2020/3/30

西武プリンスクラブ会員規約

新旧対照表（変更箇所のみ抜粋）

【改定前】

【改定後】

西武プリンスクラブ会員規約
第２条

入会申込み

西武プリンスクラブ会員規約
第２条

入会申込み

【新規】第２項第４号
暴力団員、暴力団関係企業・団体もしくはこれに類する反社会的勢力の構成員またはそれらと
関係を有するものでない方
第４項

第４項

前項の入会申込みに必要事項の届け出がない、もしくは届け出た事項に虚偽が判明した場合、

前項の入会申込みに必要事項の届け出がない、もしくは届け出た事項に虚偽が判明した場合、

または本プログラムの運営および管理上会員資格を付与することが不適当であると当社が判断

第２項の入会資格を満たしていないと当社が判断した場合、または本プログラムの運営および

した場合、当社は、申込者の入会をお断りし、または付与した会員資格を取り消すことができ

管理上会員資格を付与することが不適当であると当社が判断した場合、当社は、申込者の入会

ます。なお、次項の手続においてクレディセゾンが申込者の入会を承諾しなかった場合も同様

をお断りし、または付与した会員資格を取り消すことができます。なお、次項の手続において

とします。

クレディセゾンが申込者の入会を承諾しなかった場合も同様とします。

第３条

本カードの発行・貸与

第３条

第１項

本カードの発行・貸与等

第１項

当社は、会員1名につき1枚に限り、本カードを発行・貸与いたします。ただし、同一のお客さ

当社は、提携カードの発行を受けている場合を除き、会員1名につき1枚に限り、本カードを発

ま番号を有するカードは、この限りでありません。

行・貸与いたします。ただし、同一のお客さま番号を有するカードは、この限りでありません。
【新規】第５項
本プログラムへの入会手続きを、「西武プリンスクラブアプリ」（以下「本アプリ」といいます
。）上で行った会員に対しては、申請があった場合を除き、当社は第１項に定める本カードの発
行・貸与は行いません。
【新規】第６項
会員Webサービス（マイページ）または本アプリの利用登録を行った会員は、当社が別途本カー
ドとして認める本アプリまたは会員Webサービス（マイページ）上の表示を利用することにより、
本プログラムを利用することができます。

第６条

ポイントの還元

第６条

ポイントの還元

【新規】第２項
当社は、当社が別途定める方法よりポイント還元商品を会員に発行、交付または送付するものと
します。
第２項

第３項

当社の責に帰すべき事由によるときを除き、会員が申し込んだポイント還元商品の配送中に、

ポイント還元商品を会員に配送する場合は、当社の責に帰すべき事由によるときを除き、会員が

ポイント還元商品に紛失、盗難、汚損、破損等が生じた場合、当社は、当該損害につき一切の

申し込んだポイント還元商品の配送中に、ポイント還元商品に紛失、盗難、汚損、破損等が生じ

責任を負いません。

た場合、当社は、当該損害につき一切の責任を負いません。

第３項

第４項

引き換え後3ヶ月間経過したポイント還元商品の到着に関するお問合せには応じかねます。

前項の場合、引き換え後1ヶ月間経過したポイント還元商品の到着に関するお問合せには応じか
ねます。

第１３条

会員資格の喪失

第１３条

第１０号

会員資格の喪失

第１０号

暴力団、暴力団関係企業・団体もしくはこれに類する反社会的勢力の構成員またはその関係者

暴力団員、暴力団関係企業・団体もしくはこれに類する反社会的勢力の構成員またはそれらと関

であると当社が判断した場合

係を有すると当社が判断した場合

第１５条

規約等の変更

第１５条

第１項

規約の変更等

第１項

当社は、予告なく本規約の変更、改定または廃止（以下「変更等」といいます。）を行うことが

当社は、本規約の変更、改定または廃止（以下「変更等」といいます。）を行うことができます。

できます。なお、本規約の変更等は、当Webサイトにてお知らせし、当Webサイトへの掲載をも

なお、本規約の変更等は、変更等の効力発生日の前までに、本規約を変更する旨および変更後の

ってその効力が生じるものとし、当Webサイトに掲載した本規約が最新のものとして本プログラ

本規約の内容ならびに効力発生日を当Webサイト上での掲載その他相当な方法によりお知らせ

ムに適用されます。
※SEIBU PRINCE CLUB WEBサイト
第１６条

し、効力発生日以降は、変更等後の本規約が最新のものとして本プログラムに適用されます。
https://club.seibugroup.jp

損害賠償

※SEIBU PRINCE CLUB Webサイト
第１６条

https://club.seibugroup.jp

損害賠償

【新規】第３項
前２項は、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません
第１７条

合意管轄裁判所

第１７条

合意管轄裁判所

本プログラムおよび本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属合意

本プログラムおよび本規約（本規約に付随する特約等を含みます。）の準拠法は日本法とし、こ

管轄裁判所とします。

れらに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

第１８条

会員専用インターネットサービス

第１８条

会員Webサービス（マイページ）・西武プリンスクラブアプリ

第１項
会員は、本規約、西武プリンスクラブ会員規約個人情報の取扱いに関する同意条項および当Web

会員は、本規約、西武プリンスクラブ会員規約個人情報の取扱いに関する同意条項および当Web

サイト記載のサイトポリシーへの同意ならびに会員ご本人による当Webサイトの所定の登録手続

サイト記載のサイトポリシーへの同意ならびに会員ご本人による当Webサイトまたは本アプリ所

きをしていただくことを条件に、本プログラムの会員専用インターネットサービス（以下「イン

定の各登録手続きをしていただくことを条件に、会員Webサービス（マイページ）または本アプ

ターネットサービス」といいます。）を利用することができます。

リの各サービスを利用することができます。

※SEIBU PRINCE CLUB Webサイト

※SEIBU PRINCE CLUB Webサイト

https://club.seibugroup.jp

https://club.seibugroup.jp

【新規】第２項
会員は、会員Webサービス（マイページ）の利用にあたっては当社が別途定める「会員Webサー
ビス（マイページ）に関する特約」、本アプリの利用にあたっては当社が別途定める「西武プリ
ンスクラブアプリ利用特約」にそれぞれ従うものとします。

(株)西武ホールディングス
プロセスイノベーション推進部

2020/3/30

西武プリンスクラブ会員規約

個人情報の取扱いに関する同意条項

新旧対照表（変更箇所のみ抜粋）

【改定前】

第５条

【改定後】

西武プリンスクラブ会員規約

西武プリンスクラブ会員規約

個人情報の取扱いに関する同意条項

個人情報の取扱いに関する同意条項

条項の変更

【削除】第５条

当社は、法令に定める手続きおよび範囲で予告なく本同意条項の変更、改定および廃止（以下

条項の変更

削除

「変更等」といいます。）を行うことができます。なお、本同意条項の変更等は、当WEBサイ
トへの掲載をもって効力が生じるものとし、当WEBサイトに掲載した本同意条項が最新のもの
として本プログラムに適用されます。
※SEIBU PRINCE CLUB Webサイト

https://club.seibugroup.jp

(株)西武ホールディングス
プロセスイノベーション推進部

2020/3/30

会員Webサービス（マイページ）に関する特約

新旧対照表（変更箇所のみ抜粋）

【改定前】

【改定後】

マイページ登録について（特記事項）

会員Webサービス（マイページ）に関する特約

マイページは、 株式会社西武ホールディングスが西武プリンスクラブデスク（以下、「当デス

会員Webサービス（以下「マイページ」といいます。）は、 株式会社西武ホールディングス

ク」という）により運営を行うSEIBU PRINCE CLUB（以下、「本プログラム」という）にご

（以下「当社」といいます。）が西武プリンスクラブデスク（以下「当デスク」といいます。）

入会された会員が会員ご自身のポイント履歴情報の確認や商品交換等をWEB上で行うためのサ

により運営を行う西武プリンスクラブ

イトです。会員が当サイトのご利用を行う場合はプリンスポイントプログラムへのご入会と別

いいます。）に入会された会員（以下「会員」といいます。）ご本人がポイント履歴情報の確認

記の「SEIBU PRINCE CLUB会員規約」と「個人情報の取扱いに関する同意条項」へのご同意

や商品交換等をSEIBU PRINCE CLUB Webサイト（以下「当Webサイト」といいます。）上で

のほかに、次の特約に同意し、当サイトへの利用登録を行うことが必要となります。

プリンスポイントプログラム（以下「本プログラム」と

行うことができるサービスです。会員がマイページを利用する場合は本プログラムへの入会およ
び西武プリンスクラブ会員規約（これに付随する特約も含みます。以下「本規約」といいます。）
ならびに西武プリンスクラブ会員規約個人情報の取扱いに関する同意条項への同意のほかに、次
の特約に同意し、マイページへの利用登録を行うことが必要となります。
なお、本特約に規定のない事項に関しては、本規約に従うものとします。
※西武プリンスクラブ会員規約

１．特約の適用範囲
本特約は、当デスクがWEB上で運営する「SEIBU PRINCE CLUB WEBサイト」を利用して本

第１条

https://club.seibugroup.jp/rule/

特約の適用範囲

会員Webサービス（マイページ）に関する特約（以下「本特約」といいます。）は、当Webサイ

プログラムにご入会される会員および既に「SEIBU PRINCE CLUBカード、SEIBU PRINCE

トを利用して本プログラムに入会される会員、既に西武プリンスクラブアプリ（以下「本アプリ」

CLUBカード セゾン、SEIBU PRINCE CLUBカード セゾンゴールド」をお持ちの本プログラ

といいます。）の利用登録をされた会員、ならびに既にSEIBU PRINCE CLUBカード、SEIBU P

ム会員のうち、当サイトへの利用登録を行った会員（以下、「WEB会員」という）に適用され

RINCE CLUBカード セゾンおよびSEIBU PRINCE CLUBカード セゾンゴールドをお持ちの会員

るものとします。

のうち、マイページへの利用登録を行った会員（以下「Web会員」といいます。）に適用される
ものとします。

2．当サイトによるサービス提供内容

第２条

サービス提供内容

当社は、Web会員に対して、以下のサービスを提供します。
1.プリンスポイントご利用履歴の照会

(1)当Webサイト上でのプリンスポイント利用履歴の照会

2.会員情報照会および変更

(2)当Webサイト上での会員情報照会および変更

3.プリンスポイントの照会、商品交換の申込み

(3)当Webサイト上でのプリンスポイントの照会、商品交換の申込み

4.Eメールによる通知、情報提供

(4)メールによる通知、情報提供

5.WEB会員を対象とするアンケート･キャンペーン

(5)Web会員を対象とするアンケート･キャンペーン等の情報提供

6.その他、当デスクまたは西武グループ各社が設定したサービス

(6)当社または西武グループ各社をはじめとする加盟店が設定したサービス等の情報提供

3．当サイトへの登録

第３条

マイページの利用登録

第１項
1.当サイトの利用申込みができるのは本プログラムの会員であることを条件とします。

マイページの利用登録申込みができるのは本プログラムの会員であることを条件とします。
第２項

2.当サイトの利用を希望する会員は、本特約条項を承認し、WEB上で、カードのお客さま番号、

マイページの利用登録を希望する会員は、本特約を承認し、当Webサイト上で、お客さま番号、

Eメールアドレス、その他当サイト所定の項目を入力のうえ、ID･パスワード（以下、「ID等」

メールアドレス、その他当社所定の項目を入力のうえ、ID･パスワード（以下「ID等」といいま

という）を申請することとし、ID等の取得をもって、ご利用登録が完了したものとします。

す。）を申請することとし、ID等の取得をもって、利用登録が完了したものとします。また、W

WEB会員は当デスクが認めた範囲で、ID等の変更ができるものとします。

eb会員は当社が認めた範囲で、ID等の変更ができるものとします。
第３項

3.WEB会員は、Eメールアドレス等、登録した内容に変更があった場合は遅滞なく当サイト所定

Web会員は、メールアドレス等、登録した内容に変更があった場合は遅滞なくマイページ所定の

の方法にて当デスクに通知するものとします。また、WEB会員は当サイト所定の方法で申請す

方法にて当社に通知するものとします。また、Web会員はマイページ所定の方法で申請すること

ることにより、当サイトの利用を中止することができます。

により、本サービスの利用登録を解除することができます。

４．ID等の自己管理

第４条

ID等の自己管理

第３項
3.自己のパスワードの失念、第三者に使用されること等によって生じた損害等については、
WEB会員の故意過失の有無にかかわらず、当デスクはその責任を一切負わないものとします。

自己のパスワードの失念、第三者に使用されること等によって生じた損害等については、Web会
員の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、当社はその責任を一切負わないものとします。ただ
し、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。

５．当サイトの運営および中止･変更等

第５条

マイページの運営および中止･変更等

第３項
3.当サイトの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害についても、当デスクは一切
責任を負わないものとします。

マイページの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を
負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失による場合はこの限りではありま
せん。
第５項

5.その結果、万一WEB会員に不利益が生じても、当デスクは一切の責任を負わないものとします。

前項の中止、一時停止、変更により万一Web会員に不利益が生じても、当社は一切の責任を負わ
ないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。

６．禁止事項

第６条

禁止事項

Web会員は、マイページの利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
1.当サイトへの登録を行う際に、不正な情報を送信･登録する行為

(1)マイページの利用登録を行う際に、不正な情報を送信･登録する行為

2.当サイトによって得られた情報を営利行為に利用する行為

(2)マイページによって得られた情報を営利行為に利用する行為

3.法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為

(3)第三者になりすましてマイページを利用する行為

4.当サイト利用に関する権利の譲渡にあたる行為

(4)マイページにより取得したeバウチャーおよびクーポンを複製、変更、改変、翻案する行為。

5.その他、当デスクが不適当と認めた行為

(5)マイページにより取得したeバウチャーおよびクーポン、ID等を第三者に利用させ、譲渡また
は貸与する行為。
(6)当社または第三者の信用、著作権、商標権等の知的財産権、プライバシー権、肖像権、名誉
等の権利を侵害し、またはそのおそれのある行為。
(7)当Webサイト（これを構成するシステム・プログラム等を含む）を複製、変更、改変、翻案
する行為。
(8)法令、公序良俗または本特約等に違反する行為、または違反するおそれのある行為
(9)マイページ利用に関する権利の譲渡にあたる行為
(株)西武ホールディングス
プロセスイノベーション推進部

2020/3/30

会員Webサービス（マイページ）に関する特約

新旧対照表（変更箇所のみ抜粋）

【改定前】

【改定後】

マイページ登録について（特記事項）

会員Webサービス（マイページ）に関する特約
(10)その他、当社が不適当と認めた行為

７．ご利用登録の抹消
当デスクは、次の場合には登録されたID等を利用者に通知することなく削除し、ご利用登録を

第７条

利用登録の抹消

当社は、以下の場合には登録されたID等を利用者に通知することなく削除し、マイページの利用

抹消できるものとします。

登録を抹消できるものとします。

1.WEB会員が退会等の理由により、SEIBU PRINCE CLUBの会員資格を喪失した場合

(1)Web会員が退会等の理由により、西武プリンスクラブ会員の資格を喪失した場合

2.WEB会員が当サイトへのID等の登録や利用に際して虚偽の申告、登録をした場合

(2)Web会員がマイページの利用登録や変更に際して虚偽の申告、登録をした場合

3.WEB会員がご連絡先等の変更に際して所定の変更手続きを行わず、当デスクからのご連絡が

(3)Web会員が連絡先等の変更に際して所定の変更手続きを行わず、当社からの連絡が困難となっ

困難となった場合
4.WEB会員が本特約条項、SEIBU PRINCE CLUB会員規約等に違反するなど当サイト運営に不
適当な行為を行い、当デスクが利用登録の抹消が必要であると判断した場合

た場合
(4)Web会員が本特約および本規約、西武プリンスクラブ会員規約個人情報の取扱いに関する同意
条項への同意（本規約に付随する特約等を含みます。）に違反するなどマイページ運営に不適
当な行為を行い、当社が利用登録の抹消が必要であると判断した場合

８．通知および情報提供

第８条

通知および情報提供

第２項
2.当デスクは、登録されたメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、WEB
会員または第三者に対して損害が発生した場合、一切の責任を負わないものとします。

当社は、登録されたメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、Web会員また
は第三者に対して損害が発生した場合、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故
意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
第３項

3.当サイトからの諸通知は、WEB会員が登録したEメールアドレスに原則として、その内容を

マイページからの諸通知は、Web会員が登録したメールアドレスにその内容を送信したときをも

送信したときをもって通達が完了したものとします。なお、当デスクはシステム障害や通信設

って通知が完了したものとします。なお、当社は当社以外のシステム障害や通信設備上の事故、

備上の事故、WEB会員からのアドレス変更等の手続きが行われないこと、その他の理由により

Web会員からのアドレス変更等の手続きの不備・未履行その他の理由によりメールが到着しない

Eメールが到着しないことについては一切の責任を負わないものとします。

ことについては一切の責任を負わないものとします。

９．個人情報の取扱い
当サイトによる個人情報の取扱いについては、「SEIBU PRINCE CLUB会員規約、個人情報の
取扱いに関する同意条項」に順ずるものとします。

第９条

個人情報の取扱い

マイページを通じて取得した個人情報の取扱いについては、「西武プリンスクラブ会員規約個人
情報の取扱いに関する同意条項」および「西武ホールディングス

個人情報保護に対する基本方

針」に基づき取り扱うものとします。
※西武プリンスクラブ会員規約個人情報の取扱いに関する同意条項
https://club.seibugroup.jp/rule/
※西武ホールディングス

個人情報保護に対する基本方針

http://www.seibuholdings.co.jp/privacy/
１０．免責事項

第１０条

免責事項

第１項
1.当デスクは、当サイトの利用により、会員がいかなる損害を受けた場合にも、責任を負わない
ものとし、一切の損害に対し賠償する義務はないものとします。

当社は、マイページの利用に関し、会員がいかなる損害を受けた場合にも、責任を負わないもの
とし、一切の損害に対し賠償する義務はないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失
による場合はこの限りではありません。
第２項

2.当デスクは、WEB会員が当サイトを通じて得る情報等について、安全性･正確性等いかなる

当社は、Web会員がマイページを通じて得る情報等について、安全性･正確性・有用性等いかなる

保証も行いません。

保証も行いません。

１１．特約条項の変更

第１１条

本特約の変更等

当デスクは、事前の通知なく本特約条項を随時変更することができるものとします。

当社は、本特約の変更、改定または廃止（以下「変更等」といいます。）を行うことができます。

この場合、重要な変更についてはあらかじめWEBサイトに公開するなど所定の方法により、変

なお、本特約の変更等は、変更等の効力発生日の前までに、本特約を変更する旨および変更後の

更内容を掲載するのとします。なお、変更内容について当デスクが利用者に通知した後に本プ

本特約の内容ならびに効力発生日を当Webサイトでの掲載その他相当な方法によりお知らせし、

ログラムの利用があった場合は、WEB会員･各種条項の変更を承認したものとみなします。

効力発生日以降は、変更等後の本特約が最新のものとして適用されます。

１２．準拠法および管轄裁判所
当サイトに関する準拠法は、他に別段の定めのない限り、日本国法が適用されるものとします。

【削除】第１２条

準拠法および管轄裁判所

削除

また、当サイトの利用に関するすべての紛争については、他に別段の定めのない限り、東京地
方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

(株)西武ホールディングス
プロセスイノベーション推進部

2020/3/30

プリンスステータスサービスに関する特約

新旧対照表（変更箇所のみ抜粋）

【改定前】

【改定後】

プリンスステータスサービスに関する特約
第７条

プリンスステータスメダルの獲得およびプリンスステータスの取得

第５項

プリンスステータスサービスに関する特約
第７条

プリンスステータスメダルの獲得およびプリンスステータスの取得

第５項

プリンスホテルは、本条に規定するプリンスステータスメダルの加算基準について、予告なく

プリンスホテルは、本条に規定するプリンスステータスメダルの加算基準について、改定を行う

改定を行うことができます。

ことができます。
【新規】第１５条

本サービスプログラムの終了等

【新規】第１項
プリンスホテルは、6ヶ月前までに本サービス利用会員に通知することにより、本サービスプロ
グラムによるサービスの提供を長期的に中断または終了することができます。
【新規】第２項
プリンスホテルは、運営上の都合または天災・その他の非常事態による障害の発生等により、
予告なく本サービスプログラムの提供を中断することができます。
【新規】第１６条

特約の変更等

プリンスホテルは、本特約の変更、改定または廃止（以下「変更等」といいます。）を行うこと
ができます。なお、本特約の変更等は、変更等の効力発生日の前までに、本特約を変更する旨お
よび変更後の本特約の内容ならびに効力発生日を当社Webサイト上での掲載その他相当な方法に
よりお知らせし、効力発生日以降は、変更等後の本特約が最新のものとして本サービスプログラ
ムに適用されます。
※プリンスホテルWebサイト
【新規】第１７条

https://www.princehotels.co.jp

損害賠償

【新規】第１項
プリンスホテルは、本特約第15条に定める本サービスプログラムの中断または終了、本特約第16
条に定める本特約の変更等その他本サービスプログラムの提供に付随して生じる一切の損害（金
銭的損害および損失ならびに精神的苦痛その他の不利益）について一切の責任を負わないものと
します。
【新規】第２項
プリンスホテルは、本サービス利用会員が西武プリンスクラブ プリンスポイント加盟店（以下
「加盟店」といいます。）を利用した場合に、本サービス会員と加盟店または第三者との間に生
じたトラブルについては、一切責任を負わないものとします。
【新規】第３項
前2項は、プリンスホテルの故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
【新規】第１８条

合意管轄裁判所

本サービスプログラムおよび本特約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の
専属合意管轄裁判所とします。

(株)西武ホールディングス
プロセスイノベーション推進部

2020/3/30

SEIBUスマイルリンク会員のPASMO電子マネー利用等におけるプリンスポイント付与特約
【改定前】

新旧対照表（変更箇所のみ抜粋）

【改定後】

SEIBUスマイルリンク会員のPASMO電子マネー利用等における

SEIBUスマイルリンク会員のPASMO電子マネー利用等における

プリンスポイント付与特約
第６条

免責事項

第１項

プリンスポイント付与特約
第６条

免責事項

第１項

PASMOに関係するシステム・機器類の故障・点検等により、やむを得ずPASMOが利用できな

PASMOに関係するシステム・機器類の故障・点検等により、やむを得ずPASMOが利用できない

いことによって、当該利用に対するプリンスポイント付与ができない場合であっても、株式会

ことによって、当該利用に対するプリンスポイント付与ができない場合であっても、当社は、そ

社パスモおよび当社は、その責任を負いません。

の責任を負いません。
【新規】第２項
前項のほか、当社は、本サービスに関して、一切の責任を負いません。
【新規】第３項
前2項について、当社の故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。

第２項

第４項

前項のほか、株式会社パスモは、本サービスに関して、一切の責任を負いません。
第７条

PASMOカード再発行について

第１項

株式会社パスモは、第１項の場合のほか、本サービスに関して、一切の責任を負いません。
第７条

PASMOカード再発行について

第１項

SEIBUスマイルリンク会員がSEIBUスマイルリンク登録手続き時に登録したPASMOが、無記名

SEIBUスマイルリンク会員は、SEIBUスマイルリンク登録手続き時に登録した無記名PASMOを

PASMOの場合で前項の理由により再発行した場合には、必ず、SEIBU PRINCE CLUB Webサ

再発行した場合には、必ず、SEIBU PRINCE CLUB Webサイトで、再度登録するものとします。

イトで、再度登録するものとします。

なお、記名PASMOを再発行した場合には、再度の登録は必要ありません。

第２項

第２項

SEIBUスマイルリンク会員が、前項の手続きを怠った場合については、当社は、プリンスポイ

SEIBUスマイルリンク会員が前項の手続きを怠ったとき、当社は、プリンスポイントを付与でき

ントを付与できない場合があります。この場合、当社および関連企業は、一切の責任を負いま

ない場合があります。この場合、当社は、一切の責任を負いません。

せん。
【新規】第３項
前項のほか、本サービスにおけるPASMOカード再発行に関して、当社は、一切の責任を負いま
せん。
【新規】第４項
前2項について、当社の故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
第３項

第５項

前各項のほか、本サービスにおけるPASMOカード再発行に関して、株式会社パスモは、一切

株式会社パスモは、第2項の場合のほか、本サービスにおけるPASMOカード再発行に関して、一

の責任を負いません。

切の責任を負いません。

第８条

本特約の改廃

第８条

本特約の変更等

本特約またはその他の特約を含むサービスの内容を変更する場合は、SEIBUスマイルリンク会

当社は、本特約の変更、改訂または廃止（以下「変更等」といいます。）を行うことができます

員に変更事項を事前に通知し、または告知します。なお、SEIBUスマイルリンク会員は、本特

。なお、本特約の変更等を行う場合は、SEIBUスマイルリンク会員に変更事項および変更の効力

約の改廃があった場合、改定後の特約に従うことを予め承諾するものとします。

発生日をSEIBU PRINCE CLUB Webサイト上での掲載その他相当な方法により事前にお知らせ
し、効力発生日以降は、変更等後の本特約が最新のものとして適用されます。

(株)西武ホールディングス
※SEIBUスマイルリンク会員のPASMO電子マネー利用等におけるプリンスポイント付与特約に記載されている「当社」は、西武鉄道株式会社を指しています。

プロセスイノベーション推進部

