■この申込書に記載のカード会員規約（要約）、個人情報の取り扱いに
関する約款（要約）反社会的勢力の排除（要約）等（以下 ｢会員規約等
（要約）｣ という）は、ライフカード株式会社（以下 ｢当社｣ という）及
び当社の提携先企業である株式会社ビジネクストまたは株式会社ビジ
ネクストの指定する販売店（以下 ｢ビジネクスト｣ という）とのカード取
引に関して適用される ｢ビジネクスト・ビジネスカード 会員規約｣ 等（以
下 ｢会員規約等（全文）｣ という）を要約して記載したものです。
■この申込書により受付後、当社が入会を承認したときに契約は成立
し、カード送付時に会員規約等（全文）を同封いたします。ご利用可
能枠はその際にお知らせします。
■ライフＥＴＣカードをご契約の場合は、会員規約等
（全文）とともに
「ラ
イフＥＴＣカード規定」が適用となります。この規定はライフＥＴＣカー
ド送付時に同封いたします。
■カードをご利用になる前に、カードに同封する会員規約等（全文）を
よくお読みのうえ、カード裏面のご署名欄に自署した後にカードをご利
用ください。カードをご利用された場合は、会員規約等（全文）を承認
いただいたものとみなします。
■会員規約等（全文）を承認できない場合は、速やかに、カードを半
分に裁断していただき、その旨の書面を同封のうえ、当社までご返却く
ださい。カードをご利用の場合は、お申込み時に遡って契約は成立し
なかったものとして取り扱わせていただきます。ただし、カード及び会
員規約等（全文）の受領前であっても、Web、自動決済登録等（カー
ドの提示省略）の方法によりカードを利用されている場合は、この申
込書に記載の会員規約等（要約）の範囲内で契約は有効とし、ご利用
分のお支払いを完済されたときに脱会となります。

株式会社日本信用情報機構（JICC）
登録情報

登録期間

①本申込みに基づく個人情報（本人を特定する情 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 か月
報ならびに申込日及び申込商品種別等の情報） 以内

カードショッピングのご案内

1

1（お支払方法・手数料）

お申込者及び会員は、現在次のいずれにも該当しないことを表明します。また将来にわたっても次の

いずれにも該当しないことを確約します。

1 回払い（ただし、会員またはカード使用者が他のお支払方法を指定してカードを利用し、当社が追

②本契約及び本連帯保証契約に基づく個人情報の 契約内容、返済状況または取引事実に関する情報
うち本人を特定するための情報
のいずれかが登録されている期間

①暴力団。②暴力団員及び暴力団員でなくなった日から 5 年を経過していない者。③暴力団準構成員。

認した場合は、そのお支払方法によります。）

④暴力団関係企業。⑤総会屋等。⑥社会運動等標ぼうゴロ。⑦特殊知能暴力団等。⑧前各号に掲げる者

◇ 1 回払い及び分割払いの手数料率

③契約内容及び返済状況に関する情報

契約継続中及び契約終了後 5 年以内

の共生者。⑨その他前各号に準ずる者。

④取引事実に関する情報

契約継続中及び契約終了後 5 年以内（ただし、債
権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発
生日から 1 年以内）

2

お申込者及び会員は、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為を行なわないことを確約します。

①暴力的要求行為。②法的責任を超えた不当な要求行為。③脅迫的な言動、暴力を用いる行為。④当社
の信用を毀損し、業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。
3

⑶当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、

虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社はカードの使用を停止し、会員の資格を取消すことがで

きます。

本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、
同意を得るものとします。
①株式会社シー・アイ・シー（CIC）（割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関）
〒160-8375

東京都新宿区西新宿 1-23-7

フリーダイヤル 0120-810-414

新宿ファーストウエスト 15F

カード会員規約（要約）

ご覧ください。
〒101-0042

が法人の場合、連帯保証人予定者は会員と連帯してカード利用代金についてお支払いの責任があります。
2（カードの貸与）

東京都千代田区神田東松下町 41-1

TEL.0570-055-955

カードは当社が貸与した会員、カード使用者のみが利用できます。他人に貸す、譲る、カード情報を
教える、質入れすることはできません。

http://www.jicc.co.jp

は下記のとおりです。

カードの有効期限はカードに表示し、当社が認めた場合は更新カードを送付いたします。
4（年会費）

①【CIC・JICC の提携個人信用情報機関】

カード年会費は、毎年当社指定月にお支払いいただきます。また、年会費の返金はいたしません。

全国銀行個人信用情報センター（KSC）
〒100-8216

5（暗証番号）

東京都千代田区丸の内 1-3-1

TEL.（03）3214-5020

暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。当社より暗証番号をお聞きすることはありません。

http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html

6（費用の負担）

※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページを
ご覧ください。

カード利用代金のお支払いに必要な費用、カード紛失・盗難の際のカード再発行手数料などは会員負
担となります。
7（カードの紛失・盗難等）

⑸上記⑶に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。

カードの紛失・盗難の場合速やかに当社に連絡し、最寄りの警察に届け出てください。また、当社所

①株式会社シー・アイ・シー（CIC）

定の届出書を提出してください。

1（個人情報の収集・利用）

氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定

8（脱会・カードの使用停止）

⑴カード入会申込者及び連帯保証人予定者（以下、契約締結後も含め ｢会員｣ という）は、ライフカー

するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回

ド株式会社（以下 ｢当社｣ という）に対するカード申込み及び連帯保証申込み（申込みにより成立する

数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い

が会員として不適格と判断した場合は、カードの使用を停止しカードを返却していただきます。

契約を含み、以下 ｢本契約｣ という）を含む当社と取引の与信判断、与信後の管理のため、以下の情報

状況に関する情報となります。

9（期限の利益喪失）

（以下 ｢個人情報｣ という）を保護措置を講じたうえで、以下の各項（以下 ｢本約款｣ という）により収

カードショッピングの利用代金のお支払いを 1 回でも怠った場合、残金を直ちにお支払いいただきま

集・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用

本契約に基づく法人貸付情報（法人名、代表者名、所在地、電話番号等の個人情報を含む、法人識別

す。

代金のお支払等のご案内（支払遅延時の請求を含みます）をすること、法令に基づき市区町村の要求に

情報及び貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報）及び本人を特定するため

10（届出事項の変更）

従って会員の個人情報（入会申込書の写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・

の情報（氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等）、

戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること及び途上与信を

申込情報（申込日及び申込商品種別等）、契約内容に関する情報（契約の種類、契約日、貸付日、契約

①法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人識別情報等、本申込書にご記入いただく事項。②氏名、
性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、本申込書

11（住民票取得等の同意）
お申込者、会員及び連帯保証人予定者は、ご入会審査、与信管理のため、当社が必要に応じ、お申込者、

等）、及び取引事実に関する情報（債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等）

会員及び連帯保証人予定者の住民票等を当社が取得し利用することに同意していただきます。なお、会

となります。

員及び連帯保証人予定者は、当社が住民票等の取得に際し、入会申込書の写し、お支払状況を証する資料、

にご記入いただく事項。③申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数等、本契約の内容に関する情報。

4（個人情報の提供・利用）

④支払開始後の利用残高、月々の返済状況等、本契約の取引に関する情報。⑤支払能力調査のための申

⑴会員は、提携先企業が、販売事業、サービス提供事業、その他上記 2 に記載の各目的（2 の ｢当社の

告情報、クレジット利用履歴及び返済状況。⑥運転免許証等に記載の本人確認情報、当社取得の住民票等。

事業｣ を ｢提携先企業の事業｣ と読替えた目的）のため、当社が 1 ⑴①〜③の情報を提携先企業に提供

その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに同意していただきます。

⑦本契約以外に当社と締結した契約の内容及び利用履歴等。⑧お電話でのお問い合わせ等により当社が

することに同意します。ただし、申し出により、当社からのご請求書を除くご案内等の中止または提携

1

商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。

先企業への提供を中止できます。

2

本規約についてのお問い合わせ、ご相談、ご意見及び苦情は当社にご連絡ください。

⑵会員は、平成 23 年 7 月 1 日付けで株式会社ライフが当社を承継会社として吸収分割を行った後アイ

⑵提携カードの申込みの場合で、カード契約が不成立となった会員を対象に、提携先企業が ID カード・

フル株式会社に吸収合併されたことに伴い、会員と株式会社ライフとの間の取引に関しアイフル株式会

現金ポイントカード等の発行を行うときは、当該カードの発行業務のためにカード入会審査の結果情報

ライフカード株式会社

社が保有している個人情報（アイフル株式会社が株式会社ライフを吸収合併した後において会員から通

及び 1 ⑴①の個人情報を当社が提携先企業に提供することに同意します。

東京都港区芝 2-31-19

知を受ける等により知った変更情報を含む）についてアイフル株式会社から提供を受けて当社が利用す

⑶当社が、本契約に関する与信業務、与信後の管理業務等の一部または全部を、当社と個人情報の提供

カスタマーセンター／横浜市青葉区荏田西 1-3-20

ることに同意します。なお、本項でいう個人情報の定義は⑴に準じます。

に関する契約を締結した当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえ

フリーコール 0120-993-510（受付窓口／インフォメーションセンター）

⑶会員は、加盟店が本契約に基づく精算のため⑴①〜④の個人情報を利用することに同意します。

で、1 ⑴の個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあ

⑷当社ブランドと提携先ブランドを表示したカード（以下 ｢提携カード｣ という）を申込みの場合、当

ります。

社及び提携カードの提携先企業（以下 ｢提携先企業｣ という）が会員に対し提携カード付帯のサービス

5（個人情報の開示・訂正・削除）
会員は、当社及び上記 3 で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定め

⑸当社は、本契約の終了または完済後の個人情報を一定期間利用します。

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。開示の結果、万一情

2（個人情報の利用）

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ます。

会員は、宣伝物・印刷物の送付、送信等の営業案内及び市場調査、商品開発等の目的で 1 ⑴①〜③の
個人情報を当社が事業のために利用することに同意します。当社の事業とは、クレジット事業、融資事業、

6（重要事項に不同意の場合）
当社は、会員が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本重要事項の内容の全部または

保証事業、保険事業、封入事業等です。当社の具体的事業は当社ホームページ（http://www.lifecard.

一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、上記 2 及び 4 に同意しない場

co.jp）でお知らせしております。

合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。なお、2 に同意しない場合でも、

3（個人信用情報機関への登録・利用）

請求書に同封される宣伝物・印刷物の抜き取りはできません。

⑴当社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情

7（同意の取消）

報の提供を業とする者）及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員及びその配偶者の個

上記 2 及び 4 の範囲内で当社が会員の個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出が

人情報が登録されている場合には、会員の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当社がそれを利用

あった場合は、それ以降の当社での利用、提携先企業への提供を中止する措置をとります。なお、6 な

することに同意します。

お書きの定めは、本条でも同様とします。

⑵会員の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定

8（個人情報の取り扱いに関する管理責任者及び問い合わせ等の窓口）

める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟
会員により、会員の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。

上記 1 ⑷に関する管理責任者は当社となります。また、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理
責任者として個人情報管理責任者を設置しております（個人情報管理責任者役職等の詳細は、当社ホー
ムページ（http://www.lifecard.co.jp）をご覧ください）。1 ⑷並びに個人情報の開示・訂正・削除に
ついての会員の個人情報に関するお問い合わせや個人情報の利用・提供の中止、その他のご意見の申出

株式会社シー・アイ・シー（CIC）
登録情報

登録期間

①本契約及び本連帯保証契約に係る申込みをした 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 か月
事実
間

については、下記のセンターにお願いします。
カスタマーセンター／横浜市青葉区荏田西 1-3-20

〒 225-0014

フリーコール 0120-993-510（受付窓口／インフォメーションセンター）

②本契約及び本連帯保証契約に係る客観的な取引
契約期間中及び契約終了後 5 年以内
事実

9（本契約の不成立）

③債務の支払いを延滞等した事実

理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

契約期間中及び契約終了後 5 年間

本契約が不成立の場合でも本申込みをした事実は、上記 1 及び 3 ⑵①に基づき、当該契約の不成立の

6

10

5

6

10

12

12.2

13.5

13.8

14.5

14.7

2.04

3.4

4.08

6.8

8.16

手数料の料率
（実質年率・%）

0

現金価格 100 円当たりの
手数料の額（円）

0

A

B

0

10.0

0

1.26
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●お支払例＜ご利用金額 10 万円、10 回払いの場合＞
・手数料……………………………………………… 100,000 円× 6.8 円÷ 100 円＝ 6,800 円
・お支払総額……………………………………………… 100,000 円＋ 6,800 円＝ 106,800 円
・初回分割お支払金額………………………………………… 10,600 円＋ 800 円＝ 11,400 円
2 回目以降分割お支払金額 ……………………………………………………………… 10,600 円
2（締切日・支払日）
毎月 5 日に締切り、その月のお支払日（口座振替の手続きが完了した以降は、指定金融機関の振替日で、
毎月 3 日、26 日、27 日、28 日、29 日。お支払日が毎月 3 日の場合は翌月 3 日）に、口座振替でお
支払いいただきます。また、お支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
3（遅延損害金）
お支払金額に対して実質年率 14.6％を乗じた額とします。

月次料金のクレジットカード決済に関する特約
カード入会申込者、会員及び連帯保証人予定者（以下 ｢会員｣ という）は、以下の【新規クレジットカー
ド申込者向け事前承諾事項】及び【クレジットカード支払規約】を承認のうえ、会員が利用する販売店（以
ナンス料金及び通話料、サービス利用料等の携帯電話利用料金、王様メンバーズクラブの利用料金・商
品購入代金、以下これらを総称して ｢月次料金｣ という）をライフカード株式会社の発行する ｢ビジネ
クスト・ビジネスカード

ゴールド｣（以下 ｢クレジットカード｣ という）を利用して決済することを承

諾します。

会員は、会員がクレジットカード入会申込みと同時に本申込みを行う場合、月次料金のクレジットカー

ド決済の可否連絡のため、ライフカード株式会社から販売店にクレジットカードの入会審査の結果が通
知されることをあらかじめ承諾します。

【クレジットカード支払規約】

1．会員は、月次料金をライフカード株式会社の定めるクレジットカード会員規約に従い支払います。な
お、支払回数は１回払いとします。
2．会員から月次料金のクレジットカード決済の解約の申し出をしない限り、毎月の月次料金については

［相談窓口］

知り得た情報。⑨官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。

を提供するため⑴①〜③の個人情報を共同利用することに同意します。

5

3

【新規クレジットカード申込者向け事前承諾事項】

氏名・住所・指定振替口座の変更は、速やかに当社へご連絡ください。

金額、貸付金額、保証額等）、返済状況に関する情報（入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞

含むものとします。

3

2

下 ｢販売店｣ という）の各種料金（カウンター料金、コピーキット代金、トナー代金等の複写機メンテ

カードを脱会する場合は当社の指示に従ってください。また、会員規約に違反した場合、または当社

②株式会社日本信用情報機構（JICC）

2

1

（分割お支払金額は 100 円単位とし端数は初回分割お支払金額に算入します。）

3（有効期限）

⑷当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号

1

お支払期間（か月）

◆手数料率は金融情勢等の変動により変更する場合があります。

会員は、カード使用者が利用したカード利用代金についてもお支払いの責任があります。なお、会員

②株式会社日本信用情報機構（JICC）
（貸金業法に基づく指定信用情報機関）

お支払回数（回）

◆一部の加盟店では上記お支払方法、手数料率と異なる場合があります。

1（会員及びカード使用者、連帯保証人予定者）

http://www.cic.co.jp

※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページを

② CIC と JICC とは互いに提携する個人信用情報機関です。

個人情報の取り扱いに関する約款（要約）

反社会的勢力の排除（要約）

毎回継続して前項と同様に支払います。
3．会員がクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、カード利用状況などによっては、ラ
イフカード株式会社の判断により一方的に月次料金のクレジットカード決済の手続きを解除されても異
議ありません。

バンザイビル

〒 105-0014
〒 225-0014

4．3. の理由により月次料金のクレジットカードによる支払いができなくなった場合、月次料金のクレジッ
トカード決済の可否連絡のため、ライフカード株式会社から販売店にその旨通知されることを承諾しま
す。

