GEO Ponta Visa カード特約
第1条

（GEO Ponta Visa カード特約の目的）

GEO Ponta Visa カード特約（以下｢本特約｣という。）は、株式会社ゲオホ

記
(1)提供元

(3)提供する情報

(4) 第 三 者 の 利 用 目

会社及び持分法適用会社、並びにこれらのフランチャイズ加盟店又は代

①氏名、住所、生年

①入会時の情報登

理店各社をいい、以下、ゲオ HD の関連会社をまとめて｢ゲオ等｣という。）

月日、性別、電話

録、登録情報の変

が GEO 会員に対して提供するサービス（以下｢GEO 会員サービス｣とい

番号、メールアドレ

更、退会その他の

う。）、株式会社ロイヤリティ マーケティング（以下｢LM 社｣という。）が提供

ス、婚姻の有無、

各種手続のため

職業、SBI カードサ

②Ponta 会員規約第

会社（以下｢SBI カード社｣という。）が提供するサービス（以下｢SBI カード

ービスの入会情

二章第 3 条に基づ

サービス｣という。）の利用についての特約を定めるものです。本特約に定

報、退会情報等

く利用

めのない事項は、GEO サービス利用規約、Ponta 会員規約、Ponta GEO

②会員 ID、付与ポイ

ールディングス（以下｢ゲオ HD｣という。）の関連会社（ゲオ HD の連結対象

(2)提供先
の第三者

するサービス（以下｢Ponta 関連サービス｣という。）、及び SBI カード株式

LM 社

会員特約及び SBI カード個人会員規約（Visa カード会員用）（それぞれに

的

ント数等

付随するガイドライン、規定、特約及び個人情報の取扱いに関する同意

①氏名、住所、生年

①GEO 会員であるこ

月日、性別、電話

との識別、入会時

番号、メールアドレ

の情報登録、登録

ス、婚姻の有無、

情報の変更、退会

Ponta 会員規約に同意して GEO 会員サービスと Ponta 関連サービスへの

職業、SBI カードサ

その他の各種手続

入会を申込まれた方で、株式会社ゲオと LM 社が入会を承認した方をい

ービスの入会情

います。

報、退会情報等

条項等を含む。以下、同じ。）の定めるところによります。
第2条

（会員資格）

1. GEO 会員とは、Ponta GEO 会員特約、GEO サービス利用規約及び

SBI
カード社

ゲオ等

2. GEO Ponta Visa カード会員とは、GEO 会員のうち、SBI カード個人会員
規約（Visa カード会員用）及び本特約に同意して SBI カードサービスへの

②会員 ID、付与ポイ

連携等、クレジット

ント数等

入会を申込まれた方（以下｢入会申込者｣という。）で、SBI カード社が入会
を承認した方をいいます。
第3条

のため
②付与ポイント数の

（GEO Ponta Visa カード会員の会員証）

ポイントサービスの

③GEO Ponta Visa カ

円滑な運営のため

ードでの購入履歴

③商品、サービスの

等

販売、利用状況等

GEO Ponta Visa カード会員は、SBI カード社が発行するクレジットカード

のマーケティング

（以下「SBI カード」という。）を、GEO 会員サービスの会員証としても使用

分析を行うため

することができます。
第4条

① 氏名、性別、生年

（クレジットカード利用によるポイント付与）

月日

1. GEO Ponta Visa カード会員に対しては、SBI カードポイントプログラム特
約は適用されず、本特約が適用されます。

①GEO 会員であるこ

SBI

ゲオ等

カード社

2. SBI カード社は、SBI カードによるクレジット利用の都度、SBI カード社所

との識別のため

②会員 ID、ゲオ等に

②商品、サービスの

おける利用、購入

販売、利用状況等

履歴等

のマーケティング

定の方法により Ponta ポイントを付与します（以下、このポイント付与サー
ビスを「クレジットポイントサービス」という。）。
第5条 （GEO Ponta Visa カード会員に係る登録情報）
1. SBI カード社は、GEO Ponta Visa カード会員が SBI カード社に届け出た

分析を行うため
2. 入会申込者及び GEO Ponta Visa カード会員は、前項の情報提供にそ
れぞれ同意します。
第8条

（クレジットポイントサービスの終了）

情報（以下「登録情報」という。）を適切に管理します。

1. GEO Ponta Visa カード会員がクレジットポイントサービスの提供を受け

2. SBI カード社は、GEO Ponta Visa カード会員が GEO 会員サービスと

ることをやめる場合は、SBI カード社所定の方法により係る手続を行うも

Ponta 関連サービスを受けるために必要な範囲で登録情報をゲオ等及び

のとします。

LM 社に提供します。

2. 次のいずれかに該当した場合は、SBI カード社は、その判断により、対

なお、SBI カード社は、登録情報に個人情報が含まれる場合、当該個人

象会員に通知することなく、いつでも当該会員に対するクレジットポイント

情報については、本特約第 7 条の規定に従って提供いたします。

サービスの提供を終了することができるものとします。

3. GEO Ponta Visa カード会員が登録情報を変更する場合には、SBI カー

(1)対象会員において相続の開始があったとき

ド社に対して届け出ることによってこれを行うものとし、当該届出がなされ

(2)対象会員について支払いの停止があったとき又は破産手続開始、民

た場合には、GEO 会員サービス及び Ponta 関連サービスに係る登録情

事再生手続開始の申立てがあったとき

報も同様に変更されます。
第6条

（GEO Ponta Visa カード会員の退会時の取扱い）

(3)住所変更を怠るなど対象会員の責めに帰すべき事由によって、SBI カ
ード社において対象会員の所在が不明になったとき

1. GEO Ponta Visa カード会員が GEO 会員サービス、Ponta 関連サービス

(4)対象会員が SBI カードサービスへの申込みの時に虚偽の申告をしたこ

又は SBI カードサービスのうちのいずれか 1 つのサービスから退会する

とが判明したとき

場合には、当該会員は、残る 2 つのサービスに関しても、退会手続その

(5)対象会員が偽造、変造その他不正の手段を用いてポイント等を作出し

他所定の手続をとるものとします。当該会員は、これらの手続を、SBI カ

たとき

ード社に対して行うものとし、SBI カード社は、手続が行われた事実をゲオ

(6)対象会員が本特約を含む SBI カード社との間の各種契約、合意等に

等及び LM 社に通知します。

違反した場合その他対象会員との契約関係の継続が相当でないと SBI カ

2. 前項の規定にかかわらず、GEO 会員サービス又は SBI カードサービス

ード社が判断する一切の事由が生じたとき

に係る取引が完了していない場合には、当該取引が完了するまで GEO

3. SBI カード社は、理由の如何を問わず、クレジットポイントサービスの一

会員又は SBI カード会員としての責務は残り、GEO Ponta Visa カード会員

部又は全部を終了することがあります。その場合、本特約に基づく契約

は、当該取引に基づく債務を負担します。この場合において、ゲオ等又は

は当然に終了します。

SBI カード社は、それぞれ当該会員の登録情報を利用いたします。
第7条

（個人情報の第三者への提供）

4. 本特約に基づく契約が、期間満了、解除、クレジットポイントサービス
の終了その他の理由により終了した場合には、クレジットポイントサービ

1. 下記の表(1)記載の会社は、同(2)記載の第三者に対して、入会申込者

スで提供された特典等は、すべて失効し、対象会員は、クレジットポイント

及び GEO Ponta Visa カード会員に係る個人情報のうち、同(3)記載の情

サービスに関わる一切の権利を喪失します。

報を提供することがあります。この場合には、当該第三者は、提供を受け
た情報を同(4)記載の利用目的の下で利用します。
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