日本語

デビットサービス個人情報取扱同意書（抜粋）
以下の条項を一部追加・変更いたします［下線部を追加・変更］
旧

新

第 1 条（個人情報の収集・保有・利用）

第 1 条（個人情報の収集・保有・利用）

【(1)～(5)省略】 （現行とおり）

【(1)～(5)省略】

（6） （新設）

（現行とおり）

（6）インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引きで、お客さまが加盟店における購入画面等に入力した氏名、E メー
ルアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報
（以下「オンライン取引情報」といいます。）

（7） （新設）

（7）インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面
取引きで、お客さまが当該オンライン取引きの際に使用したパソコン、ス
マートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報（OS の種類・言
語、IP アドレス、位置情報、端末識別番号等）
（以下「デバイス情報」と
いいます。
）

第 4 条（不正検知サービスを運営する事業者への第三者提供）

第 4 条（不正検知サービスを運営する事業者への第三者提供）

（新設）

お客さまは、当社がお客さまに関する情報を不正検知サービスを運営する
事業者である ThreatMetrix 社等（以下「不正検知サービス事業者」といい
ます。）に提供することに同意します。
（1）利用目的
第三者によるカード番号の不正利用の防止を図るため、インターネット等
によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引きで、オンライン
取引情報とデバイス情報に含まれる第 1 条（6）
（7）の個人情報を使用し
て本人認証を行うため
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なお、不正検知サービス事業者は、お客さまによるオンライン取引等の完
了後も提供された個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き
換えたうえで一定期間保管し、不正検知サービス事業者内において、不正
検知サービス事業者が提携する当社以外の組織向けの不正検知サービス
における分析に使用します。
不正検知サービスおよび不正検知サービス事業者の詳細については、JCB
の ホ ー ム ペ ー ジ 内 の J/Secure(TM) サ ー ビ ス に 関 す る 案 内
（ https://www.jcb.co.jp/service/safe-secure/activity/jsecure/ ） に
て確認できます。
（2）提供する情報
第 1 条に定める（6）（7）の情報
（以下、条番号繰下げ）

以 上
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Consent on Handling of Personal Information for Debit Card Service（Extract）

English

The terms and conditions are partially revised as follows (additions and changes are underlined).
Former provisions

New provisions

Article 1 (Collection, Retention and Use of Personal Information)

Article 1 (Collection, Retention and Use of Personal Information)

(1) to (5) (omitted) (same as the existing provisions)

(1) to (5) (omitted) (same as the existing provisions)

（6） (New provisions)

(6) transaction information including your name, email address,
telephone number, address for the delivery of the purchased goods,
and address for the delivery of the invoice, which you entered on
the purchase screen, etc. at the member store in a non-face-toface transaction conducted using communication means such as an
online transaction via the internet (hereinafter referred to as
"online transaction information"); and

（7） (New provisions)

(7) information concerning a PC, smartphone, tablet or any other
device you used upon a non-face-to-face transaction conducted using
communication means such as an online transaction via the internet
(e.g., the type of OS, language, IP address, location information,
and IMEI ) (hereinafter referred to as "device information").

Article 4 (Provision of Personal Information to Fraud Detection Article 4 (Provision of Personal Information to Fraud Detection
Service Providers)

Service Providers)

(New provisions)

You hereby consent to the Company's provision of your personal
information to ThreatMetrix or any other service provider operating
fraud detection services (hereinafter referred to as a "fraud
detection service provider").
(1) Purposes of use
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To perform identity authentication using personal information
referred to in Items (6) and (7) of Article 1, which is included
in online transaction information and device information, in a nonface-to-face transaction conducted using communication means such
as an online transaction via the internet, for the purpose of
preventing the misuse of your Card by a third party.
A fraud detection service provider stores your personal information
provided thereto for a certain period of time even after the
completion

of

the

online

transaction

you

conducted,

after

converting that information into a format from which your identity
cannot be directly recognized, and uses the converted information
internally in conducting analysis as part of the fraud detection
services provided for its partner organizations other than the
Company.
The details about the fraud detection services and fraud detection
service

provider

concerning

are

J/Secure™

available

at

Service

on

the
the

page

on

information

website

of

(https://www.jcb.co.jp/service/safe-secure/activity/jsecure/).
(2) Information to be provided
Information set forth in Items (6) and (7) of Article 1
(The subsequent Articles are moved forward by one Article each.)
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