
2022 年 3 月 18 日 
イオンクレジットサービス株式会社 

 

個人情報保護方針及びプライバシーポリシーの改定のお知らせ 

 
平素よりイオンマークのカードをご利用いただき誠にありがとうございます。 

 
2022 年 4 月 1 日（金）に個人情報保護方針及びプライバシーポリシーの改定を行いますのでお知らせいたし

ます。 
 
本改定は、個人情報保護法の改正およびその他個人情報を取り巻く環境変化に鑑み、お客さまの情報の取扱

いをより明確にするためのものです。お客さまに新たにご対応いただくことはございません。 
 
引き続き、イオンマークのカードをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 
●改定内容 

個人情報保護方針（情報セキュリティ基本方針） 
現行 改定後 

2013年4月1日 制定 
2017年5月30日 改定 
 
 
イオンクレジットサービス株式会社 
代表取締役社⻑ 齋藤 達也 

2013 年 4 月 1 日 制定 
2017 年 5 月 30 日 改定 
2022 年 4 月 1 日 改定 
 
イオンクレジットサービス株式会社 
〒101-0054  東京都千代田区神田錦町 3 丁目 22
番地 テラススクエア 
代表取締役社⻑ 齋藤 達也 

プライバシーポリシー 
現行 改定後 

1.収集する個人情報 

当社は一般に公開された情報を除き、お客さまの
ご了解なく第三者からお客さまの個人情報を収
集、利用することはございません。当社が収集す
る個人情報は以下の通りです。 
(1)（略）  
(2)（略）  
(3)（略）  

1.収集する個人情報 

当社は一般に公開された情報を除き、お客さまの
ご了解なく第三者からお客さまの個人情報を収
集、利用することはございません。当社が収集す
る個人情報は以下の通りです。 
(1)（略）  
(2)（略）  
(3)（略）  



(4)（略） 
(5)（略） 
(6)（略） 
(7)（略） 
(8)当社サービス等のご利用に伴い、Cookie等

（ウェブビーコンやその他技術を使用して取得
したアクセス情報など）を通じ、当社が自動的
に取得した情報 

 
(9)（略）  

(4)（略） 
(5)（略） 
(6)（略） 
(7)（略） 
(8)当社サービス等のご利用に伴い、Cookie 等

（ウェブビーコンやその他技術を使用して取得
したアクセス情報、広告識別子、OS の種類・
言語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号
など）を通じ、当社が自動的に取得した情報 

(9)（略） 

2.個人情報の利用目的 

(1)お客さまからお預かりした情報は、クレジッ
トカード（WAON等の電子マネーを含みま
す。）の発行、ご利用、ご請求、お問い合わ
せ、およびサービス提供（商品・サービスのご
案内のためのダイレクトメール等の発送、商
品・サービスの研究開発のための調査分析）の
ために、会員規約等に明記した範囲内で利用さ
せていただきます。 

 
 
(2)（略）  
(3)（略） 
(4)（略） 

2.個人情報の利用目的 

(1)お客さまからお預かりした情報は、クレジッ
トカード（WAON 等の電子マネーを含みま
す。）の発行、ご利用、ご請求、お問い合わ
せ、およびサービス提供（お客さまの趣味・嗜
好に適した商品・サービスのご案内のためのダ
イレクトメール等の発送、これに伴うお客さま
の情報の調査分析及び商品・サービスの研究開
発のための調査分析を含みます。）のために、
会員規約等に明記した範囲内で利用させていた
だきます。 

(2)（略）  
(3)（略） 
(4)（略） 

（新設） 安全管理措置について 

当社は、個人情報について、以下のとおり漏えい、
滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管
理のための措置を講じています。 
（基本方針の策定） 
・個人情報の適正な取り扱いを確保し、質問及び
苦情処理の窓口をお知らせするため、個人情報保
護方針、プライバシーポリシーを策定。 
（個人情報の取扱いに係る規律の整備） 
・取得、利用、保存、提供、削除等について、取扱
方法、責任者・担当者等を定めた個人情報安全管
理規程を策定。 



（組織的安全管理措置） 
・個人情報の取扱いに関する責任者（個人情報安
全管理責任者）を設置 
・個人情報を取り扱う従業者及び当該従業者が取
り扱う個人情報の範囲を明確化 
・法や社内規程に違反している事実又は兆候を把
握した場合の個人情報安全管理責任者への報告連
絡体制を整備 
・個人情報の取扱状況について、定期的に自己点
検を実施するとともに、内部監査部門や外部の者
による監査を実施 
（人的安全管理措置） 
・個人情報の取扱いに関する留意事項について、
従業者に定期的な研修を実施 
・個人情報について秘密保持に関する事項を就業
規則等に記載 
（物理的安全管理措置） 
・個人情報を取り扱う区域において、従業者の入
退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うととも
に、権限を有しない者による個人情報の閲覧を防
止するための措置を講じる 
・個人情報を取り扱う機器、電子媒体及び書類等
の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じる
とともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電
子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人情報が判明
しないよう措置を実施 
（技術的安全管理措置） 
・アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う
個人情報の範囲を限定 
・個人情報を取り扱う情報システムを外部からの

不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護す
る仕組みを導入 

（外的環境の把握） 
・外国において保管する個人情報について、当該
外国の個人情報の保護に関する制度を把握したう
えで適切に安全管理措置を実施 

（新設） Cookie・広告 ID の利用について 



1.当社のサービスをご利用の際には、必ず Cookie
を有効にしてからご利用ください。Cookie の設定
を無効にされていると、サービスを適切に提供で
きない場合があります。 
2.当社のサービスでは、一部提携先企業が提供す
る行動ターゲティング広告配信サービスを利用し
ています。行動ターゲティング広告とは、サイト
閲覧情報などをもとに来訪者の興味・関心にあわ
せて広告を配信する広告手法です。この行動ター
ゲティング広告配信サービスは、利用者に対して
適切な広告を表示することを目的とし、「Cookie」、
「Web ビーコン」または「スマートフォン端末固
有の広告 ID」などを利用して利用者のサイト閲覧
情報などを蓄積しますが、利用者を特定するよう
な個人情報は一切含まれておりません。サイト閲
覧情報などの蓄積を停止したい場合は、以下のペ
ージから停止することが可能です。 
オプトアウトについて 
3.当社のサービスでは、一部サイトの利用状況を
把握するために Google アナリティクスおよび
Adobe アナリティクス（以下、アナリティクスと
します）を利用しています。アナリティクスを使
用すると、当社 WEB サイトが発行する Cookie を
もとにして、運営会社が利用者の訪問履歴を収集、
記録、分析します。アナリティクスの利用により
収集されたデータは運営会社のプライバシーポリ
シーに基づいて管理されています。アナリティク
スによる Cookie の使用に関する説明及び Cookie
により収集される情報については運営会社の以下
のサイトをご確認ください。 
Google アナリティクス（運営会社：Google 社）の
詳細について 
Adobe アナリティクス(運営会社：Adobe 社)の詳
細について 
4.Cookie は、サイトが利用者のブラウザに送信す
る情報で、利用者のスマートフォン、タブレット、
及びコンピュータに記録されます。ただし、記録
される情報には、利用者のお名前、ご住所、電話



番号、電子メールアドレスなど個人を識別する情
報は一切含まれません。また、利用者のスマート
フォン、タブレット、及びコンピュータへ悪影響
を及ぼすことはありません。利用者ご自身で、ブ
ラウザ設定を操作することで、Cookie の受け取り
を拒否することも可能です。その場合であっても
一部の機能を除いてサイト等の閲覧に支障を来す
ことはございません。ブラウザの設定方法は各ソ
フト製造元へお問い合わせください。 

加盟店情報の共同利用について 
一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換
センターは、下記のとおり個人情報保護法第２３
条第５項第３号にもとづく加盟店情報の共同利用
を行っております。 
1.加盟店情報交換制度について 
（略） 
2.加盟店等から収集した情報の報告及び利用につ

いて 
（略） 
3.加盟店情報の共同利用 
1.(1)共同利用の目的 
（略） 
2.(2)共同利用する情報の内容 
①（略） 
②（略） 
③（略） 
④（略） 
⑤（略） 
⑥（略） 
⑦（略） 
⑧ 行政機関が公表した事実とその内容（特定商

取引に関する法律等について違反し、公表され
た情報等）について、ＪＤＭセンターが収集し
た情報 

⑨（略） 
⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電

話番号及び生年月日（法人の場合は、名称、住
所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及

加盟店情報の共同利用について 
当社は、下記のとおり個人情報保護法第２７条第
５項第３号にもとづく加盟店情報の共同利用を行
っております。 
 
1.加盟店情報交換制度について 
（略） 
2.加盟店等から収集した情報の報告及び利用につ

いて 
（略） 
3.加盟店情報の共同利用 
1.(1)共同利用の目的 
（略） 
2.(2)共同利用する情報の内容 
①（略） 
②（略） 
③（略） 
④（略） 
⑤（略） 
⑥（略） 
⑦（略） 
⑧ 行政機関が公表した事実とその内容（特定商

取引に関する法律等について違反又は違反する
おそれがあるとして、公表された情報等）につ
いて、ＪＤＭセンターが収集した情報 

⑨（略） 
⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電

話番号及び生年月日（法人の場合は、名称、住
所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及



び生年月日）。ただし、上記⑥の情報のうち、
当該行為が行われたかどうか判断することが困
難な情報については、氏名、住所、電話番号及
び生年月日（法人の場合は、代表者の氏名及び
生年月日）を除く。 

3.(3)保有される期間 
（略） 
4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲 
（略） 
5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き 
（略） 
6.運用責任者 
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交
換センター（ＪＤＭセンター） 
住  所：東京都中央区日本橋⼩網町１４−１ 

住生日本橋⼩網町ビル 
 
電話番号：０３−５６４３−００１１（代表） 

び生年月日）。ただし、上記⑥の情報のうち、
当該行為が行われたかどうか判断することが困
難な情報については、氏名、住所、電話番号及
び生年月日（法人の場合は、代表者の氏名及び
生年月日）を除く。 

3.(3)保有される期間 
（略） 
4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲 
（略） 
5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き 
（略） 
6.運用責任者 
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交
換センター（ＪＤＭセンター） 
住  所：東京都中央区日本橋⼩網町１４−１ 

住生日本橋⼩網町ビル 
代表理事：松井 哲夫 
電話番号：０３−５６４３−００１１（代表） 

1.AFSグループ各社との共同利用 

(1)共同利用する個人データの項目 
（略） 
 (2)共同して利用する者の範囲 
以下の会社（以下、「AFSグループ各社」といい
ます。）と共同利用いたします。 

（共同して利用する者） イオンフィナンシャルサ
ービス株式会社、及び同社の国内連結子会社、並
びに国内持分法適用関連会社 （ただし、個人情
報保護法第23条第5項第3号に基づく対外告知を
実施済みの会社を対象とします。） 
なお、同社の国内連結子会社、並びに国内持分法
適用関連会社は、以下のサイトに記載されており
ます。 
http://www.aeonfinancial.co.jp/activity/governan
ce/privacy/afsgroup_detail.html 
(3)利用する者の利用目的 
（略） 
(4)当該個人データの管理について責任を有する

1.AFSグループ各社との共同利用 

(1)共同利用する個人データの項目 
（略） 
(2)共同して利用する者の範囲 
以下の会社（以下、「AFSグループ各社」といい
ます。）と共同利用いたします。 

（共同して利用する者） イオンフィナンシャルサ
ービス株式会社、及び同社の国内連結子会社、並
びに国内持分法適用関連会社 （ただし、個人情
報保護法第27条第5項第3号に基づく対外告知を
実施済みの会社を対象とします。） 
なお、同社の国内連結子会社、並びに国内持分法
適用関連会社は、以下のサイトに記載されており
ます。 
http://www.aeonfinancial.co.jp/activity/governan
ce/privacy/afsgroup_detail.html 
(3)利用する者の利用目的 
（略） 
(4)当該個人データの管理について責任を有する

http://www.aeonfinancial.co.jp/activity/governan
http://www.aeonfinancial.co.jp/activity/governan


者の名称 
イオンフィナンシャルサービス株式会社 

者の名称 
イオンフィナンシャルサービス株式会社 
〒101-0054  東京都千代田区神田錦町3丁目22

番地 テラススクエア 
代表取締役 藤田 健二 

2.イオン各社との共同利用 

(1)共同利用する個人データの項目 
（略） 
(2)共同して利用する者の範囲 
以下の会社と共同利用いたします。なお、共同し
て利用する者が新たに追加された場合は、当社の
ホームページ等で公表するものとします 
（共同して利用する者） 
AFSグループ各社 
イオン株式会社 
イオンリテール株式会社 
イオンマーケティング株式会社 
その他イオン株式会社の有価証券報告書記載の連
結対象会社、および持分法適用会社 

（ただし、個人情報保護法第23条第5項第3号に基
づく対外告知を実施済みの会社を対象としま
す。） 
(3)利用する者の利用目的 
①各種商品やサービス、通信販売等に関するご提

案やご案内のため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②各種商品やサービス等の企画・開発のため 
③各種商品やサービス提案のためのお客さまのデ

2.イオン各社との共同利用 

(1)共同利用する個人データの項目 
（略） 
(2)共同して利用する者の範囲 
以下の会社と共同利用いたします。なお、共同し
て利用する者が新たに追加された場合は、当社の
ホームページ等で公表するものとします 
（共同して利用する者） 
AFSグループ各社 
イオン株式会社 
イオンリテール株式会社 
イオンマーケティング株式会社 
その他イオン株式会社の有価証券報告書記載の連
結対象会社、および持分法適用会社 

（ただし、個人情報保護法第27条第5項第3号に基
づく対外告知を実施済みの会社を対象としま
す。） 
(3)利用する者の利用目的 
①各種商品やサービス、通信販売等に関するご提

案やご案内のため 
※例えば、会員に商品やサービス（AFSグルー

プの商品やサービスのほか、第三者の商品や
サービスの広告を含みます。）をご案内（ダ
イレクトメール送付やメール配信等）するた
め、会員の氏名、住所、電子メールアドレス
等の属性情報を利用します。また、会員の趣
味・嗜好に適した商品・サービスを会員にご
提案するため、会員が購入された商品・サー
ビスの種類・金額・場所等の取引情報を利用
します 

②各種商品やサービス等の企画・開発のため 
③各種商品やサービス提案のためのお客さまのデ



ータ分析のため 
(4)当該個人データの管理について責任を有する

者の名称 
イオンフィナンシャルサービス株式会社 

ータ分析のため 
(4)当該個人データの管理について責任を有する

者の名称 
イオンフィナンシャルサービス株式会社 
〒101-0054  東京都千代田区神田錦町3丁目22

番地 テラススクエア 
 代表取締役 藤田 健二 

4.ポイントサービスにおける共同利用 

(1)共同利用する個人データの項目 
（略） 
(2)共同して利用する者の範囲下記の会社と共同

利用いたします。（共同して利用する者） 
（略） 
(3)共同利用する者の利用目的 
（略） 
(4)当該個人データの管理について責任を有する

者の名称 
イオン株式会社 
 
 
(5)各種商品やサービス等のご提案・ご案内のた

めの共同利用の中止 
（略） 

4.ポイントサービスにおける共同利用 

(1)共同利用する個人データの項目 
（略） 
(2)共同して利用する者の範囲下記の会社と共同

利用いたします。（共同して利用する者） 
（略） 
(3)共同利用する者の利用目的 
（略） 
(4)当該個人データの管理について責任を有する

者の名称 
イオン株式会社 
〒261-8515  千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 
取締役 兼 代表執行役社⻑ 吉田 昭夫 
(5)各種商品やサービス等のご提案・ご案内のた

めの共同利用の中止 
（略） 

改定について 
本文書は、2021年11月9日に更新されました。 

改定について 
本文書は、2022年4月1日に更新されました。 

 
 改定後の個人情報保護方針及びブライバシーポリシーは 2022 年 4 月 1 日以降に暮らしのマネー
サイト（https://www.aeon.co.jp/）及び当社コーポレートサイト（https://www.aeoncredit.co.jp/)
からご確認いただけます。 
 

以 上 

https://www.aeon.co.jp/
https://www.aeoncredit.co.jp/

