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京急プレミアポイント web サービス会員規約 

 

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１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
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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 

（８）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 会員個人情報取り扱 

い特約」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）加盟店での最終利用日から起算し，２年間を経ても再度の利用がない場合 

（４）会員規約に違反した場合 

（５）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。  



3 
 

（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 

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 
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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
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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. 変更後の会員規約の効力発生日以降に会員が本サービスを利用したときは，会員は，

会員規約の変更に同意したものとみなします。 

（会員への通知） 

第１１条 当社から会員への通知は，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. 第１項の通知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 

時をもって通知が完了したものとみなします。 

3. 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。 

（退会） 

第１２条 会員が，退会を希望する場合には，所定の画面で退会手続きを行うものとしま 

す。 

２. 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。 

３. 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。 

 

【相談窓口】 

本規約についてのお問い合わせ，ご相談は下記相談窓口までご連絡ください。 

京急プレミアポイント事務局 

フリーダイヤル 0120－014－521 

（2021 年４月 1 日改定） 
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京急プレミアポイント web 会員個人情報特約 

 

（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 
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（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通知するも 

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。 

３. 第１項の通知が当社の web 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。 

以 上 


