から貸与）し

ます。なお，カードは，会員本人がカード裏面の署名欄に自署し，会員本人の責任で
管理していただきます。

２. カードは，自署した会員本人のみがご利用いただけるものとし，第三者に譲渡，貸与
または担保提供をすることはできません。

３. 企業・法人・その他の団体などの名義ではご入会はできません。
（紛失・盗難）
第4条 カードの紛失・盗難・汚損・毀損などの理由により，会員がカードの再発行を希望し，

かつ当社が認めた場合であって所定の入会手続きをされた会員にカードの再発行
をいたします。

2. 会員がカードを紛失および盗難された場合，当社は一切の責任を負いません。
（退会）
第5条 会員は，当社にカードを返還することで，いつでも退会することができます。この場

合，積立ポイントおよび付与予定となっているポイントは，カード返還と同時に消滅
するものとします。

（規約の変更等）
第6条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb ）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

３. 変更後の本規約の効力発生日以降に会員がポイントサービスを利用したときは，会
員は，本規約の変更に同意したものとみなします。

（反社会的勢力）
第7条 会員は，暴力団，暴力団員，暴力団関係企業，暴力団関係者，その他の反社会的勢力

（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当しないことを表明し，かつ将来にわたり
該当しないことを確約するものとします。

2. 会員が前項に違反した場合，当社は，事前に通知することなく，カードの利用停止ま
たは退会を行うことができるものとします。この場合，会員に生じた損害について，
当社および加盟店は一切の責任を負いません。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2022年3月23日改定）

個人情報の取扱いについて（同意事項）
（入会申込書の取扱い）
第１条 京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，「京急プレミアポイントカー

ド」およびその他の当社が発行するポイントカード（以下総称して「カード」といいま
す。）の会員募集を第三者に委託する場合があります。この場合，委託先はお客様か
らお預かりした入会申込書を厳重に管理の上，直ちに当社に引渡しをします。
当社は申込書の厳重な保管管理を講じ，当社が定める時期に適切な方法により廃棄
処分します。

（個人情報の収集，保有）
第２条 会員は，入会申込書（以下「申込書」といいます。）および当社の運営する京急プレミ

アポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内登録画面に記載された
個人情報ならびに入会後に会員本人から当社に提供された個人情報については，入
会後の管理のために当社が保護措置を講じた上で以下の項目について収集・利用
することに同意します。
（１）お客様氏名，年齢，生年月日，住所，電話番号，メールアドレスならびに会員が申告

した事項
（２）本取引に関する利用履歴
（３）入会後に実施したアンケートなどで取得した情報
（４）お問合せ等により当社が知り得た情報（電話通話内容を含む）

（個人情報の利用，提供）
第３条 会員は，当社が以下の目的のために第2条に定める個人情報を利用することに同意

します。
（１）当社のカード事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用す

る場合
（２）当社以外の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内，新商品情報などのお知らせ，市

場調査，商品開発を当社が提携する企業から受託して行うために利用する場合
（３）当社のマーケティング事業における市場調査・商品開発のために利用する場合
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

2. 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した京急プレミアポイント加盟
店（以下「加盟店」といいます。）へ保護措置を講じた上で第２条に定める個人情報を
以下の利用目的で共同利用することに同意します。
（１）宣伝物等，営業案内
（２）商品に関する案内
（３）商品，市場調査，商品開発
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

3. 前項における個人情報の管理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負いま

す｡
4. 会員は，当社が個人情報の保護措置を講じた上で「京急プレミアポイント」の運営に
伴う事務処理業務等の一部を第三者に委託する（以下「委託業務」といいます。）こと
に同意します。

5. 前項の委託先が変更になった場合は，会員に通知または公表いたします。
（個人情報の公的機関等への提供）
第４条 会員は，当社が個人情報の保護に関する法律等の規定により，公的機関等から会員

の個人情報の提供を求められた場合，および公共の利益のために必要がある場合
に，公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。

（個人情報の開示・訂正・削除）
第５条 会員は，当社に対して，個人情報の保護に関する法律等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。
2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には，当社は速やかに訂正ま
たは削除に応じるものとします。

（個人情報の取扱いに関する不同意）
第６条 当社は，お客様が「入会申込書」，または「 webサイト」による必要事項の届けを希望

しない場合，および本同意条項の全部または一部を承認できない場合，本申込みを
お断りする場合があります。ただし，本同意条項第３条第１項第１号および第２号なら
びに第２項第１号および第２号に同意しない場合については，これを理由に当社が本
申込みをお断りすることはありません。

（利用，提供中止の申出）
第７条 本同意条項第３条の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，会員から利用，提供中止の申し出があった場合は，当社はそれ以降の当
社での利用，他社への提供を中止する措置をとります。

（条項の変更）
第8条 本同意条項は法令の定めるところにより，変更・改定または廃止する場合がありま

す。
（個人情報の取扱いに関するお問合せ）
第9条 個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや，利用・提供中止，その他のご意

見のお申し出に関しましては，当社までお願いいたします。なお，当社および加盟
店では個人情報の徹底を推進するため個人情報保護責任者を設置いたしておりま
す。

（2022年3月23日改定）

ー 京急プレミアポイントwebサービス会員規約 ー
京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，当社が運営する「京急プレミアポイン
トwebサービス」（以下「本サービス」といいます。）上で本サービスの利用登録を行った個人
（以下「会員」といいます。）のご利用について，当社が提供する京急プレミアポイントweb会
員IDおよびパスワード（以下「ID等」といいます。）を利用したすべてのサービス（以下「会員
サービス」といいます。）について，「京急プレミアポイントwebサービス会員規約」（以下「会
員規約」といいます。）を定めます。

（適用範囲）
第１条 会員規約は，当社の京急プレミアポイントwebサイト（以下「webサイト」といいま

す。）における会員サービスのご利用について，当社と会員に適用されるものとしま
す。

2. 当社および当社が会員サービスを提供するために提携する京急プレミアポイント加
盟店等（以下「加盟店」といいます。）が，別途に会員サービスに関して当社が認めた
個別規約を設定する場合があります。また，会員規約と個別規約が異なる場合には，
個別規約を優先するものとします。

3. 会員は，会員サービスを利用するにあたり，会員規約および個別規約を誠実に遵守
するものとします。

（会員登録）
第２条 会員サービスを利用しようとする者（以下「会員希望者」といいます。）は，会員規約

に同意の上，当社が定める所定の会員登録手続きをするものとし，会員となることを
条件として本サービスを利用できるものとします。

２. 当社は，会員が当社に届け出た事項（以下「会員データ」といいます。）について登録
を行います。ただし，当社は，会員希望者（次項の手続き完了により会員となった者
を含む。以下同じ。）が，次の各号の一に該当することが判明した場合には，当該会員
希望者の登録を承認しない，または取り消すことができます。
（１）会員希望者が既に家族カード会員その他所定の会員になっている場合
（２）会員希望者が存在しない場合
（３）会員希望者が日本国外に居住する場合
（４）会員希望者のポイント番号が既に会員になっている場合
（５）会員希望者が過去に会員規約違反等によって，会員資格が停止され，または抹消

されている場合
（６）会員登録手続きに際し，当社に届け出た事項に虚偽・誤記または記入漏れがあっ

た場合
（７）会員規約改定時に改定内容に同意しなかった場合
（8）会員希望者が反社会的勢力もしくは反社会的勢力と何らかの関係を有する者で

あり，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合または反社会的行為を行
い，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合

（注１）「反社会的勢力」とは，暴力団，暴力団員，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総
会屋等，社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等，その他これらに
準ずる者をいう。

（注２）「反社会的行為」とは，自らまたは第三者を利用した次の各号に掲げる行為を
いう。
①暴力的な要求行為
②法的責任を超えた不当な要求行為
③会員サービスのご利用に関して，脅迫的な言動をし，または暴力を用いる

行為
④風説を流布し，偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し，また
は当社の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為
（9）その他，会員希望者を会員とすることを不適当と当社が判断した場合

3. 会員登録手続きは，当社が登録を承認し，登録した旨の通知を会員希望者が届け出
たメールアドレスに当社が送信した時点で完了します。

4. 次の各号により会員に不利益または損害が生じた場合であっても，当社および加盟
店は一切の責任を負いません。
（１）前項の規定により当社が会員登録の不承認または取消しを行った場合
（２）会員による会員データの不備または誤りにより会員サービス利用上の支障が生

じた場合
５. 当社は，個人情報である会員データの扱いについては厳重に取り扱い，外部への
漏洩，不正使用がなされないようにします。個人情報の扱いについては，別途定める
「京急グループプライバシーポリシー」および「京急プレミアポイントweb会員個
人情報特約」に記載されている事項に従います。

（会員の有効期間）
第３条 会員が次の各号の一に該当する場合，当社は事前に会員に何ら通知または催告する

ことなく会員登録を停止し，または抹消することができます。
（１）前条第2項および第９条に定める事由のいずれかに該当することが判明した場

合
（２）住所，メールアドレス等の変更により，連絡が取れなくなった場合
（３）会員規約に違反した場合
（４）その他当社が会員として不適当と判断した場合

（会員データの変更）
第４条 会員は，会員データに変更が生じた場合，速やかに各自で所定の画面から会員デー

タの修正を行うものとします。
2. 会員が前項の修正を怠り，または誤ったことにより，当社からの通知が会員サービス
の利用に支障が生じた場合であっても，当社および加盟店は一切の責任を負いませ
ん。

（会員サービス）
第５条 当社は会員サービスのメニューをいつでも追加し，変更し，または削除することがで

きます。
（１）累積ポイント残高の照会
（２）会員データ照会および変更
（３）当社および加盟店に関するお知らせメール
（４）当社および加盟店が実施するキャンペーン情報
（５）当社および加盟店会社所定のサービス
（６）当社が提携する第三者による所定の会員サービス
（７）PASMO番号の登録

2. 会員の年齢，居住地，前項各号に掲げる会員サービスの利用実績，当社が実施する
キャンペーンへの応募実績などの違いにより，当社は特定の会員に対してのみ情報
を提供する場合があります。会員は，加盟店において，会員サービスを利用する場
合，会員規約などのほか，会員サービスに関する規約などに従うものとし，当社は，会
員サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

（会員サービスの中止・中断）
第６条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（会員ID・パスワードの管理）
第７条 当社は，入力された会員ID等の一致を確認することにより，その入力者を会員本人

とみなします。ただし，会員IDは会員登録時に入力するポイントカード番号とし，パス
ワードは会員登録時に設定するものとします。

２. 会員は，第三者に知られないよう，善良なる管理者の注意をもって会員ID等を管理
していただきます。また，会員ID等を他人に貸与，譲渡するなどの行為はできませ
ん。

３. 会員は，会員ID等を盗まれたり，第三者に使用されていることを知った場合には，直
ちにその旨を当社に連絡するとともに，当社からの指示がある場合には，これに従う
ものとします。当社への連絡の先後を問わず，第三者が会員になりすまして会員ID
等や会員サービスを使用された場合に生じる損害は，会員ご自身にご負担頂くもの
とし，当社は一切責任を負いません。

4. 会員は，パスワードを忘れたことにより会員サービスを利用できなくなった場合は，
当社が用意する所定の画面にてパスワードの請求操作を行い，当社は，登録されて
いるメールアドレスにパスワードを送信します。

5. 会員が会員の都合により，登録されているメールアドレスおよびPASMO番号を変
更する場合には，会員規約第４条に従い，会員自ら修正するものとします。

（会員の自己責任）
第８条 会員が会員サービスを利用するにあたり，自ら行った行為および自己の会員ID等に

よりなされた一切の行為ならびにそれらに伴う結果について，自らの行為の有無，過
失の有無を問わず，会員はその責任を負うものとします。

２. 会員が会員サービスを利用するにあたり第三者に損害を与えた場合，会員は自己の
責任と負担において当該第三者との紛争の解決を行うものとします。

３. 会員が会員規約に違反して当社および加盟店に損害を与えた場合，当社および加

盟店は当該会員に対して，被った損害の賠償を請求できるものとします。
（禁止事項）
第９条 会員は，会員登録または会員サービスの利用において，以下の行為を行わないもの

とします。
（１）虚偽の情報を登録する行為
（２）会員サービス提供者の著作権，商標権その他の知的財産権の権利を侵害するお

それのある行為
（３）会員サービス提供者を誹謗中傷し，その名誉，信用を傷つけるおそれのある行為
（４）会員サービス提供者に不利益または損害を与え，業務等を阻害するおそれのあ

る行為
（５）法令または公序良俗に違反する行為，または違反するおそれのある行為
（６）会員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
（７）第三者になりすまして前各号に定める行為を行う一切の行為
（８）その他，当社が不適切と判断する一切の行為

（会員規約の変更）
第１０条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，会員規約を変更することができます。

（１）会員規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）会員規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内

容の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであ
るとき

２. 当社は前項による会員規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポ
イントweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方
法により，会員に通知し周知いたします。

（会員への公表および通知）
第１１条 当社から会員への公表および通知は，当社のサイト上への掲示，登録されている

メールアドレスへの電子メールの送信，またはその他当社が適当と認める方法によ
り行います。

2. 前項の公表が当社のサイト上への掲示で行われる場合，当社のサイトに掲示された
時をもって公表が完了したものとみなします。

3. 第１項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールア
ドレスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（退会）
第１２条 退会は，当社が会員からの届け出を受け，当社で必要な手続きをした時点で完了し

ます。
2. 会員が死亡した場合は，その時点で退会したものとみなします。

（準拠法）
第１３条 会員と当社との諸契約に関する準拠法は，すべて日本法が適用されるものとしま

す。
（規約の発効）
第１４条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年３月16日改定）

ー 京急プレミアポイントweb会員個人情報特約 ー
（適用範囲）
第１条 本特約は，京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が，別に定める「京急プ

レミアポイントweb会員規約」に則り，会員の個人情報の取扱いについて定めたも
のです。本特約に関する用語の定義は「京急プレミアポイントweb会員規約」に従う
ものとします。

（個人情報の収集・利用）
第２条 会員は，当社が下記の個人情報を，下記の目的のために収集・利用することに同意し

ます。
【収集・利用する個人情報】

（１）会員規約第２条の定めにしたがって登録した，会員の氏名，生年月日，性別，住所，
電話番号，メールアドレス

（２）当社および加盟店のサービスの利用状況
（３）その他会員サービスの利用状況
（４）上記以外で，会員が当社に届け出た事項

【利用目的】
（１）会員規約に定める会員サービスを提供させていただくため（宅配業者等へ商品

等の発送を依頼する場合を含みます。）
（２）お問い合わせ・ご意見に対する質問にご回答をさせていただくため
（３）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（４）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けさせていただくため
（５）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満

足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため
（６）市場調査やその他の調査分析を実施するため
（７）公的機関等から会員の個人情報の提供を求められた場合，およびそれに準ずる

公共の利益のため必要がある場合に，公的機関等へ個人情報を提供するため
（個人情報の第三者への提供）
第３条 当社は，前項に記載した個人情報の利用目的に該当する場合または次のいずれかに

該当する場合を除き，あらかじめ会員の同意を得ることなく，個人情報を第三者に提
供しません。
（１）法令に基づく場合
（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
（共同利用）
第４条 会員は，京浜急行電鉄株式会社が，第２条に定める個人情報を，保護措置を講じたう

えで加盟店と以下の目的で，共同で利用することに同意します｡なお，個人情報の管
理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負います｡

【目的】
第２条【利用目的】（３）から（６）のために，第２条【収集・利用する個人情報】の各号の
情報を提供することがあります。

（個人情報の管理体制）
第５条 当社は，会員の個人情報の取扱いに関する個人情報取扱い責任者を定め，個人情報

の適正な管理を実施します。
２. 当社は，会員の個人情報を第２条に定める利用目的の達成に必要な範囲内におい
て，当社が業務を委託する第三者に提供することがあります。

３. 当社は従業員，業務委託先に対し，個人情報の保護および適正な管理方法について
の指導を実施し，日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

（特約の変更）
第６条 当社は，事前に会員に通知することなくこの特約を変更できるものとします。この変

更は，別途定める場合を除き，当社のwebサイト上において掲示により公表するも
のとします。

２. 前項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールアド
レスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（特約の発効）
第７条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。
（2022年３月23日改定）

以上

ー PASMOを利用したポイントサービスに関する規約 ー
PASMOを利用したポイントサービスに関する規約（以下「本規約」といいます。）は，京浜
急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が運営する京急プレミアポイントにおいて，
PASMOを利用したポイントサービス（以下「本サービス」といいます。）および会員の個人情
報の取り扱いについて定めるものです。本サービスをご利用ないしは利用登録する方は本規
約に同意したものとします。

（適用範囲）
第１条 本規約は，京急プレミアポイント会員（以下「会員」といいます。）が，京急プレミアポ

イントwebサイト（以下「webサイト」といいます。）においてPASMO番号を所定の
方法で登録する場合に適用されるものとします。PASMO番号とは，PASMOに割り
当てられた17桁の文字列をいいます。

（PASMOの登録）
第２条 会員は，webサイトにて，PASMO番号の登録を行うものとします。
２. 登録は，webサイトマイページ内「登録情報」において，登録または登録変更が更新
された時点で完了するものとします。

3. 登録が可能なPASMO番号は，会員本人名義のPASMOのものに限ります。ただし，
無記名PASMOにおいては会員本人が所有するものとします。

4. 会員1人が同時に複数のPASMO番号を登録することはできません。
5. 本サービスに登録したPASMO（以下「登録PASMO 」といいます。）の変更を希望す
る場合，第１項および第２項の手続きを行うものとします。

（ポイントの付与）
第３条 登録PASMOを利用し，PASMO加盟店等で登録PASMOを利用することで，ポイ

ントが付与されます。PASMO加盟店等とは，当社，当社グループ会社および当社
と契約するPASMO電子マネー利用加盟店をいいます。

２. 原則，第２条第１項および第２項が完了した時点からポイント付与の対象となります。
ただし，サービスの種類によってはこの限りではありません。

3. 購入金額およびサービス内容ならびに各種サービスの登録状況や条件により，ポイ
ント付与を行わない場合があります。本サービス内容の詳細については，webサイ
トをご確認ください。

4. あらゆる事由によって登録PASMOが利用できない際，当該利用に対してポイント
付与がなされない場合があります。ポイントが付与されなかった場合でも当社は一
切の責任を負いません。

（データの提供）
第４条 会員は，登録PASMOに関する情報のうち，PASMO加盟店等での電子マネー取引

データおよび，鉄道・バス利用データやチャージ・再発行等によるPASMO利用デー
タのほか，株式会社パスモから提供される一切の個人情報（生存する個人に関する
情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個
人を識別することができるものをいいます。また，障がい者用PASMOについては，
ご登録いただいた障がい者情報も含まれます。）を，第5条および第6条に定める目
的のために，株式会社パスモが当社に提供することに同意します。

２. 会員は，当社が前項で取得した情報を，第5条および第6条に定める目的のために，
当社に会員が直接提供した個人情報と紐づけて利用することに同意します。

（個人情報等の収集，保有，利用等）
第５条 当社は，本サービスの提供のために，第４条第１項で定めた株式会社パスモから提供

されるデータを含む以下の個人情報（以下「個人情報等」といいます。）を当社が安
全管理措置を講じたうえで収集，保有します。
〈収集，保有する個人情報等〉
登録PASMOの取引履歴を含む一切の会員に関する情報（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. 当社は，第４条および前１項で定めた個人情報等を以下の目的のために利用します。
（１）会員データ登録内容の確認のため
（２）本サービス等の提供のため（宅配業者等へ商品等の発送を依頼する場合を含み

ます。）
（3）お問い合わせ・ご意見に対する質問への回答のため
（4）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（5）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けするため

（6）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満
足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため

（7）市場調査やその他の調査分析，広報宣伝，マーケティングおよび各事業に係る
サービス向上の検討とその他目的のため

（8）地方公共団体および官公庁等行政機関と共同で，住民サービスの向上や定量的
な根拠に基づく政策立案に活用するため

3. 当社が本サービスの業務を第三者に委託する場合，当社が個人情報等の安全管理
措置を講じたうえで，収集した個人情報等を業務委託先に預託できるものとします。

4. 会員は，第2項の利用目的のため，退会手続きの完了後であっても，個人情報等を当
社が保有する場合があることに同意します。

（個人情報等の提供）
第６条 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，第5条第2項

に定める目的のため，必要な限度において，PASMO加盟店等へ提供することに同
意します。

２. 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，個人情報等の
保護に関する法律（個人情報保護法）やその他の関係法令等を遵守し，個人情報等
のうち特定の個人を識別できないように加工したうえで，第5条第2項（7）に定める
目的のため，すべてのPASMO加盟店等へ提供することに同意します。なお，特定の
個人を識別できないように加工した情報を作成・提供する際は，webサイトで公表
するものととします。

3. 次の各号に掲げる場合は，会員の同意を得ることなく，第三者に個人情報を提供す
る場合があります。
（1）法令に基づく場合
（2）人（法人を含む。）の生命，身体又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場合
（3）公衆衛生の向上又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場合
（4）国の機関若しくは地方公共団体又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場合

（個人情報等の共同利用）
第7条 当社および京急プレミアポイント加盟店は，次の各号に掲げる個人情報等を，第5条

第2項（1）から（7）に掲げた目的の範囲内で共同して利用します。
（1）当社へ直接提供した，氏名，住所，電話番号，生年月日，性別，e-mailアドレス,

PASMO番号等，会員が当社へ直接提供した情報
（2）第4条で定めた，株式会社パスモから提供される情報

２. 当社および京急プレミアポイント加盟店は，共同利用する会員等の個人情報を厳正
に管理し，会員のプライバシー保護について十分に注意を払います。なお，個人情報
等についての責任者は京浜急行電鉄株式会社とし，その代表者および住所につい
ては当社ホームページに記載の「個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項」
をご参照ください。

（規約の変更）
第８条 当社は，事前に会員に通知することなく本規約を変更できるものとします。当該変更

は，当社ホームページへの掲示，その他当社が適切と考える方法により告知するこ
ととし，当該会員は変更内容に同意したものとします。

（免責事項）
第９条 当社は，当社の故意または重過失による場合を除き，本サービスに起因して発生し

た会員の損害については，一切の責めを負わないものとします。
２. 当社は，当社の運営上の都合や障害の発生等により，本サービスによるポイントの
付与を一時的に中断または休止する場合があります。

3. 前項の場合において，登録 PASMOが利用できないことによって，当該利用に対す
るポイントの付与がなされない場合があります。

4. 当社は，ポイント付与条件を事前に会員に通知することなく変更ができるものとしま
す。この場合，会員は，当社の決定に従うものとします。

5. 当社は，当社の運営上の都合により，本サービスを廃止する場合があります。
6. 当社は，前３項の場合において，会員に損害が発生しても，一切の責めを負わないも
のとします。

7. 当社は，法律の改正による規約の変更やシステム更新等やむを得ない事由により，
会員に不利益が生じても一切責任を負いません。

8. 本サービスに関して，株式会社パスモは，事由の如何に関わらず一切の責めを負わ
ないものとします。

（規約の優先）
第10条 本規約に定めのない事項については，当社が定める「京急グループプライバシーポ

リシー」，「京急プレミアポイント会員規約」，「京急プレミアポイントwebサービス会
員規約」および「京急プレミアポイントweb会員個人情報特約」によるものとし，本規
約と内容が重複する事項については，本規約が優先されます。

２. PASMOに関する内容は，株式会社パスモの「PASMO取扱規則」,「 PASMO電子マ
ネー取扱規則」および「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」によ
ります。

（合意管轄）
第11条 本サービスに関連して当社と会員，または第2条におけるPASMOの登録手続きを

希望する者との間に生じる一切の紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所
とします。

（規約の発効）
第12条 本会員規約は２０２２年４月１日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年3月16日改定）

ー 京急プレミアポイント規約 ー
（目的）
第1条 京急プレミアポイント規約（以下「本規約」という。）は，京浜急行電鉄株式会社（以下

「当社」という。）が運営するポイントサービスを定めたものです。
（定義）
第2条 当社または当社と提携会社が発行するカードであって，本規約におけるポイント

サービスを受けることができるカードを総称して京急プレミアポイントカード（以下
「カード」という。）の入会をお申込みいただき，当社が入会を認め，会員情報の登録
を完了した方を会員といいます。

2. 会員が京急プレミアポイント加盟店（以下「加盟店」という。）でカードの提示で提供
される場合，または当社と提携会社が発行するカードのクレジット利用額に対して
付与されるポイントおよび京急プレミアポイントwebサイトで登録したPASMOを
PASMO加盟店等で利用することで付与されるポイントを京急プレミアポイント（以
下「ポイント」という。）といいます。ポイントサービス内容の詳細は京急プレミアポイ
ントwebサイトをご確認ください。PASMO加盟店等とは，当社および当社グルー
プ会社ならびに当社と契約するPASMO電子マネー利用加盟店等をいいます。

（会員の優待特典）
第3条 会員は，カードを提示することで，当社と契約した加盟店で，ポイント付与などカード

の付帯サービスおよび優待特典（以下「優待」という。）を利用することができます。
利用できる優待内容については，当社が適切と考える方法により，会員にお知らせ
いたします。

2. 会員は，優待の利用について，ご利用の加盟店に本規約以外の規約がある場合は，
それに従ってご利用いただきます。

3. 会員は，当社が優待の内容を変更または，廃止する場合があることを予め承諾しま
す。

（ポイント付与）
第4条 会員は，ポイント対象となる加盟店等での商品の購入またはサービスのご利用の

際，ご精算前にカードを提示，またはカード番号等の登録をするほか，所定の条件を
満たした場合，その会員に当社が定めるポイントを付与します。

2. ポイント付与の割合は，加盟店ごとに異なります。また，特定の期間，特定の加盟店，
特定の商品，特定の会員向けにポイント付与方法を変更する場合があります。この
場合において，当社および加盟店は一切の責任を負いません。

3. 次の各号の場合は，原則としてポイント付与対象外となります。
（１）ご精算金額が加盟店ごとのポイント付与基準額に満たない場合
（２）ご精算前にカードの提示・申告がなかった場合
（３）他の優待制度をご利用の場合
（４）当社または加盟店がポイント付与対象外と定める売場・商品・サービス，または販

売方法，もしくは支払方法の場合
4. 当社は，当社があらかじめ指定した加盟店においてカードの発行を受けたお客様に
ついて，カードを利用できる加盟店を制限することがあります。この場合，当社は，当
社ホームページまたは加盟店の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法によ
り，当該お客様に通知いたします。

5. 会員がPASMO番号の登録によるポイントサービスを利用するためには，別途定める
「PASMOを利用したポイントサービスに関する規約」に同意するものとします。

（ポイントの積み立て）
第5条 会員が，第４条の定めにより付与されたポイントの積み立ては，原則カード単位で行

います。
2. 前項にかかわらず，次の各号に該当する場合はその限りではありません。
（１）京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT PLUSの家族会員カードに

ポイントが付与された場合
（２）京急プレミアポイントシルバーの家族会員カードでクレジット決済された場合
（３）クレジットカードの更新または再発行により会員が複数のカードを保有した場合
（４）京急プレミアポイントPASMOカードの再発行手続きにより，提携会社から再発

行カードが会員に郵送された場合
3. ポイントは，お支払いが完了したときに付与し，その日から有効となります。ただし，
ご利用の加盟店，またはご利用時間によっては，ポイント付与日がお支払い完了日
の翌営業日以降となる場合があります。

4. ポイントの有効期限は，当該ポイントを付与した日から２年間です。
（ポイント残高照会）
第6条 ポイント残高は「京急プレミアポイント券発行機」（以下「発行機」という。），一部加盟

店のレシート，「京急プレミアポイントwebサイト」（登録制）でご確認いただけます。
（ポイント券の発行）
第7条 ポイントは，発行機により，原則として１ポイントあたり1円の割合で京急プレミアポ

イント券（以下「ポイント券」という。）と引き換えることができます。ポイント券の発
行単位は発行機の設置場所により異なりますので，当社または加盟店にご確認くだ
さい。なお，発行機のご利用時間は，設置場所ごとに定めるものとします。

2. 発行したポイント券の有効期限は，発行日から2か月間とします。なお，有効期間経
過後は，無効といたしますので，必ず券面の有効期間内にご利用ください。

3. 発行したポイント券の再発行はできません。また，発行済のポイント券の盗難・紛
失・滅失等に対しては，当社はその責を一切負いません。

4. ポイント券として発行したポイントを原則，積み立てたポイントに戻すことはできま
せん。

5. カードは発行後すぐにご利用いただけますが，発行機のご利用は申し込み用紙での
新規ご入会受付の場合，約1週間後となります。この間はポイント券の発行はできま
せん。

（ポイント券の利用方法）
第8条 加盟店でお支払いの際，ポイント券の券面額をご優待いたします。

2. ポイント券は，現金と引き換えできません。また，つり銭はお出しできませんので，券
面額以上のお支払にご利用ください。

3. 加盟店によっては，一部ポイント券をご利用いただけない売場・商品・サービスがご
ざいます。

（返品・払い戻し時の処理）
第9条 ポイント付与対象となるお支払いにより購入された商品の返品，またはお申し込み

済のサービス等を払い戻しされる場合は，カードおよび当該商品等に係るレシート
を提示していただきます。この際に，すでに付与したポイントから返品・払い戻し相
当額のポイントを差し引きます。

2. すでにポイント券を発行し，ポイント残高が不足している場合は，ポイント券を回収
またはポイント券相当額の現金を請求させていただきます。

（カードの再発行）
第10条 カードの紛失・盗難・汚損・破損・磁気不良等の理由により，当社が再発行を認めた場

合には，積立ポイント残数，利用累計金額に関する権利を引き続き有効とします。
2. カードの紛失・盗難が発生した場合，第三者に利用されたポイントおよびポイントの
失効について当社，加盟店は一切の責任を負いません。

3. カードの紛失・盗難が生じた場合，会員は，直ちに当社に連絡してください。
（会員資格の喪失）
第11条 会員が次の各号の一にでも該当した時は，会員資格を喪失すると同時に，積立ポイ

ントはすべて消滅するものとします。
（１）退会した場合
（２）この規約に違反したとき
（３）会員が当社または加盟店もしくは京急グループ各社での特典，サービス等を利

用するにあたり不正な行為があったとき
（４）死亡したとき（ただし，京急プレミアポイントゴールドHANEDA AIRPORT 

PLUS・京急プレミアポイントシルバー家族会員カードの積立ポイントを除く）
（５）カードの入会等に際し，氏名，住所，連絡先電話番号等，虚偽の届け出をし，本人

を偽る行為をしたとき
（6）その他，会員として不適切な行為があった場合，または，当社が会員として不適切

と判断したとき
（届出事項の変更）
第12条 会員は，当社に届け出た氏名，住所，電話番号等が変更になった場合，速やかに当社

に届け出るものとします。会員の責任によって届け出内容が不明になった場合，カー
ドの利用停止または退会とする場合があります。

（会員サービスの中止・中断）
第13条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（規約の変更等）
第14条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

（カードの管理）
第15条 会員は，カードに記録されたカード番号，磁気情報等の情報が漏洩したこと等により，

カードの偽造等のおそれがある場合，ただちに当社にその旨を通知するとともに，
当社の指示に従い適切な措置を講じるものとします。カードが偽造等をされたこと
によって会員が受けた不利益等については，当社は一切の責任を負いません。

（個人情報の共同利用）
第16条 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社グループ会社および加

盟店が保護措置を講じたうえで個人情報を共同利用することに同意します。共同利
用に関する公表事項に関しては，当社ホームページ，プライバシーポリシーページ
内の〔「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項〕をご参照ください。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2023年3月16日改定）

ー 京急プレミアポイント専用カード会員規約 ー
（会員資格）
第１条 会員とは，京急プレミアポイント規約および京急プレミアポイント専用カード会員規

約（以下「本規約」といいます）を承諾のうえ，次条の入会手続きをされ，京浜急行電
鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が認めた，「京急プレミアポイントクリスタル
カード」およびその他の当社が発行するポイント専用カード（以下総称して「カード」
といいます。）の発行を受けたお客様をいいます。ただし，満１２歳以上のお客様に限
らせていただきます。また，満１２歳以上のお客様でも当社の判断によりご入会をお
断りする場合がございます｡

（入会）
第２条 当社がお申し込みをされるお客様ご本人にカードを発行・貸与し，お客様ご本人によ

り，当社所定の入会申込書に，自筆で氏名・住所・生年月日・電話番号・性別等の必要
事項（以下「会員情報」といいます。）をご記入していただいた時点か，または当社が
運営する京急プレミアポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内所

定の登録画面において会員情報の登録が完了した時点で入会が完了します。なお，
申し込みの際，本人を確認する証明書・資料等の提示をお願いすることがあります。

（カードの発行）
第3条 当社が入会を認めたお客様には，カードを会員１名につき１枚発行（当社から貸与）し

ます。なお，カードは，会員本人がカード裏面の署名欄に自署し，会員本人の責任で
管理していただきます。

２. カードは，自署した会員本人のみがご利用いただけるものとし，第三者に譲渡，貸与
または担保提供をすることはできません。

３. 企業・法人・その他の団体などの名義ではご入会はできません。
（紛失・盗難）
第4条 カードの紛失・盗難・汚損・毀損などの理由により，会員がカードの再発行を希望し，

かつ当社が認めた場合であって所定の入会手続きをされた会員にカードの再発行
をいたします。

2. 会員がカードを紛失および盗難された場合，当社は一切の責任を負いません。
（退会）
第5条 会員は，当社にカードを返還することで，いつでも退会することができます。この場

合，積立ポイントおよび付与予定となっているポイントは，カード返還と同時に消滅
するものとします。

（規約の変更等）
第6条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，本規約を変更することができます。

（１）本規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）本規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内容

の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき

２. 当社は前項による本規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポイン
トweb ）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方法
により，会員に通知し周知いたします。

３. 変更後の本規約の効力発生日以降に会員がポイントサービスを利用したときは，会
員は，本規約の変更に同意したものとみなします。

（反社会的勢力）
第7条 会員は，暴力団，暴力団員，暴力団関係企業，暴力団関係者，その他の反社会的勢力

（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当しないことを表明し，かつ将来にわたり
該当しないことを確約するものとします。

2. 会員が前項に違反した場合，当社は，事前に通知することなく，カードの利用停止ま
たは退会を行うことができるものとします。この場合，会員に生じた損害について，
当社および加盟店は一切の責任を負いません。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（2022年3月23日改定）

個人情報の取扱いについて（同意事項）
（入会申込書の取扱い）
第１条 京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，「京急プレミアポイントカー

ド」およびその他の当社が発行するポイントカード（以下総称して「カード」といいま
す。）の会員募集を第三者に委託する場合があります。この場合，委託先はお客様か
らお預かりした入会申込書を厳重に管理の上，直ちに当社に引渡しをします。
当社は申込書の厳重な保管管理を講じ，当社が定める時期に適切な方法により廃棄
処分します。

（個人情報の収集，保有）
第２条 会員は，入会申込書（以下「申込書」といいます。）および当社の運営する京急プレミ

アポイントホームページ（以下「 webサイト」といいます。）内登録画面に記載された
個人情報ならびに入会後に会員本人から当社に提供された個人情報については，入
会後の管理のために当社が保護措置を講じた上で以下の項目について収集・利用
することに同意します。
（１）お客様氏名，年齢，生年月日，住所，電話番号，メールアドレスならびに会員が申告

した事項
（２）本取引に関する利用履歴
（３）入会後に実施したアンケートなどで取得した情報
（４）お問合せ等により当社が知り得た情報（電話通話内容を含む）

（個人情報の利用，提供）
第３条 会員は，当社が以下の目的のために第2条に定める個人情報を利用することに同意

します。
（１）当社のカード事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用す

る場合
（２）当社以外の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内，新商品情報などのお知らせ，市

場調査，商品開発を当社が提携する企業から受託して行うために利用する場合
（３）当社のマーケティング事業における市場調査・商品開発のために利用する場合
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

2. 会員は，当社と個人情報の提供に関する契約を締結した京急プレミアポイント加盟
店（以下「加盟店」といいます。）へ保護措置を講じた上で第２条に定める個人情報を
以下の利用目的で共同利用することに同意します。
（１）宣伝物等，営業案内
（２）商品に関する案内
（３）商品，市場調査，商品開発
（４）当社ならびに加盟店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内，

アフターサービスの提供
（５）当社ならびに加盟店から会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認

3. 前項における個人情報の管理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負いま

す｡
4. 会員は，当社が個人情報の保護措置を講じた上で「京急プレミアポイント」の運営に
伴う事務処理業務等の一部を第三者に委託する（以下「委託業務」といいます。）こと
に同意します。

5. 前項の委託先が変更になった場合は，会員に通知または公表いたします。
（個人情報の公的機関等への提供）
第４条 会員は，当社が個人情報の保護に関する法律等の規定により，公的機関等から会員

の個人情報の提供を求められた場合，および公共の利益のために必要がある場合
に，公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。

（個人情報の開示・訂正・削除）
第５条 会員は，当社に対して，個人情報の保護に関する法律等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。
2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には，当社は速やかに訂正ま
たは削除に応じるものとします。

（個人情報の取扱いに関する不同意）
第６条 当社は，お客様が「入会申込書」，または「 webサイト」による必要事項の届けを希望

しない場合，および本同意条項の全部または一部を承認できない場合，本申込みを
お断りする場合があります。ただし，本同意条項第３条第１項第１号および第２号なら
びに第２項第１号および第２号に同意しない場合については，これを理由に当社が本
申込みをお断りすることはありません。

（利用，提供中止の申出）
第７条 本同意条項第３条の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，会員から利用，提供中止の申し出があった場合は，当社はそれ以降の当
社での利用，他社への提供を中止する措置をとります。

（条項の変更）
第8条 本同意条項は法令の定めるところにより，変更・改定または廃止する場合がありま

す。
（個人情報の取扱いに関するお問合せ）
第9条 個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや，利用・提供中止，その他のご意

見のお申し出に関しましては，当社までお願いいたします。なお，当社および加盟
店では個人情報の徹底を推進するため個人情報保護責任者を設置いたしておりま
す。

（2022年3月23日改定）

ー 京急プレミアポイントwebサービス会員規約 ー
京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）は，当社が運営する「京急プレミアポイン
トwebサービス」（以下「本サービス」といいます。）上で本サービスの利用登録を行った個人
（以下「会員」といいます。）のご利用について，当社が提供する京急プレミアポイントweb会
員IDおよびパスワード（以下「ID等」といいます。）を利用したすべてのサービス（以下「会員
サービス」といいます。）について，「京急プレミアポイントwebサービス会員規約」（以下「会
員規約」といいます。）を定めます。

（適用範囲）
第１条 会員規約は，当社の京急プレミアポイントwebサイト（以下「webサイト」といいま

す。）における会員サービスのご利用について，当社と会員に適用されるものとしま
す。

2. 当社および当社が会員サービスを提供するために提携する京急プレミアポイント加
盟店等（以下「加盟店」といいます。）が，別途に会員サービスに関して当社が認めた
個別規約を設定する場合があります。また，会員規約と個別規約が異なる場合には，
個別規約を優先するものとします。

3. 会員は，会員サービスを利用するにあたり，会員規約および個別規約を誠実に遵守
するものとします。

（会員登録）
第２条 会員サービスを利用しようとする者（以下「会員希望者」といいます。）は，会員規約

に同意の上，当社が定める所定の会員登録手続きをするものとし，会員となることを
条件として本サービスを利用できるものとします。

２. 当社は，会員が当社に届け出た事項（以下「会員データ」といいます。）について登録
を行います。ただし，当社は，会員希望者（次項の手続き完了により会員となった者
を含む。以下同じ。）が，次の各号の一に該当することが判明した場合には，当該会員
希望者の登録を承認しない，または取り消すことができます。
（１）会員希望者が既に家族カード会員その他所定の会員になっている場合
（２）会員希望者が存在しない場合
（３）会員希望者が日本国外に居住する場合
（４）会員希望者のポイント番号が既に会員になっている場合
（５）会員希望者が過去に会員規約違反等によって，会員資格が停止され，または抹消

されている場合
（６）会員登録手続きに際し，当社に届け出た事項に虚偽・誤記または記入漏れがあっ

た場合
（７）会員規約改定時に改定内容に同意しなかった場合
（8）会員希望者が反社会的勢力もしくは反社会的勢力と何らかの関係を有する者で

あり，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合または反社会的行為を行
い，もしくはそのおそれがあると当社が認めた場合

（注１）「反社会的勢力」とは，暴力団，暴力団員，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総
会屋等，社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等，その他これらに
準ずる者をいう。

（注２）「反社会的行為」とは，自らまたは第三者を利用した次の各号に掲げる行為を
いう。
①暴力的な要求行為
②法的責任を超えた不当な要求行為
③会員サービスのご利用に関して，脅迫的な言動をし，または暴力を用いる

行為
④風説を流布し，偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し，また
は当社の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為
（9）その他，会員希望者を会員とすることを不適当と当社が判断した場合

3. 会員登録手続きは，当社が登録を承認し，登録した旨の通知を会員希望者が届け出
たメールアドレスに当社が送信した時点で完了します。

4. 次の各号により会員に不利益または損害が生じた場合であっても，当社および加盟
店は一切の責任を負いません。
（１）前項の規定により当社が会員登録の不承認または取消しを行った場合
（２）会員による会員データの不備または誤りにより会員サービス利用上の支障が生

じた場合
５. 当社は，個人情報である会員データの扱いについては厳重に取り扱い，外部への
漏洩，不正使用がなされないようにします。個人情報の扱いについては，別途定める
「京急グループプライバシーポリシー」および「京急プレミアポイントweb会員個
人情報特約」に記載されている事項に従います。

（会員の有効期間）
第３条 会員が次の各号の一に該当する場合，当社は事前に会員に何ら通知または催告する

ことなく会員登録を停止し，または抹消することができます。
（１）前条第2項および第９条に定める事由のいずれかに該当することが判明した場

合
（２）住所，メールアドレス等の変更により，連絡が取れなくなった場合
（３）会員規約に違反した場合
（４）その他当社が会員として不適当と判断した場合

（会員データの変更）
第４条 会員は，会員データに変更が生じた場合，速やかに各自で所定の画面から会員デー

タの修正を行うものとします。
2. 会員が前項の修正を怠り，または誤ったことにより，当社からの通知が会員サービス
の利用に支障が生じた場合であっても，当社および加盟店は一切の責任を負いませ
ん。

（会員サービス）
第５条 当社は会員サービスのメニューをいつでも追加し，変更し，または削除することがで

きます。
（１）累積ポイント残高の照会
（２）会員データ照会および変更
（３）当社および加盟店に関するお知らせメール
（４）当社および加盟店が実施するキャンペーン情報
（５）当社および加盟店会社所定のサービス
（６）当社が提携する第三者による所定の会員サービス
（７）PASMO番号の登録

2. 会員の年齢，居住地，前項各号に掲げる会員サービスの利用実績，当社が実施する
キャンペーンへの応募実績などの違いにより，当社は特定の会員に対してのみ情報
を提供する場合があります。会員は，加盟店において，会員サービスを利用する場
合，会員規約などのほか，会員サービスに関する規約などに従うものとし，当社は，会
員サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

（会員サービスの中止・中断）
第６条 当社は，次の各号に掲げる事象が起こった場合，会員サービスの運営を中止・中断す

ることができます。
（１）会員サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
（２）天災，災害その他の事由により，会員サービスの提供が通常どおりできなくなっ

た場合
（３）その他，当社が，会員サービスの運営上，一時的な中断を必要と判断した場合

2. 当社は，前項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断するときは，予めその
旨を会員に通知するものとします。ただし，緊急やむを得ない場合は，この限りでは
ありません。

３. 当社は，第１項の規定により，会員サービスの運営を中止・中断したことによって会員
が被った不利益については，当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はそ
の復元・補償など一切の責任を負いません。

（会員ID・パスワードの管理）
第７条 当社は，入力された会員ID等の一致を確認することにより，その入力者を会員本人

とみなします。ただし，会員IDは会員登録時に入力するポイントカード番号とし，パス
ワードは会員登録時に設定するものとします。

２. 会員は，第三者に知られないよう，善良なる管理者の注意をもって会員ID等を管理
していただきます。また，会員ID等を他人に貸与，譲渡するなどの行為はできませ
ん。

３. 会員は，会員ID等を盗まれたり，第三者に使用されていることを知った場合には，直
ちにその旨を当社に連絡するとともに，当社からの指示がある場合には，これに従う
ものとします。当社への連絡の先後を問わず，第三者が会員になりすまして会員ID
等や会員サービスを使用された場合に生じる損害は，会員ご自身にご負担頂くもの
とし，当社は一切責任を負いません。

4. 会員は，パスワードを忘れたことにより会員サービスを利用できなくなった場合は，
当社が用意する所定の画面にてパスワードの請求操作を行い，当社は，登録されて
いるメールアドレスにパスワードを送信します。

5. 会員が会員の都合により，登録されているメールアドレスおよびPASMO番号を変
更する場合には，会員規約第４条に従い，会員自ら修正するものとします。

（会員の自己責任）
第８条 会員が会員サービスを利用するにあたり，自ら行った行為および自己の会員ID等に

よりなされた一切の行為ならびにそれらに伴う結果について，自らの行為の有無，過
失の有無を問わず，会員はその責任を負うものとします。

２. 会員が会員サービスを利用するにあたり第三者に損害を与えた場合，会員は自己の
責任と負担において当該第三者との紛争の解決を行うものとします。

３. 会員が会員規約に違反して当社および加盟店に損害を与えた場合，当社および加

盟店は当該会員に対して，被った損害の賠償を請求できるものとします。
（禁止事項）
第９条 会員は，会員登録または会員サービスの利用において，以下の行為を行わないもの

とします。
（１）虚偽の情報を登録する行為
（２）会員サービス提供者の著作権，商標権その他の知的財産権の権利を侵害するお

それのある行為
（３）会員サービス提供者を誹謗中傷し，その名誉，信用を傷つけるおそれのある行為
（４）会員サービス提供者に不利益または損害を与え，業務等を阻害するおそれのあ

る行為
（５）法令または公序良俗に違反する行為，または違反するおそれのある行為
（６）会員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
（７）第三者になりすまして前各号に定める行為を行う一切の行為
（８）その他，当社が不適切と判断する一切の行為

（会員規約の変更）
第１０条 当社は以下の場合に，当社の裁量により，会員規約を変更することができます。

（１）会員規約の変更が，会員の一般の利益に適合するとき
（２）会員規約の変更が，契約をした目的に反せず，かつ，変更の必要性，変更後の内

容の相当性，変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであ
るとき

２. 当社は前項による会員規約の変更にあたり，事前にホームページ（京急プレミアポ
イントweb）および加盟店（一部除く）の店頭への掲示その他当社が適切と考える方
法により，会員に通知し周知いたします。

（会員への公表および通知）
第１１条 当社から会員への公表および通知は，当社のサイト上への掲示，登録されている

メールアドレスへの電子メールの送信，またはその他当社が適当と認める方法によ
り行います。

2. 前項の公表が当社のサイト上への掲示で行われる場合，当社のサイトに掲示された
時をもって公表が完了したものとみなします。

3. 第１項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールア
ドレスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（退会）
第１２条 退会は，当社が会員からの届け出を受け，当社で必要な手続きをした時点で完了し

ます。
2. 会員が死亡した場合は，その時点で退会したものとみなします。

（準拠法）
第１３条 会員と当社との諸契約に関する準拠法は，すべて日本法が適用されるものとしま

す。
（規約の発効）
第１４条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年３月16日改定）

ー 京急プレミアポイントweb会員個人情報特約 ー
（適用範囲）
第１条 本特約は，京浜急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が，別に定める「京急プ

レミアポイントweb会員規約」に則り，会員の個人情報の取扱いについて定めたも
のです。本特約に関する用語の定義は「京急プレミアポイントweb会員規約」に従う
ものとします。

（個人情報の収集・利用）
第２条 会員は，当社が下記の個人情報を，下記の目的のために収集・利用することに同意し

ます。
【収集・利用する個人情報】

（１）会員規約第２条の定めにしたがって登録した，会員の氏名，生年月日，性別，住所，
電話番号，メールアドレス

（２）当社および加盟店のサービスの利用状況
（３）その他会員サービスの利用状況
（４）上記以外で，会員が当社に届け出た事項

【利用目的】
（１）会員規約に定める会員サービスを提供させていただくため（宅配業者等へ商品

等の発送を依頼する場合を含みます。）
（２）お問い合わせ・ご意見に対する質問にご回答をさせていただくため
（３）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（４）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けさせていただくため
（５）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満

足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため
（６）市場調査やその他の調査分析を実施するため
（７）公的機関等から会員の個人情報の提供を求められた場合，およびそれに準ずる

公共の利益のため必要がある場合に，公的機関等へ個人情報を提供するため
（個人情報の第三者への提供）
第３条 当社は，前項に記載した個人情報の利用目的に該当する場合または次のいずれかに

該当する場合を除き，あらかじめ会員の同意を得ることなく，個人情報を第三者に提
供しません。
（１）法令に基づく場合
（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
（共同利用）
第４条 会員は，京浜急行電鉄株式会社が，第２条に定める個人情報を，保護措置を講じたう

えで加盟店と以下の目的で，共同で利用することに同意します｡なお，個人情報の管
理については，京浜急行電鉄株式会社が責任を負います｡

【目的】
第２条【利用目的】（３）から（６）のために，第２条【収集・利用する個人情報】の各号の
情報を提供することがあります。

（個人情報の管理体制）
第５条 当社は，会員の個人情報の取扱いに関する個人情報取扱い責任者を定め，個人情報

の適正な管理を実施します。
２. 当社は，会員の個人情報を第２条に定める利用目的の達成に必要な範囲内におい
て，当社が業務を委託する第三者に提供することがあります。

３. 当社は従業員，業務委託先に対し，個人情報の保護および適正な管理方法について
の指導を実施し，日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

（特約の変更）
第６条 当社は，事前に会員に通知することなくこの特約を変更できるものとします。この変

更は，別途定める場合を除き，当社のwebサイト上において掲示により公表するも
のとします。

２. 前項の通知が電子メールで行われる場合，当社から会員が登録しているメールアド
レスへの送信が完了した時をもって会員への通知が完了したものとみなします。

（特約の発効）
第７条 本会員規約は，２0１８年１0月１６日から有効とします。
（2022年３月23日改定）

以上

ー PASMOを利用したポイントサービスに関する規約 ー
PASMOを利用したポイントサービスに関する規約（以下「本規約」といいます。）は，京浜
急行電鉄株式会社（以下「当社」といいます。）が運営する京急プレミアポイントにおいて，
PASMOを利用したポイントサービス（以下「本サービス」といいます。）および会員の個人情
報の取り扱いについて定めるものです。本サービスをご利用ないしは利用登録する方は本規
約に同意したものとします。

（適用範囲）
第１条 本規約は，京急プレミアポイント会員（以下「会員」といいます。）が，京急プレミアポ

イントwebサイト（以下「webサイト」といいます。）においてPASMO番号を所定の
方法で登録する場合に適用されるものとします。PASMO番号とは，PASMOに割り
当てられた17桁の文字列をいいます。

（PASMOの登録）
第２条 会員は，webサイトにて，PASMO番号の登録を行うものとします。
２. 登録は，webサイトマイページ内「登録情報」において，登録または登録変更が更新
された時点で完了するものとします。

3. 登録が可能なPASMO番号は，会員本人名義のPASMOのものに限ります。ただし，
無記名PASMOにおいては会員本人が所有するものとします。

4. 会員1人が同時に複数のPASMO番号を登録することはできません。
5. 本サービスに登録したPASMO（以下「登録PASMO 」といいます。）の変更を希望す
る場合，第１項および第２項の手続きを行うものとします。

（ポイントの付与）
第３条 登録PASMOを利用し，PASMO加盟店等で登録PASMOを利用することで，ポイ

ントが付与されます。PASMO加盟店等とは，当社，当社グループ会社および当社
と契約するPASMO電子マネー利用加盟店をいいます。

２. 原則，第２条第１項および第２項が完了した時点からポイント付与の対象となります。
ただし，サービスの種類によってはこの限りではありません。

3. 購入金額およびサービス内容ならびに各種サービスの登録状況や条件により，ポイ
ント付与を行わない場合があります。本サービス内容の詳細については，webサイ
トをご確認ください。

4. あらゆる事由によって登録PASMOが利用できない際，当該利用に対してポイント
付与がなされない場合があります。ポイントが付与されなかった場合でも当社は一
切の責任を負いません。

（データの提供）
第４条 会員は，登録PASMOに関する情報のうち，PASMO加盟店等での電子マネー取引

データおよび，鉄道・バス利用データやチャージ・再発行等によるPASMO利用デー
タのほか，株式会社パスモから提供される一切の個人情報（生存する個人に関する
情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個
人を識別することができるものをいいます。また，障がい者用PASMOについては，
ご登録いただいた障がい者情報も含まれます。）を，第5条および第6条に定める目
的のために，株式会社パスモが当社に提供することに同意します。

２. 会員は，当社が前項で取得した情報を，第5条および第6条に定める目的のために，
当社に会員が直接提供した個人情報と紐づけて利用することに同意します。

（個人情報等の収集，保有，利用等）
第５条 当社は，本サービスの提供のために，第４条第１項で定めた株式会社パスモから提供

されるデータを含む以下の個人情報（以下「個人情報等」といいます。）を当社が安
全管理措置を講じたうえで収集，保有します。
〈収集，保有する個人情報等〉
登録PASMOの取引履歴を含む一切の会員に関する情報（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. 当社は，第４条および前１項で定めた個人情報等を以下の目的のために利用します。
（１）会員データ登録内容の確認のため
（２）本サービス等の提供のため（宅配業者等へ商品等の発送を依頼する場合を含み

ます。）
（3）お問い合わせ・ご意見に対する質問への回答のため
（4）会員に対する懸賞，キャンペーンを実施するため
（5）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，当社および加盟店に関連する商

品・サービスのご案内をお届けするため

（6）郵便，電話，電子メール等の通知手段を用いて，商品・サービスの開発や顧客満
足度向上策検討等のためにアンケート調査等を実施するため

（7）市場調査やその他の調査分析，広報宣伝，マーケティングおよび各事業に係る
サービス向上の検討とその他目的のため

（8）地方公共団体および官公庁等行政機関と共同で，住民サービスの向上や定量的
な根拠に基づく政策立案に活用するため

3. 当社が本サービスの業務を第三者に委託する場合，当社が個人情報等の安全管理
措置を講じたうえで，収集した個人情報等を業務委託先に預託できるものとします。

4. 会員は，第2項の利用目的のため，退会手続きの完了後であっても，個人情報等を当
社が保有する場合があることに同意します。

（個人情報等の提供）
第６条 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，第5条第2項

に定める目的のため，必要な限度において，PASMO加盟店等へ提供することに同
意します。

２. 会員は，第4条および第5条で当社が取得すると定めた個人情報等を，個人情報等の
保護に関する法律（個人情報保護法）やその他の関係法令等を遵守し，個人情報等
のうち特定の個人を識別できないように加工したうえで，第5条第2項（7）に定める
目的のため，すべてのPASMO加盟店等へ提供することに同意します。なお，特定の
個人を識別できないように加工した情報を作成・提供する際は，webサイトで公表
するものととします。

3. 次の各号に掲げる場合は，会員の同意を得ることなく，第三者に個人情報を提供す
る場合があります。
（1）法令に基づく場合
（2）人（法人を含む。）の生命，身体又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場合
（3）公衆衛生の向上又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場合
（4）国の機関若しくは地方公共団体又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場合

（個人情報等の共同利用）
第7条 当社および京急プレミアポイント加盟店は，次の各号に掲げる個人情報等を，第5条

第2項（1）から（7）に掲げた目的の範囲内で共同して利用します。
（1）当社へ直接提供した，氏名，住所，電話番号，生年月日，性別，e-mailアドレス,

PASMO番号等，会員が当社へ直接提供した情報
（2）第4条で定めた，株式会社パスモから提供される情報

２. 当社および京急プレミアポイント加盟店は，共同利用する会員等の個人情報を厳正
に管理し，会員のプライバシー保護について十分に注意を払います。なお，個人情報
等についての責任者は京浜急行電鉄株式会社とし，その代表者および住所につい
ては当社ホームページに記載の「個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項」
をご参照ください。

（規約の変更）
第８条 当社は，事前に会員に通知することなく本規約を変更できるものとします。当該変更

は，当社ホームページへの掲示，その他当社が適切と考える方法により告知するこ
ととし，当該会員は変更内容に同意したものとします。

（免責事項）
第９条 当社は，当社の故意または重過失による場合を除き，本サービスに起因して発生し

た会員の損害については，一切の責めを負わないものとします。
２. 当社は，当社の運営上の都合や障害の発生等により，本サービスによるポイントの
付与を一時的に中断または休止する場合があります。

3. 前項の場合において，登録 PASMOが利用できないことによって，当該利用に対す
るポイントの付与がなされない場合があります。

4. 当社は，ポイント付与条件を事前に会員に通知することなく変更ができるものとしま
す。この場合，会員は，当社の決定に従うものとします。

5. 当社は，当社の運営上の都合により，本サービスを廃止する場合があります。
6. 当社は，前３項の場合において，会員に損害が発生しても，一切の責めを負わないも
のとします。

7. 当社は，法律の改正による規約の変更やシステム更新等やむを得ない事由により，
会員に不利益が生じても一切責任を負いません。

8. 本サービスに関して，株式会社パスモは，事由の如何に関わらず一切の責めを負わ
ないものとします。

（規約の優先）
第10条 本規約に定めのない事項については，当社が定める「京急グループプライバシーポ

リシー」，「京急プレミアポイント会員規約」，「京急プレミアポイントwebサービス会
員規約」および「京急プレミアポイントweb会員個人情報特約」によるものとし，本規
約と内容が重複する事項については，本規約が優先されます。

２. PASMOに関する内容は，株式会社パスモの「PASMO取扱規則」,「 PASMO電子マ
ネー取扱規則」および「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」によ
ります。

（合意管轄）
第11条 本サービスに関連して当社と会員，または第2条におけるPASMOの登録手続きを

希望する者との間に生じる一切の紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所
とします。

（規約の発効）
第12条 本会員規約は２０２２年４月１日から有効とします。

【お問い合わせ】
本規約についてのお問い合わせ，ご相談は当社までご連絡ください。
（２０２３年3月16日改定）
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