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ファミマＴカード会員規約                 

 

I 会員規約 

 

１ 会員規約 

 この会員規約は、ファミマＴカードへの入会、会員サービスの内容などを定めるもの

です。なお、ファミマＴカードとは、株式会社ファミリーマート（「ファミリーマート」

といいます。）グループおよびカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（「カルチ

ュア・コンビニエンス・クラブ社」といいます。）グループの両グループから会員サービ

スを受けることができるカードです。会員は、この会員規約に基づきファミリーマート

の会員となると同時にカルチュア・コンビニエンス・クラブ社の定めるＴ会員規約（「Ｔ

会員規約」といいます。）を承認のうえカルチュア・コンビニエンス・クラブ社の会員（「Ｔ

会員」といいます。）となっていただく必要があります。 

 ◆ 会員には、末尾のＴ会員規約に関する規定が適用されますので、ご参照ください。 

２ 会員規約の告知 

 この会員規約は、カード送付時に添付するほか、下記ファミリーマートのホームペー

ジ（「本ホームページ」といいます。）への掲載その他ファミリーマートが定める方法に

より会員に告知します。 

 ◆http://www.family.co.jp 

３ 会員規約の変更 

 ファミリーマートは、いつでも、会員の承諾なくしてこの会員規約を変更することが

できるものとします。この会員規約の変更は、本ホームページ上への掲載その他ファミ

リーマートが定める方法により１ヶ月前までに予告し、予告した日において効力を生ず

るものとします。 

 

II ファミマＴカード 

 

４ 入会手続 

 入会希望者は、この会員規約を承認のうえ、所定事項の届出を正確に行いファミリー

マートにファミマＴカード入会の申込みをしていただきます。なお、申込み時に満 18 歳

以上（高等学校の生徒を除きます。）の方は、同時にファミリーマートの提携先のファミ

マクレジット株式会社（「ファミマクレジット」といいます。）にファミマＴカード（ク

レジット機能付き）入会の申込みをしていただき、ファミマクレジットが入会を承認し

た会員にはファミマＴカード（クレジット機能付き）を発行します。 

◆ クレジット会員となられた方は、末尾のクレジット会員に関する規定をご参照くだ
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さい。 

  入会希望者が未成年の場合は、事前に法定代理人の同意を得るものとします。 

  ファミリーマートでは、入会希望者が 23 の会員の地位の喪失事由に該当する場合、そ

の他会員として認めることが不適当な事由がある場合、入会をお断りすることがありま

す。なお、会員は日本国内に居住する個人に限ります。 

５ 会員 

 会員とは、入会希望の申込みを受け、ファミリーマートが入会を承諾した方をいい、

ファミリーマートが承諾した日から会員となります。 

６ 会員番号、暗証番号 

 ファミリーマートは、会員１名につき１つの会員番号を付与するものとし、会員には、

本ホームページ等でのご利用に暗証番号をご指定いただきます。 

７ ファミマＴカードの発行 

 ファミリーマートは、会員に対しファミマＴカードを発行します。会員はカードの署

名欄に自己の署名をしていただきます。 

８ ファミマＴカードの有効期限 

 ファミリーマートは、ファミマＴカードの有効期限を定め、カード上に表示します。

有効期限は、カード上に表示された最終月の末日までとします。 

 カードの有効期限までに会員から退会の申出がなく、かつファミリーマートが引き続

き会員として承認するときは、会員に対し、有効期限を更新した新たなカードを発行し

ます。 

 申込み時に満 18 歳未満の方で期限到来時に満 18 歳以上となった会員は、期限到来の

際、ファミマクレジットにファミマＴカード（クレジット機能付き）入会の申込みをし

ていただき、ファミマクレジットが入会を承認した会員にはファミマＴカード（クレジ

ット機能付き）を発行します。ファミマクレジットの承認が得られなかった会員は、フ

ァミリーマートが引き続き会員として承認するときは、有効期限を更新した新たなカー

ドを発行します。ファミマＴカード（クレジット機能付き）入会の申込みをされなかっ

た会員は有効期限の到来をもって退会となります。 

９ ファミマＴカードの貸与関係 

 ファミマＴカードは、ファミリーマートが所有し、会員に貸与するものとします。会

員は善良なる管理者の注意をもってファミマＴカードを利用・管理するものとし、いか

なる方法によっても他人にファミマＴカードを利用させません。 

 

Ⅲ 会員サービス 

 

10 会員サービス 

  ファミリーマートは、会員に対し、有料または無料にて以下の会員サービスを提供し
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ます。 

(1) 日本国内のファミリーマート店（「ファミリーマート店」といいます。）で商品を購

入し、サービスの提供を受けること（商品を購入し、サービスの提供を受けることを

総称して「商品購入等」といいます。）に対する特典の付与 

(2) ファミリーマート店で商品購入等を行ったこと等に対するポイント・サービスの提

供 

■ファミリーマートは、カルチュア・コンビニエンス・クラブ社の運営するポイントプ

ログラムに参加し、会員にポイント・サービスを提供します。ポイント・サービスに

ついては、Ｔ会員規約および末尾のポイント・サービスに関する規定をご参照くださ

い。 

(3) メールマガジンの提供 

(4) ファミリーマートの提携先企業からの各種サービス、特典の提供 

11 会員サービスの内容と変更 

  ファミリーマートは、任意に会員サービスの内容を定め、会員の承諾なくしてその全 

部または一部につき廃止、追加、変更を行うことができるものとします。 

12 会員サービスの中止、制限 

  ファミリーマートは、各種の事情もしくはその都合により、任意に会員サービスの全

部または一部につき提供を中止し、またはその利用を制限することがあります。 

 

Ⅳ 会員の義務 

 

13 複数の入会の禁止 

会員は、複数のファミマＴカードへ入会をしてはならないものとし、ファミリーマー

トは、会員の承諾なくして複数の入会を１つの入会に統合することができるものとしま

す。この場合、統合されたファミマＴカード、会員番号、暗証番号、（ファミマＴカード

から暗証番号までを総称して「カード等」といいます。）、蓄積したポイントは失効し、

会員はカードを返還、廃棄するものとします。 

14 カード等の使用制限 

 会員は、カード等を自らのためにのみ使用し、いかなる方法によっても、第三者に使

用させないものとします。 

15 ポイントの不正取得の禁止 

 会員は、Ｔ会員規約および末尾のポイント・サービスに関する規定に違反し、不正に

ポイントの付与を受けてはならないものとします。 

16 カード等の管理責任 

会員は、自らの責任でカード等を管理していただきます。 

会員は、自らのカード等によりなされたすべての会員サービスの利用について、事由



- 4 - 

の如何を問わず、その責任を負担するものとします。     

17 届出事項の変更 

 会員は、ファミリーマートに届け出た氏名、住所、職業、勤務先・学校、電話番号、

Ｅメールアドレスその他の事項に変更があった場合、速やかに本ホームページにお届け

いただくか、27 記載のファミマＴカードサービスデスクにお届けください。 

 

V 一般条項 

 

18 個人情報の保護に関する規定 

  ファミリーマートは、末尾記載の個人情報の保護に関する規定に従い、入会申込者お

よび会員（総称して「会員など」といいます。）の個人情報を取扱います。 

 ◆ 個人情報の取扱いについては、末尾の個人情報の保護に関する規定をご参照くださ

い。 

19 ファミマＴカードの紛失、盗難等 

 会員は、ファミマＴカードを紛失し、もしくは盗難にあったときは、直ちに下記のフ

ァミマＴカード紛失盗難デスクにご連絡ください。 

◆0570-060-010 

 ファミマＴカードの汚破損があったときは、27 記載のファミマＴカードサービスデス

クにご連絡ください。 

 ファミリーマートは、その定める方法に従いファミマＴカードを再発行いたします。

この場合、会員はファミリーマートの定める手数料を支払います。旧ファミマＴカード

は使用することができなくなります。 

20 ファミマＴカードの仕様変更 

 ファミリーマートは、いつでも、会員の承諾なくしてファミマＴカードの仕様変更を

行うことができるものとします。この場合、ファミリーマートは会員に対し新たなファ

ミマＴカードを発行するものとし、会員は旧ファミマＴカードを返還、廃棄していただ

きます。 

21 暗証番号の失念 

 会員は、暗証番号を失念したときは、27 記載のファミマＴカードサービスデスクにご

連絡ください。 

22 退会 

 会員は、ファミマＴカードから退会しようとするときは、27 記載のファミマＴカード

サービスデスクにご連絡ください。 

23 会員の地位の喪失 

  ファミリーマートは、会員が以下のいずれかの事由に該当するときは、会員の承諾な

くして会員の地位を喪失させることができるものとします。会員が(1)から(8)の事由に
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より会員の地位を失った場合、Ｔ会員の地位も当然に喪失します。 

 (1) 会員が 13、14、15 に定める禁止行為を行ったとき。 

 (2) その他会員がこの会員規約に違反し、引き続き会員として認めることが相当でない

とき。 

 (3) 会員が虚偽の届出を行ったとき。 

 (4) 未成年者である会員がファミマＴカードへの入会、商品購入等について法定代理人

の同意を得ていないとき。 

 (5) 相当の通信手段を尽くしても会員との連絡がとれないとき。 

 (6) 会員が死亡されたとき（会員の地位は相続されないものとします。）。 

 (7) 会員にファミマＴカードの円滑な運用を妨げる事由が発生し、引き続き会員として

認めることが相当でないとき。 

 (8) ３に定めるこの会員規約の変更に同意いただけないとき。 

 (9) 会員が事由の如何を問わずＴ会員の地位を失ったとき。 

24 会員でなくなったときの措置 

 会員は、退会、会員の地位の喪失その他の事由により会員でなくなったときは、ファ

ミマＴカードは失効となり、会員はカードを返還、廃棄していただきます。この場合、

会員番号、暗証番号、蓄積したポイントは失効します。 

25 準拠法 

  この会員規約の成立、有効性、解釈、履行等に関しては、日本国法が適用されるもの

とします。 

26 裁判管轄 

  ファミリーマートと会員との間でこの会員規約に関連する紛争が発生したときは、両

者で誠意をもって協議しこれを解決するものとしますが、訴訟の必要が生じた場合は、

東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。 

27 お問い合わせ 

  ファミマＴカード、会員サービス（ポイント・サービスを除きます。）のご利用、その

他この会員規約に関するお問い合わせは、下記のファミマＴカードサービスデスクにご

連絡ください。 

◆0120-230-553 

◆0570-064-230(携帯電話専用） 

受付時間 9：00～21：00（年中無休） 

 ポイント・サービス、Ｔ会員規約に関するお問い合わせは、下記のＴカードサポート

センターにご連絡ください。 

 ■0570-029-294 

 受付時間 10：00～21：00（年中無休） 
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付則；この会員規約は平成１９年１１月６日から実施いたします。 

   この会員規約は平成２１年４月１日から変更いたします。   

   この会員規約は平成２１年１０月１日から変更いたします。 

   この会員規約は平成２２年１０月４日から変更いたします。 
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Ｔ会員規約に関する規定               

 

１ この会員規約６によって会員に付与する会員番号は、Ｔ会員規約に定めるＴ会員番号

に該当するものとします。 

２ この会員規約およびファミマＴカード・クレジット会員規約（「クレジット規約」とい

います。）に伴い発行されたファミマＴカードまたはファミマＴカード（クレジット機能

付き）は、Ｔ会員規約に定めるＴカードに該当するものとします。 

３ ファミマＴカードの有効期限等についてはこの会員規約８を、またファミマＴカード

（クレジット機能付き）の有効期限等についてはクレジット規約第３条をそれぞれ適用し、

Ｔ会員規約第２条第２項(4)は適用しません。 

４ ファミマＴカードまたはファミマＴカード（クレジット機能付き）の紛失・盗難の申

出等については、この会員規約 19、クレジット規約第 28 条、29 条を適用し、Ｔ会員規約

第２条第２項(5)は適用しません。 

５ ファミマＴカードまたはファミマＴカード（クレジット機能付き）の退会については、

この会員規約 22、クレジット規約第 30 条を適用し、Ｔ会員規約第３条（ただし、Ｔカー

ドの退会に関するものに限ります。）は適用しません。 

６ 以上に規定した事項以外の事項については、Ｔ会員規約が適用されますが、カルチュ

ア・コンビニエンス・クラブ社の個人情報の取扱いに関しては、「ファミリーマートの個

人情報の保護に関する規定」前文■部分をご確認ください。 

 

■ ＴＳＵＴＡＹＡレンタルサービスを利用される場合、カルチュア・コンビニエンス・

クラブ社の定める「ＴＳＵＴＡＹＡフランチャイズチェーンレンタル利用規約」を承認の

うえ、ＴＳＵＴＡＹＡ店舗においてレンタル利用登録をしてください。 

■ カルチュア・コンビニエンス・クラブ社が運営するポイントプログラムの参加企業に

より提供されるサービスをご利用いただく場合には、当該サービスの利用規約をご承認い

ただく必要がございます。 

 詳しくは各サービスの利用規約をご確認ください。 

 

付則；この規定は平成１９年１１月６日から実施いたします。 

   この規定は平成２１年４月１日から変更いたします。 

    この規定は平成２１年１０月１日から変更いたします。     

この規定は平成２２年１０月４日から変更いたします。 
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クレジット会員に関する規定                

 

１ ファミマＴカード（クレジット機能付き）の発行 

 ファミマＴカードに入会された会員のうち、クレジット機能が付加されたカード（「フ

ァミマＴカード（クレジット機能付き）」といいます。）の会員となられた方（「クレジッ

ト会員」といいます。）には、ファミリーマートの提携先のファミマクレジットがファミ

マＴカード（クレジット機能付き）を発行いたします。 

２ 会員規約の適用関係 

 クレジット会員には、この会員規約のほか、ファミマＴカード・クレジット会員規約

が適用されます。クレジット会員に対しては、ファミマＴカード（クレジット機能付き）

が発行されることから、この会員規約の適用は以下のとおりとなります。 

 (1) ファミマＴカード（クレジット機能付き）の発行、有効期限、貸与関係、紛失・盗

難等については、ファミマＴカード・クレジット会員規約第２条、第３条、第 28 条、

第 29 条を適用するものとし、この会員規約７、８、９、19 は適用しません。 

 (2) ファミマＴカード（クレジット機能付き）の使用制限、管理責任についてはファミ

マＴカード・クレジット会員規約第２条を適用するものとし、この会員規約 14、16

は適用しません。 

３ 個人情報の取扱い 

 クレジット会員の個人情報の取扱いについては、ファミマＴカード・クレジット会員

個人情報に関する規約も適用されます。 

４ 会員資格の喪失 

 クレジット会員は、会員でなくなったときは、当然にクレジット会員の資格も喪失し

ます。この場合、クレジット会員は、ファミマＴカード・クレジット会員規約第 32 条３

項に従い、ファミマＴカード（クレジット機能付き）をファミマクレジットに返還する

ことになります。 

５ 複数の入会禁止との関係 

 ファミリーマートがこの会員規約 13 に従い、入会を統合した場合、クレジット会員が

失効した入会についてファミマＴカード（クレジット機能付き）の発行を受けていると

きは、そのカードは失効となり、会員はカードをファミマクレジットに返還するものと

し、失効した会員番号、暗証番号は使用することができず、蓄積したポイントは喪失し

ます。 

 

付則；この規定は平成１９年１１月６日から実施いたします。 
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ファミマＴカードｉＤ・サービスに関する規定    

 

１ ファミマＴカードｉＤ・サービス 

  ファミマＴカードｉＤ・サービス（「ｉＤ・サービス」といいます。）とは、ファミマ

Ｔカード（クレジット機能付き）に代えて、株式会社ＮＴＴドコモが指定する携帯電話

（「携帯電話」といいます。）を利用し、会員サービス（ファミマＴカード規約 10(1)(2)）、

および「ファミマＴカード・ｉＤ会員規約」（「ｉＤ規約」といいます。）に定める決済

サービスを受けることができるサービスをいいます。 

この規定は、ｉＤ・サービスにおける会員サービス（この会員規約 10(1)(2)）の利用

などについて規定するもので、決済サービスについてはｉＤ規約をご確認ください。 

２ 利用者 

ｉＤ・サービスは、クレジット会員のうち、この規定、およびｉＤ規約を承認のうえ、

ファミマクレジット所定の方法により申込み、ファミマクレジットがこれを認めた方が

利用することができます。 

３ 会員サービス 

ｉＤ・サービスでは、ファミマＴカード（クレジット機能付き）に代えて携帯電話を

利用することにより会員サービス（この会員規約 10(1)(2)）を受けられますが、会員サ

ービスの提供は以下のとおりとなります。 

(1) 同時にファミマＴカード（クレジット機能付き）を利用することはできません。 

(2) ファミリーマート店で、ポイントを利用することはできません。 

４ 免責等 

(1) 利用者は、携帯電話を、いかなる方法によっても、他人にｉＤ・サービスの提供

を受けるために利用させません。 

(2) ファミリーマートは、携帯電話および携帯電話内に装備された非接触型ＩＣチッ

プ他の技術的な欠陥、品質不良等の原因によりファミマＴカード（クレジット機能

付き）に代えて携帯電話を利用することができない場合でも、責任を負わないもの

とします。 

 

付則；この規定は平成２０年９月３０日から実施いたします。 

   この規定は平成２２年１０月４日から変更いたします。 
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ポイント・サービスに関する規定               

 

１ Ｔ会員規約の適用 

 ポイント・サービスについては、Ｔ会員規約（同規約に付帯する、「ポイントサービス

利用規約」を含みます。）が適用され、ファミリーマート店におけるポイント・サービス

については、この規定も適用されます。 

２ ファミリーマート店でのポイントの付与 

  ファミリーマートは、以下のとおりポイントを付与します。ただし、各種チケット、

旅行商品、その他ファミリーマートが指定した商品にはポイントは付与されません。 

・ 会員がファミリーマート店においてファミマＴカード〔ファミマＴカード（クレジ

ット機能付き）を含みます。以下同様とします。〕を提示し商品購入等を行いレジスタ

ーで支払った代金総額（税込み金額）について１００円に対し１ポイントを付与しま

す（端数の金額は切り捨てます。）。 

３ ファミリーマート店でのポイントの利用方法 

会員は、ファミリーマート店において商品購入等を行う際に、ファミマＴカードを提

示することにより、ポイントを利用できます。 

ただし、以下の商品購入等には利用できないものとします。 

(1) カード類（テレホンカード、クオカード等） 

(2) チケット類 

(3) 切手、収入印紙、ハガキ 

(4) たばこ 

(5) 商品券（ビール券等） 

(6) 公共料金、貸付金などの代行収納金 

(7) その他ファミリーマートの定める商品、サービス 

なお、クレジットカードを利用して商品購入等の代金を支払う場合には、ポイントは

利用できません。 

４ 残高、有効期限の確認 

  ポイント残高、有効期限の確認は９のＴカードサポートセンターに行ってください。 

５ ポイントの失効 

 ポイントは、最後にポイントが付与、利用または交換された日から１年間変動がない

場合、失効します。 

６ 会員の地位喪失によるポイントの失効 

  会員のポイントに関するすべての権利は、会員がその地位を喪失するのと同時に失効

となります。また、ファミリーマート店において会員が不正にポイントの付与を受けた

ことにより会員の地位を喪失した場合、不正に付与を受けたポイントにつき、１ポイン
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トを１０円に換算した金額を、ファミリーマートに支払うものとします。 

７ ポイント・サービスの変更 

ファミリーマートは、会員の承諾なくしてポイント・サービスの全部または一部につ

き変更することができるものとします。 

８ 細則 

  ファミリーマートは、必要に応じ、ポイント・サービスに関する細則を定めることが

できるものとし、会員はこれに従います。 

９ お問い合わせ 

  ポイント・サービスに関するお問い合わせは、下記のＴカードサポートセンターにご

連絡ください。 

■電話番号 0570-029-294  

 受付時間 10：00～21：00（年中無休） 

 

付則；この規定は平成１９年１１月６日から実施いたします。 

   この規定は平成２２年１０月４日から変更いたします。 

この規定は平成２３年３月１日から変更いたします。 



- 12 - 

ファミリーマートの個人情報の保護に関する規定       

 

 ファミリーマートは、会員などの個人情報を以下の定めに従い取扱います。会員などは、

以下の定めに同意いただきます。 

■ カルチュア・コンビニエンス・クラブ社により収集される個人情報〔入会申込書★印

の情報（氏名、住所、性別、生年月日、電話番号）、その更新情報およびその他Ｔ会員規

約により定められた情報〕の取扱いについては、Ｔ会員規約第４条（個人情報について）

をご参照ください。 

１ 個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法令を遵守いたします。 

２ 以下の個人情報を収集、保有します。 

(1) 入会の申込時、変更届出時にお届けいただいた氏名、生年月日、住所、電話番号、

職業、勤務先・学校、Ｅメールアドレスなどの情報。 

(2) ファミリーマート店での商品購入等に関する商品の種類、代金、回数、店舗などの

情報。 

(3) ファミリーマートが主催または提携先企業と協賛するキャンペーンへの応募など

の会員サービスの利用、３(3)に定めるアンケート調査、モニタリング調査によって得

られた顧客満足度、消費行動などの情報。 

３ 個人情報は、フランチャイズシステムによるコンビニエンスストア事業において、以

下の目的の遂行に必要な範囲で利用し、これ以外の目的では利用いたしません。 

(1) 入会の審査、ファミマＴカードの運用、会員サービスの提供（ファミリーマート店

での商品購入等の履行を含みます。）。 

(2) ファミリーマートが単独または業務提携先企業と共同で宣伝物、印刷物などの営業

案内を郵便、Ｅメールなどの方法により送付すること。 

(3) 顧客満足度、消費行動などに関してファミリーマートが単独または業務提携先企業

と共同でアンケート調査、モニタリング調査（これらに伴う各種プレゼントの提供を

含みます。）などを郵便、Ｅメールなどの方法により実施すること。 

(4) ファミリーマートが単独または業務提携先企業と共同で、市場調査、商品開発を行

うこと。 

４ ファミマクレジットとの間で、ファミリーマートのフランチャイズシステムによるコ

ンビニエンスストア事業およびファミマクレジットのクレジット事業において、ファミ

マＴカードの会員サービスおよびファミマＴカード（クレジット機能付き）の付加機能

などを会員に提供すること、ならびに市場調査、商品開発のため、保護措置を講じた上

で、会員の２（2）(3)の個人情報を共同利用します。 

◆ 当該個人情報の管理について責任を有する者 

   株式会社ファミリーマート 
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   〒170-6017 東京都豊島区東池袋 3－1－1 サンシャイン 60 17 階 

   （個人情報統括管理責任者） 

   お問い合わせは、13 記載のファミマＴカードサービスデスクにご連絡ください。 

５ カルチュア・コンビニエンス・クラブ社との間で、ファミリーマートのフランチャイ

ズシステムによるコンビニエンスストア事業、カルチュア・コンビニエンス・クラブ社の

ポイントプログラム運営事業において、保護措置を講じた上で、会員の地位を喪失した旨

の情報を共有し適正な会員情報管理を行うために会員番号を共同利用します。 

■ 当該個人情報の管理について責任を有する者 

   カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社    

   お問い合わせは、下記のＴカードサポートセンターにご連絡ください。 

   電話番号 0570-029-294  

   受付時間 10：00～21：00 （年中無休）   

 ◆ カルチュア・コンビニエンス・クラブ社の住所等の詳細は、同社が開設しているホ

ームページをご覧ください。 

６ 個人情報への不正なアクセス、ならびに個人情報の漏えい、滅失、または毀損を防止

するため、一般に信頼性が高いと認められている組織的、人的、物理的、技術的安全管理

措置を講じ、個人情報を取扱う従業者に対し、必要かつ適切な監督を行います。ただし、

個人情報への不正なアクセス、ならびに個人情報の漏えい、滅失、または毀損を防止する

絶対的手段はなく、これらの措置を講じた上でも、個人情報の漏えい、滅失、または毀損

の危険もあり得ることをご了解いただきます。 

７ ２の個人情報の収集および３の利用目的に必要な業務を委託する場合（再委託を含み

ます。）、使途を限定して、保護措置を講じた上で、委託先に対し委託業務の遂行に必要な

範囲で会員などの２（1）（2）（3）の個人情報の取扱いを委託します。 

８ 会員などは、ファミリーマートに対して、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。 

◆ 個人情報の開示を求める場合には、13 記載のファミマＴカードサービスデスクにご

連絡ください。 

保有する個人情報に関して万一内容が事実でないことが判明した場合には、速やかに

訂正または削除に応じます。 

９ ファミマＴカードへの入会をお断りした入会申込者の２（1）の個人情報は、お問い合

わせへの対応等のため、入会をお断りした理由の如何を問わず一定期間利用されます。 

10 会員が退会、会員の地位の喪失その他の事由により会員でなくなった場合であっても、

２（1）（2）（3）の個人情報は、お問い合わせへの対応等のため、会員でなくなった理由

の如何を問わず一定期間利用されます。 

11 会員などが入会申込みに際し２（1）の個人情報をお届けいただけない場合およびこの

規定の内容の全部または一部を承認しない場合、入会をお断りすることがあります。ただ
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し、３(2)(3)の利用目的に同意しない場合でも、これを理由に入会をお断りすることはあ

りません。 

12 会員から３（2）（3）による個人情報の利用の中止の申出があった場合は、ファミリー

マートでの利用を中止する措置をとります。 

13 個人情報の取扱いに関する苦情、開示、訂正・削除、および利用・提供の中止等に関

しては、下記のファミマＴカードサービスデスクにお申出ください。 

  株式会社ファミリーマート 

  〒170-6017 東京都豊島区東池袋 3－1－1 サンシャイン 60 17 階 

  ファミマＴカードサービスデスク 

 ◆0120-230-553 

  ◆0570-064-230(携帯電話専用） 

 

 

付則；この規定は平成１９年１１月６日から実施いたします。 

      この規定は平成２０年６月１日から変更いたします。 

   この規定は平成２１年４月１日から変更いたします。 

   この規定は平成２１年１０月１日から変更いたします。 

   この規定は平成２２年１０月４日から変更いたします。 


