
ｎｉｃｏｐｉ＜プリペイド＆ポイントカード＞会員約款 

第 1条（本会員約款に定めるカード） 

１．本会員約款に定めるカードは、株式会社杏林堂薬局（以下「杏林堂」という）及び株

式会社ジャックス（以下「ジャックス」という）が提携して発行するｎｉｃｏｐｉ＜

プリペイド＆ポイントカード＞（以下「本カード」という）とします。 

２．第 2条で定義する会員は本カードにより以下の機能・制度を利用することができます。 

① 本カードを通じて貨幣的価値を所定の電子的方法で蓄積して利用すること（以下

「プリペイドカードサービス」という） 

② 会員の本カードの利用に応じて杏林堂が本カードの会員に対してポイントを付与

し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度（以下「ポイントカードサー

ビス」という） 

③ その他、杏林堂またはジャックスが認めたサービス 

第 2条（本カードの会員） 

１．本カードの会員（以下「会員」という）とは、本会員約款、杏林堂＜ポイントカード

＞利用規約、ｎｉｃｏｐｉ利用規約及びこれに付帯する諸規約・諸規定（以下これら

を総称して「会員規約等」という）を承諾した上で、杏林堂及びジャックスが定める

方法で本カードの引渡しを受けた個人をいい、会社・法人名義、杏林堂の同業者の方

は会員となることはできません。 

２．本カードのご利用は会員ご本人に限ります。他人への貸与や譲渡はできません。 

第 3条（本カードのサービス） 

１．杏林堂は、会員規約等の定めるところにより、所定の方法により、会員に対してポイ

ントカードサービス及び独自のサービス・特典を提供します。 

２．ジャックスは、会員規約等の定めるところにより、会員に対してプリペイドカードサ

ービスを提供します。 

第 4条（個人情報の登録） 

１．会員は、個人情報の利用・収集・提供の同意に関する規定に同意の上、杏林堂所定の

方法により、杏林堂に個人情報の登録を行うこととします。また、杏林堂ポイントカ

ード会員から本カード会員へ切り替えを行った場合、杏林堂ポイントカード会員とし

て杏林堂に登録した個人情報は本カードへ引き継がれるものとします。 

２．前項により個人情報の登録がされている会員は、紛失・盗難等により本カードを喪失

した場合、杏林堂及びジャックス所定の方法により、本カードを再発行する等のサー

ビス・特典の提供を受けることができるものとします。 

３．会員は杏林堂に届け出た住所・氏名・電話番号等について変更、訂正、停止があった

場合には、杏林堂所定の連絡先に連絡する方法により遅滞なく杏林堂に届け出るもの

とします。会員の登録事項の変更ならびに退会の届けがあった場合は、速やかに変更

及び消去をいたします。届け出のない場合、会員はサービス・特典を受けることがで



きない場合があります。 

第 5条（本会員約款に定めのない事項等） 

１．本会員約款に定めのない事項については、会員規約等が適用されるものとします。 

２．杏林堂及びジャックスは、ジャックスまたは杏林堂のウェブサイト・店頭等に掲出す

る方法、その他相当な方法により、本会員約款を変更できるものとします。 

 

 

杏林堂＜ポイントカード＞利用規約 

第 1条（本規約の目的） 

１．本規約は、ｎｉｃｏｐｉ＜プリペイド＆ポイントカード＞（以下「本カード」という） 

  において、会員の利用に応じて株式会社杏林堂薬局（以下「杏林堂」という）が会員 

に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度（以下 

「ポイントサービス」という）の内容及び特典を受けるための条件等に関する基本的 

事項を定めるものです。 

２．本カードに関し、本規約に定めのない事項については、ｎｉｃｏｐｉ＜プリペイド＆ 

ポイントカード＞会員約款、ｎｉｃｏｐｉ利用規約及びこれに付帯する諸規約・諸規 

定（以下これらを総称して「会員規約等」という）が適用されるものとします。 

第 2条（利用及び特典） 

１．特典の提供を受ける場合、お買物の際、本カードを必ずレジ精算前に提示するものと 

します。レジ精算後に本カードを提示された場合は、特典を受けることができません。 

２．ポイント付与の対象となる金額、付与率、その他ポイント付与の条件は、杏林堂が決

定し、杏林堂店舗内にて会員に告知します。なお、ポイントの付与方法、付与率、対

象商品、サービス、及び決済方法は、取引の種類、または利用サービスの種類によっ

て異なることがあります。 

３．一部ポイント加算対象外商品がございます。 

４．貯まったポイントは現金同様に店内商品のお買物ができます。（１ポイント＝１円でお

買上商品代の一部に充当することができます。）ポイントの換金はできません。 

５．ポイントを貯めておくこともできます。ポイントでお買物をする際は、レジ精算前に

お申し付けください。 

６．貯まったポイントでのお買物は、ポイント加算対象外となります。 

７．複数カードのポイントを合算することはできません。 

８．コンピューターシステムや通信回線のメンテナンス時には、本カード及び、ポイント

をご利用いただけない場合があります。 

９．お誕生日特典はお誕生月の２ヶ月前までに申込をしていただいた方が対象となります。 

１０．会員は会員資格を喪失した場合、ポイントサービスを利用することはできません。 

第 3条（ポイントの有効期限） 



ポイントのご利用有効期間は最終ご利用日から１年間とします。最終ご利用日から１年間

ご利用がない場合にはすべてのポイントを無効とします。 

第 4条（商品の返品） 

本カードご利用のお買上商品を返品される場合は、必ず、本カードをご提示いただくこと

とします。当該商品のお買上時に加算したポイントを差し引きます。なお、返品によりポ

イントがマイナスとなった場合は、現金精算します。 

第 5条（紛失・破損） 

１．本カードを紛失、盗難された場合は本カード裏面記載の杏林堂お問い合わせ先または、 

最寄りの店舗へ速やかにご連絡ください。 

２．紛失したカードのポイント移行を希望される場合は、最寄りの店舗へお申し出くださ

い。ただし、登録されているお客様の個人情報の内容に不明な点がある場合、ご依頼

をお断りすることがあります。 

３．紛失、盗難等に伴う不正利用のポイント失効については、杏林堂は一切その責任を負

いかねます。 

４．破損、汚損または磁気異常等により使用不可能となった場合は、最寄りの店舗にてカ

ードを再発行します。破損したカードのポイントは再発行したカードに復元いたしま

す。一部状況により日数を要する場合があります。 

第 6条（公租公課） 

ポイントサービスによる還元について公租公課が課せられる場合、会員は、当該公租公課

を負担するものとします。 

第 7条（ポイントの消滅等） 

１．杏林堂は、会員が次のいずれかに該当したときは、何ら通知することなくポイントを

直ちに抹消します。 

① ポイントを不正取得または不正使用した場合 

② その他本規約に違反したとき 

２．前項によりポイントが抹消された場合、会員は本カードを杏林堂に返却するものとし、 

杏林堂は、会員への事前の連絡なく本カードを回収することができ、会員は異議を述

べないものとします。 

３．会員が理由の如何を問わず、ポイントを抹消された場合もしくはｎｉｃｏｐｉの利用

資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に消滅するものと

します。 

第 8条（ポイントサービスに関する疑義等） 

１．会員は、理由の如何を問わず、ポイントサービスにおける権利・義務を他人に貸与・

譲渡・担保提供し、または相続させることはできません。 

２．ポイントの有効性、ポイント数に関する疑義、その他ポイントの運営に関して生ずる

疑義は、杏林堂の決するところによるものとします。 



第 9条（終了・中止・変更等） 

１．杏林堂は、予告なしに、いつでもポイントサービスを終了もしくは中止し、または内

容を変更することができるものとし、会員はあらかじめその旨承諾するものとします。 

２．ポイントサービスの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。 

第 10条（規約の改定） 

杏林堂は、本規約の内容を予告なしに変更、追加、廃止することがあり、会員はあらかじ

めその旨を承諾するものとします。 

第 11条（お問い合わせ先） 

ポイントサービスに関するお問い合わせは本カード裏面記載の杏林堂お問い合わせ先また

は、最寄りの店舗にお申し出ください。 

 

 

ｎｉｃｏｐｉ利用規約 

第 1条（目的） 

１．本規約は、株式会社ジャックス（以下「ジャックス」という）が発行する第 2条で定義する 

  ｎｉｃｏｐｉのご利用について規定するもので、利用者のｎｉｃｏｐｉに関する取引につい 

  て適用されるものとします。 

２．本規約に定めのない事項については、ｎｉｃｏｐｉ＜プリペイド&ポイントカード＞会員 

約款、杏林堂＜ポイントカード＞利用規約及びこれに付帯する諸規約・諸規定（以下こ 

れらを総称して「会員規約等」という）が適用されるものとします。 

３． 利用者は、本特約及び会員規約等に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとし 

ます。 

第 2条（定義） 

 本規約において使用する以下の各号の語句は、本規約中に別段の定めがある場合を除き次の通 

りとします。 

（１）ｎｉｃｏｐｉ＜プリペイド&ポイントカード＞： 

   利用者が会員規約等に従って、本規約で規定するｎｉｃｏｐｉマネー及び、杏林堂＜ポ

イントカード＞利用規約で規定するポイントを蓄積し、利用するために必要な機能を備

えた、株式会社杏林堂薬局（以下、「杏林堂」という）及びジャックスが提携して発行

するカード（以下、「本カード」という）をいいます。 

（２）ｎｉｃｏｐｉ： 

ジャックス発行の加減算型電子マネーで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り

返しチャージ（入金）することができ、またチャージ（入金）された金額をもってジ

ャックス指定の店舗において、商品を購入することができる機能を備えたものをいい

ます。 

    （３）お客様： 



    本規約の規定の全部の内容を理解、同意及び承諾した上でジャックス（ジャックスか 

ら引渡しを受けた第三者を含みます）から本カードの引渡しを受け、現実に本カードを 

所持される方であって、本規約に規定されたご利用をされる方をいいます。 

（４）販売業者等： 

    商品もしくは権利の販売または役務の提供（以下「商品等の給付」という）を業とする 

ものであって、ジャックスと本カードの取扱に関する契約を現に締結している者をいい 

ます。 

（５）カード取扱店： 

    販売業者等またはその指定する者の開設した店舗もしくは施設であって、当該店舗また 

は施設において当該販売業者等またはその指定する者が行う商品販売等（通信販売によ 

るものを含みます）の代金につきｎｉｃｏｐｉを利用して決済することを受け入れるも 

のとして、当該販売業者が杏林堂の承諾を得て指定したものをいいます。    

   （６）ｎｉｃｏｐｉマネー： 

お客様が商品等の給付を販売業者等に請求する上で必要となる流通貨幣に相当する価 

値をいいます。（なお、ｎｉｃｏｐｉの最終ご利用日現在における当該ｎｉｃｏｐｉの 

残余数量を、以下「残高」という） 

（７）商品購入による利用： 

      商品等の給付を受けるために必要なｎｉｃｏｐｉ残高を有する本カードをカード取扱 

店に提示することにより商品等の給付を請求し、かつ当該商品等の給付を受ける行為の 

総称をいいます。  

（８）チャージ（入金）： 

  商品等の給付を請求するために必要な残高を有しているか否かを問わず、本カードにつ 

いて、本規約に規定する金額の範囲内の金員をジャックスに対して支払うことをいいま 

す。  

（９）残高照会： 

      本カードをカード取扱店に提示することにより、または、その他のジャックスが指定す 

る方法により当該本カードのｎｉｃｏｐｉの残高を確認する行為をいいます。  

（１０）ご利用： 

      ｎｉｃｏｐｉのチャージ（入金）、ｎｉｃｏｐｉの商品購入による利用、及び残高照会 

の行為を総称した行為をいいます。   

第 3条（ｎｉｃｏｐｉの交付） 

１．ジャックスは、カード取扱店において本カードを発行するものとし、お客様は本規約に規 

  定する金額以上の金員をカード取扱店に対してお支払いいただくことにより、ｎｉｃｏｐｉ   

の交付を受けることができるものとします。 

２．カード取扱店が、本カードをお客様に交付したときにジャックスとお客様の間で本規約の各 

条項を内容とする契約が成立するものとします。  



第 4条（ｎｉｃｏｐｉのご利用） 

    お客様はカード取扱店においてのみ、ｎｉｃｏｐｉのご利用をすることができるものとします。 

第 5条（チャージ（入金）の方法） 

  １．本カードへのチャージ（入金）は、カード取扱店にて承るものとします。 

   ２．お客様は現金により、本カードへチャージ（入金）することができるものとします。 

   ３．お客様が１回にチャージ（入金）できる単位は１,０００円で、１回のチャージ（入金） 

上限金額は４９,０００円とします。 

    ４．本カードへ蓄積できる上限額は、本カード１枚につき１００,０００円とします。  

  第 6条（商品購入による利用の方法） 

１． 本カードは、商品購入による利用時点におけるｎｉｃｏｐｉの残高の範囲で利用できるも

のとします。 

２． 前項にかかわらず、商品券その他の金券類、法令に反しまたは反するおそれがあるもの、

その他杏林堂または販売業者等が不適当と判断するものの購入代金についてはｎｉｃｏ

ｐｉでの商品購入による利用ができないものとします。 

３． 本カードで商品を購入される場合には、代金の支払いをすべきときに本カードをお渡しい 

ただくものとします。ｎｉｃｏｐｉのチャージ（入金）残高から商品購入合計額を差し引

くことにより、金銭にてお支払いされた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購

入合計額及びお支払い後のｎｉｃｏｐｉ残高はレシートに表示されますのでお客様はそ

れらに誤りがないかを確認するものとします。 

４． 前項でのレシート確認時に、お客様から特段の申し出がないかぎり、お客様が当該記載 

された事項に過誤がないことを確認したものとみなします。 

５． 本カードを複数お持ちであっても、各ｎｉｃｏｐｉ残高を１枚のカードに統合することは

できません。 

６． ｎｉｃｏｐｉの残高が商品購入合計額に満たない場合は、改めて本カードにチャージ（入

金）いただくか、または不足分を現金もしくは販売業者等が指定する方法により、お支払

いいただくものとします。 

  第 7条（販売業者等との関係） 

商品の欠陥や販売業者等に係わる契約の紛争など、ｎｉｃｏｐｉのご利用に係わる商品販 

売等に関し問題が生じた場合には、お客様と販売業者等の間で直接解決していただくものとし 

ます。 

  第 8条（残高照会の方法）  

１．お客様は、第６条に規定するレシートによる残高照会のほか、カード取扱店においてカー 

ドを提示いただくことにより、ｎｉｃｏｐｉの残高照会をすることができるものとします。 

２．ジャックスの指定するウェブサイトにて残高を確認される場合は、本カード裏面に記載さ 

れた１６桁のカード番号と４桁のＰＩＮ番号が必要です。 

３．ジャックスの指定するウェブサイトにおいては、残高のほかチャージ（入金）及び商品購 



入による利用の履歴も確認が可能です。ただし、システムの都合上、ウェブサイト上で表 

示することができる履歴内容、履歴件数はジャックスが決めるものとします。 

第 9条（本カードの管理） 

１．カード本体やｎｉｃｏｐｉの機能を破損することがありますので、本カードを汚損したり、 

折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。 

２．お客様は、本カードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。 

第 10条（換金） 

１．カード自体またはｎｉｃｏｐｉ残高の換金、返金及び払戻しは理由の如何を問わずいたし 

  ません。 

２．前項にかかわらず、社会情勢の変化、関係法令等の制定改廃、その他ジャックスの都合に 

よりｎｉｃｏｐｉの取扱を全面的に廃止することをジャックスが決定した場合、例外的に 

お客様はジャックスに対してｎｉｃｏｐｉの残高の払戻しを求めることができるものと 

します。この場合、ジャックス所定の方法に従って、ｎｉｃｏｐｉの残高照会の結果に基 

づき払戻しを行うものとします。 

３．前項の払戻しを行った場合は、ジャックスが定める方法でお客様より本カードを回収させ 

ていただくものとします。 

第 11条（紛失・毀損） 

１．本カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合には、その原因がお客様の許可 

なく第三者に使用されたときであっても、ｎｉｃｏｐｉの残高の返金はいたしません。 

２．杏林堂及びジャックスは本カードが毀損され、または、必要な機能が損なわれた場合、そ

の原因がお客様の故意または過失に基づかないことが明らかであり、かつ当該本カード磁

気情報または裏面に記載されている特定の番号が判読可能である場合に限り、杏林堂及び

ジャックスの判断により、杏林堂及びジャックス所定の方法に基づいて、必要な残高を利

用する機能を備えた新たな本カードを発行するものとします。 

３．前項に基づき本カードを発行する場合、杏林堂及びジャックスは新しい本カードと引き換

えに旧本カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しい本カードの発

行にあたっては、本カードの図柄及び属性は杏林堂及びジャックスが指定させていただく

ものとし、お客様は異議を述べないものとします。 

第 12条（不正な取得・利用等） 

次のいずれかに該当するときには、当社は、お客様に本カードの利用をお断りし、本カード自

体を無効化した上で、お客様の当該カードを杏林堂及びジャックスにお引き渡しいただくもの

とします。 

（１）お客様が不正な方法により本カードを取得されたことを知りながらもしくは知ることが

できる状況でご利用しまたはご利用しようとした場合。 

（２）本カードが偽造または変造されたものである場合。 

（３）第１５条第１項の表明確約が誤りである場合、または第１５条第２項の誓約に違反した



場合。 

（４）その他、本カードのご利用が不正であるとジャックスが認める場合。 

第 13条（利用期限に関する制限） 

 １．本カードを最後にチャージ（入金）または商品購入による利用をしていただいた日から５ 

年間経過した場合、当該本カードは無効となり、当該本カードの残高の有無または多寡に 

かかわらず、返金等はしないものとします。 

２．お客様は、前項の利用期限が到来した本カードのご利用および払戻し等に関する一切の請 

求をすることができないものとします。 

第 14条（システム保守、障害等） 

１．ジャックスは、システムメンテナンスのために、定期的または臨時に、本カードのご利用

もしくは残高照会の全部または一部について、取扱を制限する場合があります。この場合、

やむを得えない緊急の必要がある場合を除き、当社は当社及びカード取扱店のウェブサイ

トに掲出する方法で、取扱の制限に関して公表するものとします。 

２．お客様は、停電、電気通信回線の途絶、システム障害その他のやむを得ない事情により、 

予告なく、本カードのご利用もしくは残高照会の全部または一部について取扱ができない

場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 

３．前２項により本カードの取扱が制限されることからお客様に損害が生じた場合であっても、 

ジャックスは一切の責任を負わないものとします。ただし、ジャックスに故意または重過 

失がある場合を除きます。 

第 15条（反社会的勢力の排除）  

１．お客様は、本カードの発行時点及び利用の時点で、以下の各号（以下、これらを総称して「反 

社会的勢力」といいます。）のいずれにも該当しないことを表明し確約します。 

（１）暴力団 

（２）暴力団員及び暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者。  

（３）暴力団準構成員 

（４）暴力団関係企業及びその役員、従業員  

（５）総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等 

（６）テロリスト等（疑いがある場合を含む） 

（７）その他前各号に準ずる反社会的な集団または個人  

２．お客様は、将来にわたり反社会的勢力に該当しないこと、反社会的勢力を不当に利用しない

こと、反社会的勢力に資金提供その他の利益を供与しないこと、自らまたは第三者を利用し

て以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを誓約します。 

（１）暴力的な要求行為  

（２）法的な責任を超えた不当要求行為 

（３）取引に関して、脅迫的な言動をなし、または暴力をふるう行為  

（４）虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてジャックスまたはカード取扱



店の信用を毀損しまたはその業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

３．ジャックスは、本条第１項の表明が誤りであるおそれがあると認めるときには、お客様に対 

して当該事項に関する報告または説明を求めることができるものとします。お客様は当該請 

求を受けたときには、ジャックスに対し合理的な期間内に、書面その他ジャックスが求める 

方法により報告または説明を行うものとします。 

４．ジャックスはお客様が本条１項各号に該当している疑いがあると認めた場合、本カードの利 

用を一時的に停止することができるものとします。 

５．本条第１項の表明が誤りでありまたは本条第２項の誓約に違反した場合には、ジャックスは、

何らの通知催告なくして本契約を解除できるものとします。この場合、お客様はジャックス

に生じた損害を賠償するものとします。 

第 16条（損害賠償） 

ジャックスはジャックスに故意または重過失がある場合を除き、ジャックスが不法行為に基づ 

きお客様に対して損害賠償義務を負担する場合であっても、ジャックスは、お客様に生じた逸 

失利益及び特別損害を賠償する義務は負わないものとします。  

第 17条（合意管轄裁判所） 

本規約に基づくご利用及び取引に関してお客様とジャックスとの間に紛争が生じた場合、お客 

様の住所地およびジャックスの本社、本部または支店を管轄する地方裁判所または簡易裁判所 

を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 

第 18条（本規約の変更） 

１．ジャックスは、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変 

  更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、ジャックス及びカード取扱店のホームページ

において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法でお客様に周知したうえで、 

本規約を変更することができるものとします。 

(1)変更の内容がお客様の一般の利益に適合するとき。 

(2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性 

その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。  

２．ジャックスは、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をジャックス及びカード取扱店

のホームページにおいて公表する方法若しくはジャックス又はカード取扱店からお客様に

通知する方法（必要があるときにはその他相当な方法を含む）によりお客様に周知したうえ

で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後にお客様が本規

約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当

該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。 

 

ｎｉｃｏｐｉ取扱店 

 株式会社杏林堂薬局 



 所在地 静岡県浜松市中区板屋町 111-2浜松アクトタワー13階 

 電話番号 053-453-5111 

 http://www.kyorindo.co.jp/ 

ｎｉｃｏｐｉご利用上限金額 

 １００,０００円 

ｎｉｃｏｐｉ有効期限 

最後チャージ（入金）または商品購入による利用をしていただいた日から５年間経過した場合、 

残高が失効し、本カードは無効となります。 

ｎｉｃｏｐｉ利用店舗 

 ｎｉｃｏｐｉ取扱店の表示のある店舗 

ｎｉｃｏｐｉ残高確認方法 

１．販売店等店頭でチャージ（入金）、商品購入による利用時にお渡しするレシートで確認 

２．販売業者のホームページから確認 

３．ｎｉｃｏｐｉ＜プリペイド＆ポイントカード＞裏面のＱＲコードから確認 

 

 

個人情報の利用・収集・提供の同意に関する規定 

第 1条（カード取引にかかる個人情報の取扱い） 

１．株式会社杏林堂薬局（以下「杏林堂」という）は、ｎｉｃｏｐｉ＜プリペイド&ポイン 

トカード＞（以下「本カード」という）の発行及び発行後の取引等に際して適正に 

取得した本カード会員（以下「会員」という）の個人情報を、カード取引を通じた 

会員へのより良いサービス提供のために、本規定に定めるところに従い利用・収集・ 

提供及び登録を行うものとします。 

２．杏林堂は会員の意に反する個人情報の取扱防止と会員のプライバシー保護に十分に 

配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理する

ものとします。 

３．会員は、自己の個人情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとし 

ます。 

第 2条（カードサービス提供等にかかる利用・収集） 

１．杏林堂は、本契約を含むカードサービス提供業務及びポイントサービスの円滑な実 

施のため、以下の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）について保護 

措置を講じた上で利用・収集します。 

   ①属性情報：会員が所定の申込書に記載する等により申告した会員の氏名、生年月 

日、性別、住所、電話番号、その他連絡先、アンケート欄への回答内容等（本契 

約締結後に会員から通知を受ける等により、杏林堂が知り得た変更情報を含む。 

以下同じ） 



   ②契約情報：申込日、入会日、入会店舗、会員番号、保有カードの状況、ポイント 

の残高・還元実績等の契約内容に関する情報 

   ③取引情報：本カードの利用件数、利用金額、利用残高、購入商品・利用サービス 

の種類区分、利用加盟店の業種区分等の本カード利用の概況に関する情報 

 ２．前項の利用・収集目的に該当する業務を杏林堂が指定する企業に委託する場合、杏 

林堂は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で会 

員の個人情報を預託します。 

第 3条（各種サービス実施にかかる利用） 

 杏林堂は、下記の目的のために属性情報、契約情報及び取引情報を利用します。 

 ①杏林堂の関連事業を含むサービス事業において取り扱う商品・サービス等について、 

宣伝印刷物の送付・ｅメールの送信等の方法によりご案内すること。 

 ②杏林堂の関連事業を含むサービス事業における市場調査、商品開発及び営業活動のた

め。 

 ③杏林堂が指定する企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付・ｅメールの送信等に

よる商品等のご案内、市場調査及び営業活動のため。 

第 4条（個人情報の開示・訂正・削除） 

 １．会員は、杏林堂に対して、個人情報の保護に関する法律に定め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るものとします。 

 ２．前項の場合、会員が本人であることを証明するため、所定の書類を提示する等、所 

定の手続きに従うものとします。 

 ３．開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、杏林

堂は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。 

 ４．会員が他の会員もしくは杏林堂に不利益を及ぼす行為をしたことが判明した場合、

杏林堂は会員の個人情報をその当事者、警察、関連諸機関に通知することがありま 

す。また、裁判所、検察官、警察から、会員の個人情報についての開示を求められ

た場合についても、情報を開示することがあります。 

第 5条（本規定に不同意の場合） 

 １．会員が、第３条に同意しない場合、杏林堂は第３条記載のすべての利用を行わない

ものとします。 

 ２．前項に該当する場合、第３条に記載した利用目的に関連して会員に提供されるサー

ビスの全部または一部を受けられないことに、会員はあらかじめ了承します。 

第 6条（個人情報に関するお問い合わせ先） 

 宣伝印刷物の送付等の中止、個人情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員 

の個人情報に関するお問い合わせ・ご意見は下記の杏林堂までお願いします。 

〔住所等〕 

〒430-7713静岡県浜松市中区板屋町 111-2浜松アクトタワー13階  TEL：053-453-5111 



第 7条（本カード契約終了等の場合） 

本カード契約終了等により会員でなくなった場合、第２条に基づき一定期間利用されま

すが、それ以外の利用はありません（ただし、第 4 条 4 項の通知及び開示は除きます）。 

第 8条（本規定の変更） 

１．本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。 

２．本規定のうち、取り扱う個人情報の内容、個人情報の収集・利用の目的について変 

  更が生じた場合は、杏林堂のホームページ等に記載し、お知らせいたします。 

 

※本会員約款、本利用規約、本規定については、株式会社杏林堂薬局ホームペ

ージ(https://www.kyorindo.co.jp)でご確認いただけます。 

                               2020年 4月 1日現在 

https://www.kyorindo.co.jp/

