
会 員 証
ご 利 用 案 内

「東京メトロイベントTouch」会員証事務局
お問い合わせ

（株式会社エイエイピー内）

※土日・祝日及び夏季・冬季休暇を除く
TEL 03-6682-6858（10：00～17：30）

MAIL et-pasmo@event-metro.jp
WEB https://www.event-metro.jp/et-pasmo/

ご 注 意

「東京メトロイベントTouch」会員特典のご案内

有効期限の切れた
「東京メトロイベントTouch」会員証について
●「東京メトロイベントTouch」会員証の有効期限は2023年3月31日
までです。
●有効期限の切れた「東京メトロイベントTouch」会員証はPASMOと
してご利用いただけません。
●「東京メトロイベントTouch」会員証の有効期限が切れた場合、定期
券の有効期限が残っていても、定期券として利用できなくなります。
定期券購入の際には有効期限を超えた期間を購入しないようご注意
ください。
●有効期限の到来に伴い、当社に返却していただきます。

好評をいただいている車両基地イ
ベント等に優先的にご参加いただけ
ます。

小児運賃でPASMOを利用される時
●お届けした「東京メトロイベントTouch」会員証は、小児用PASMOと
することはできません。小児運賃でご利用の際は、券売機で切符を
お求めの上、ご利用ください。

東京メトロ 車両基地イベント

大人気の東京メトロ主催のウォーキ
ング企画等に優先的にご参加いた
だけます。

東京メトロウォーキング企画

東京メトロ主催の事前応募制イベントに
優先的にご参加いただけます！

優先参加できるイベントはここでチェック！
https://www.event-metro.jp/et-pasmo/



「東京メトロイベントTouch」会員証に記載されている
氏名などの内容をご確認ください。

※「東京メトロイ   ベントTouch」会員証とは別に、公的証明書などをご用意ください。
※定期券の払い   もどしには所定の手数料がかかります。手数料は事業者により異なります。

「東京メトロイベントTouch」
会員証裏面の定期券部分の
印字が判読できなくなったと
きは、定期券を購入した鉄道
事業者にお申し出ください。

バス定期券は、一部のバス事業者のみで発売いた
します。発売事業者、発売する定期券の種類につ
いては、ご利用になるバス事業者にお問い合わせ
ください。

機器やカードの障害によりカードが使えない時は、係員（乗務員）が確認させ
ていただくことがありますので、「IC定期券内容控」を携帯して、バスをご利用
いただくようお願いいたします。

現在お持ちのPASMO・Suicaに付加されている定期券情報と
入金（チャージ）残額を「東京メトロイベントTouch」会員証に移
し替えることはできません。

磁気定期券をお持ちの場合、
定期券情報の移し替えができます。

定期券を新規に購入する場合、
定期券情報をのせることができます。

再印字について
定期券を購入  した鉄道事業者にお申し出ください。
定期券情報   の払いもどし

おもて面 うら面

PASMO機能の払いもどしについて

ご注意！

ご利用いただく前に
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バス定期券は券面へ印字されません。お客様の確認用として、「IC定期券内
容控」を同時に発行いたします。

定期券を新規に購入する場合と磁気定期券をお持ちの場合のみ定期
券情報の付加、移し替えができます。

PASMO
（Suica）
定期券

磁気定期券

新規購入

定期券情報を移し替え

定期券を新規購入

鉄道定期券

バス定期券

駅などでPASMO機能の払戻しを行うとその会員証のPASMO機
能を復元することはできません。返納の直前まで、PASMOの払戻
しを行わないでください。

この部分に定期券情報が
印字されます

有効期限の切れた「東京メトロイベントTouch」会員
証はPASMOとしてご利用いただけません。定期券を
付与する際には、有効期限をよくお確かめください。

氏名が変更になった場合は、東京メトロイベントTouch会員証事務局
へご連絡ください。

2023年
3月31日

有効期限

PASMOとしてご利用いただけます。

?

東京メトロ、京浜急行電鉄、東京急行電鉄、東武鉄道、相模鉄道、京王  電鉄で発売する定期券情報をのせることができます （2018年3月現在）

PASMOは、（株）パスモの登録商標です。●Suicaは、東日本旅客鉄道（株）の登録商標です。●PASMOマーク　   及び　　　     は（株）   パスモが本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。
1 2



公的証明書などでご本人確認をさせていただいた
後、所定の申請書に必要事項※をご記入いただきま
す。その後、再発行整理票を発行いたします。

※再発行に際しての画像変更は承っておりません。※有効期限前に再発行が間に合わない場合や、有効期限後の再発行は  お断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

●新しい「東京メトロイベントTouch」会員証
●再発行整理票
●使えなくなった「東京メトロイベントTouch」会員証
●ご案内
  （新しい「東京メトロイベントTouch」会員証と同時に受け取ったもの）

※バス定期券が付加されている場合、「IC定期券内容控」の再発行を
　バス定期券発行事業者にお申し出ください。

以下4点をお持ちの上、駅などへお越しください。
定期券情報がある場合は定期券を購入した鉄道事業者にお申し出ください。

障害再発行に必要なもの

●新しい「東京メトロイベントTouch」会員証
●再発行整理票
●再発行手数料（所定の手数料）
  ※会員証としての再発行手数料（3,300円）とは別にPASMOに
  　関する機能についての再発行手数料がかかります。
●公的証明書など（健康保険証・免許証など）
  ※「東京メトロイベントTouch」会員証とは別にご用意ください。
●代用定期券（定期券が付加されていなかった場合は不要）
●ご案内 （新しい「東京メトロイベントTouch」会員証と同時に受け取ったもの）

以下6点をお持ちの上、駅などへお越しください。
定期券情報がある場合は定期券を購入した鉄道事業者にお申し出ください。

紛失再発行に必要なもの

なくしたときのお手続き 使えなくなったときのお手続き

お申し込み

PASMOをご利用できる駅や バス営業所にお申し出ください。

「東京メトロイベントTouch」会員証事務局に「東 京メトロイベントTouch」会員証の再発行を申請

新しい「東京メトロイベントTouch」  会員証及びご案内を受け取る ※事務局より郵送いたします。

※氏名、性別、生年月日、
　電話番号をご記入いただきます。

再発行
申請書

公的証明書など

再発行整理票のお渡し
●再発行整理票は再発行時に必要になりますので大切に保管してください。
●PASMO機能をご利用されていない場合でも上記のお申し出が必要です。

※氏名、性別、生年月日、
　電話番号をご記入いただきます。

再発行
申請書

再発行
整理表

再発行整理票のお渡し

●再発行整理票は再発行時に必要になりますので大切に保管してください

再発行
整理表

使えなくなった「東京メトロイベントTouch」会員証を
お持ちください。所定の申請書に必要事項※をご記
入いただいた後、再発行整理票を発行いたします。

お申し込み

定期券が付加されている場合※

再発行手数料3,300円お支払い

再発行整理票発行の翌日以降、定期券発行事業者へお申し出ください。
※鉄道定期券とバス定期券の両方が付加されている場合、
　鉄道定期券発行事業者とバス定期券発行事業者の両方へお申し出ください。

代用定期券を発行いたしますので、
再発行整理票と公的証明書などをご持参ください。

再発行
整理表

再発行
整理表

再発行までの期間は、使えな
くなったカードと再発行整理
票を係員に提示してご乗車く
ださい。

再発行までの期間は、使えなく
なったカードと再発行整理票、
IC定期券内容控を乗務員に呈
示してご乗車ください。

鉄道定期券
の場合

バス定期券
の場合

定期券が付加されている場合

再 発行

新しい「東京メトロ
イベントTouch」

会員証

再発行
手数料再発行

整理表

再発行
整理表

代用
定期券

公的証明書
など

新しい「東京メトロ
イベントTouch」

会員証
再発行
整理表

使えなくなった
「東京メトロ
イベントTouch」

会員証

￥

発行 代用
定期券

こ ん な と き は ・ ・ ・
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IC定期券
内容控

ご案内 ご案内
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東京メトロイベントTouch会員証規約

7

東京地下鉄株式会社(以下「当社」といいます)が配信するメールマガジン「東京メトロイベントメールマガジン」
（以下「当メールマガジン」といいます）にご登録いただいている中学生以上のお客さまのうち、ご希望のお客さま
（以下「お客さま」といいます）のお申込みに基づき提供する「東京メトロイベントTouch会員証(以下「本会員証」
といいます)について、本会員証の発行をお申込みいただく前に、必ず以下の条項をお読みいただき、内容をご確
認ください。本規約に同意いただいたお客さまに限り、お申込みいただくことができます。

第1条　本サービスの概要
当社は、お客さまを対象に、インターネット上の東京メトロイベントTouch会員証申込みサイト（以下「本申込みサ
イト」といいます）から当社が管理するシステムを利用し、編集した会員証券面用画像データ（以下「会員証画像デ
ータ」といいます）、名前、有効期限等の会員組織運営に必要な情報を記載した本会員証を発行します。本会員証
には、株式会社パスモ（以下、「パスモ」といいます）が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカードに
関する機能（以下「PASMOに関する機能」といいます）を付加します。本会員証をお持ちのお客さまには、本会員
証の有効期限の到来まで当社が開催するイベント等において、本会員証及び当社のシステムを利用したサービス
（以下「本サービス」といいます）を提供いたします。

第2条　適用範囲
1.本規約は、お客さまが本申込みサイトで本規約に同意いただいた時から、お客さまと当社の間で適用されます。
2.本会員証の取扱いについては、本規約のほか、別途定めるPASMO付身分証等利用特約が適用されます。

第3条　所有権
1.本会員証の所有権は、当社及びパスモの共有に属しお客さまへ貸与するものとします。お客さまは、善良なる管
理者の注意をもって本会員証を利用し、管理するものとします。
2.お客さまは、第11条第1項に定めるほか、東京メトロイベントTouchの退会等により本会員証の利用資格を喪
失した場合、及び当社又はパスモから本会員証の返却の請求があった場合は、速やかに当社に本会員証を返
却するものとします。

第4条　発行等
1.本会員証を発行するにあたり、会員証発行手数料として3,300円（税込）をいただきます。
2.本会員証のPASMOに関する機能には、PASMO取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換
え、PASMO加盟店における電子マネー取引に充当する、PASMOに記録された金銭的価値をチャージせずに
発行するものとします。

第5条　利用可能な会員証画像データ
お客さまは本サービスをご利用するにあたって、以下に該当しない会員証画像データ（以下「利用可能な会員証
画像データといいます）のみ利用することができます。
（1）有害なコンピュータープログラムを含むもの
（2）会員証画像データに本人または家族以外の人物が含まれるもの
（3）当社または第三者の著作権・商標権・肖像権・その他の権利を侵害するおそれのあるもの
（4）当社または第三者を誹謗・中傷し、またはその名誉・信用を傷つけるおそれのあるもの
（5）第三者のプライバシーを侵害し、または侵害するおそれがあるもの
（6）猥褻・暴力的な内容を含むもの
（7）公序良俗に反する内容を含むもの
（8）政治・宗教的な内容を含むもの
（9）前各号のほか、当社が不適当と判断するもの

第6条　禁止事項
1．お客さまは本サービスをご利用するにあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
（1）当社に虚偽の申告をする行為
（2）本サービスにおいて使用するコンピューターシステムのプログラムを改ざんする行為
（3）有害なコンピュータープログラムなどを当社に送信し、または当社が管理するシステムに書込みをする行為
（4）当社、または第三者の著作権・商標権・肖像権・その他の権利を侵害する行為
（5）当社、または第三者を誹謗・中傷し、またその名誉・信用を傷つける行為
（6）第三者のプライバシーを侵害し、または侵害するおそれがある行為
（7）当社、または第三者の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為
（8）猥褻・暴力的な画像・音声等の情報を当社または当社が管理するシステムに送信する行為
（9）公序良俗に反する行為、または法令に違反する行為
（10）第三者に対して貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の行為
（11）営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為
（10）前各号のほか、当社が不適当と判断する行為 
2.お客さまが前項の義務に違反したことによりお客さまに損害または紛争が生じた場合、当社は責任を負いませ
ん。また、かかる事由により当社が損害を被った場合、お客さまは当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第7条　本サービス申し込み方法
1.お客さまは、当メールマガジンに登録し、本申込みサイトにおいて必要事項をフォームに入力します。
2.当社は、お客さまが登録した電子メールアドレスに会員証画像データ登録用のフォームＵＲＬを送付します。
3.お客さまは、当社が管理するシステムを利用して当社に会員証画像データ及び当社が定める申込者本人と確
認できる証明書画像データ（以下「証明書画像データ」といいます）を当社指定の期日内に送信します。
4.会員証画像データのファイル形式はｊｐｇのみとし、1MB以上かつ長辺が2055pix以上の画像ファイルとしま
す。また、証明書画像データのファイル形式はｊｐｇまたはpdfのみとします。
5.当社は、前項の会員証画像データが利用可能な会員証画像データであるか否か等の所定の審査を行います。

6.当社は、前項の審査結果を電子メールにてお客さまに通知します。
7.当社は、お客さまが送信した会員証画像データについて利用可能であると判断した場合、当社から所定の払込
用紙をお客さまが登録した住所に送付します。お客さまは、第4条第1項に規定する本会員証の発行における発
行手数料を当社指定の期日内に当社指定の支払い方法により入金します。
8.当社は、お客さまが送信した会員証画像データについて、利用可能でないと判断した場合には、電子メールにて
お客さまに通知します。この際、お客さまは利用可能な会員証画像データを当社指定の期日内に再度送信する
ことができます。
9.お客さまが当社指定の支払い方法にて入金を行ったのちは、お客さまの都合によるお申込みの取消しはできな
いものとします。
10.当社は、お客さまからの入金確認後、製作等の本会員証発行手続きを行い、2018年3月以降、お客さまに発
送します。
11.第3項、第7項、第8項、第9項で、当社が指定する期日内に所定の手続きが完了しない場合、お客さまの本サー
ビスへの申し込みは無効となります。

第8条　会員証画像データ及び証明書画像データの保管について
1.当社はお客さまから送信された会員証画像データを、送信日から2023年3月31日まで再発行業務等のために
保管します。ただし、審査により利用可能な会員証画像データではないと判断した場合、及び退会されたお客さ
まの会員証画像データは毎年３月末に破棄します。
2.当社は前項の保管期間を超過した会員証画像データを破棄します。
3.当社はお客さまから送信された証明書画像データを送信日から前条第10項により入金を確認した時点及び
前条11項により申し込みが無効となった時点で破棄します。
4.お客さまから送信された会員証画像データ及び証明書画像データは、いかなる理由でも返却することはできま
せん。
5.前各項の取扱いによってお客さまに損害等が発生しても当社は責任を負いません。

第9条　申込の承諾の取消し
当社は、お客さまのお申込みを承諾した後も、第5条または第6条の規定に違反し、または違反するおそれがある
ことが判明した場合にはお申込みの承諾を取消すことができるものとします。

第10条　再発行等
1.お客さまは、紛失等または何らかの障害でPASMOに関する機能が使用できなくなった場合や名前の変更によ
る交換をする場合は、当メールマガジンのマイページに記載の手続き方法により、本会員証の再発行手続きを
行います。また、本会員証のPASMOに関する機能については、PASMO付身分証等利用特約の取扱いにより
再発行手続きを行います。
2.本会員証を紛失等により再発行する場合は、PASMOに関する機能の再発行手数料のほかに当社の定めると
ころにより、本会員証機能としての再発行手数料を収受できるものとします。この際、本会員証としての再発行
手数料については、当社指定の銀行口座へ再発行手数料を振り込むこととし、その際の振込手数料はお客様の
負担とします。また、PASMOに関する機能についての再発行手数料については、PASMO取扱箇所にて、
PASMO付身分証等利用特約で定める所定の手数料を支払うこととします。
3.本会員証を何らかの障害でPASMOに関する機能が使用できなくなったことにより再発行する場合や名前の
変更により本会員証を交換する場合は、当社の定めるところにより、本会員証機能としての再発行手数料を収
受できるものとします。この際、当社指定の銀行口座へ再発行手数料を振り込むこととし、その際の振込手数料
はお客様の負担とします。
4.本会員証の再発行及び名前の変更による交換をする場合、初回発行時にお申込みいただいた会員証画像デー
タでの受付となります。
5.本会員証は、通常の利用等における券面の擦れや汚損の場合の再発行及び交換は受け付けないものとします。

第11条　本会員証の優待イベントに関して
1.本会員証をお申込みのお客様へは、以下記載の当社主催の抽選応募制イベントに優先的にご参加いただける
ものとします。
（1）メ東京メトロ車両基地イベント
（2）東京メトロウォーキング企画
２．前項のイベントに参加の場合は、本会員証を必ずご提示ください。ご提示の無い場合は、ご参加いただけない
場合がございます。　  

第12条　本会員証の有効期限
1. 本会員証は、第10条の規定により再発行された本会員証も含め、お客さまが受領した日から2023年3月31日
まで有効です。有効期限となる日の翌日以降は使用することができません。また、有効期限の到来に伴い、本会
員証を当社に返却するものとします。
2. PASMOに関する機能については、本会員証有効期限となる日の翌日以降は停止し、使用することができません。

第13条　個人情報の変更等
1.お客さまは、当社へお申込みをした個人情報等について変更があった場合には、当メールマガジンのマイペー
ジにて変更手続きを行います。
2.お客さまは、前項の変更手続きにおいて名前の変更を行う際は、証明書画像データを送信します。
3.前項において送信する証明書画像データのファイル形式はｊｐｇまたはpdfとします。
4.お客さまが前各項に定める手続きを怠ったことによって生じたお客さまの不利益、損害等については、当社は責
任を負わないものとします。

第14条　本会員証の返却・利用停止等
1．東京メトロイベントTouch退会等の事由により、本会員証の利用を取り止める場合には、本会員証を当社に返
却してください。
2．以下の場合には、当社は本会員証の利用をお断りし、または停止させていただくことがあります。また、当社から
本会員証返却の請求があった場合には、直ちに本会員証を当社に返却してください。
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東京地下鉄株式会社(以下「当社」といいます)が配信するメールマガジン「東京メトロイベントメールマガジン」
（以下「当メールマガジン」といいます）にご登録いただいている中学生以上のお客さまのうち、ご希望のお客さま
（以下「お客さま」といいます）のお申込みに基づき提供する「東京メトロイベントTouch会員証(以下「本会員証」
といいます)について、本会員証の発行をお申込みいただく前に、必ず以下の条項をお読みいただき、内容をご確
認ください。本規約に同意いただいたお客さまに限り、お申込みいただくことができます。

第1条　本サービスの概要
当社は、お客さまを対象に、インターネット上の東京メトロイベントTouch会員証申込みサイト（以下「本申込みサ
イト」といいます）から当社が管理するシステムを利用し、編集した会員証券面用画像データ（以下「会員証画像デ
ータ」といいます）、名前、有効期限等の会員組織運営に必要な情報を記載した本会員証を発行します。本会員証
には、株式会社パスモ（以下、「パスモ」といいます）が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカードに
関する機能（以下「PASMOに関する機能」といいます）を付加します。本会員証をお持ちのお客さまには、本会員
証の有効期限の到来まで当社が開催するイベント等において、本会員証及び当社のシステムを利用したサービス
（以下「本サービス」といいます）を提供いたします。

第2条　適用範囲
1.本規約は、お客さまが本申込みサイトで本規約に同意いただいた時から、お客さまと当社の間で適用されます。
2.本会員証の取扱いについては、本規約のほか、別途定めるPASMO付身分証等利用特約が適用されます。

第3条　所有権
1.本会員証の所有権は、当社及びパスモの共有に属しお客さまへ貸与するものとします。お客さまは、善良なる管
理者の注意をもって本会員証を利用し、管理するものとします。
2.お客さまは、第11条第1項に定めるほか、東京メトロイベントTouchの退会等により本会員証の利用資格を喪
失した場合、及び当社又はパスモから本会員証の返却の請求があった場合は、速やかに当社に本会員証を返
却するものとします。

第4条　発行等
1.本会員証を発行するにあたり、会員証発行手数料として3,300円（税込）をいただきます。
2.本会員証のPASMOに関する機能には、PASMO取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換
え、PASMO加盟店における電子マネー取引に充当する、PASMOに記録された金銭的価値をチャージせずに
発行するものとします。

第5条　利用可能な会員証画像データ
お客さまは本サービスをご利用するにあたって、以下に該当しない会員証画像データ（以下「利用可能な会員証
画像データといいます）のみ利用することができます。
（1）有害なコンピュータープログラムを含むもの
（2）会員証画像データに本人または家族以外の人物が含まれるもの
（3）当社または第三者の著作権・商標権・肖像権・その他の権利を侵害するおそれのあるもの
（4）当社または第三者を誹謗・中傷し、またはその名誉・信用を傷つけるおそれのあるもの
（5）第三者のプライバシーを侵害し、または侵害するおそれがあるもの
（6）猥褻・暴力的な内容を含むもの
（7）公序良俗に反する内容を含むもの
（8）政治・宗教的な内容を含むもの
（9）前各号のほか、当社が不適当と判断するもの

第6条　禁止事項
1．お客さまは本サービスをご利用するにあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
（1）当社に虚偽の申告をする行為
（2）本サービスにおいて使用するコンピューターシステムのプログラムを改ざんする行為
（3）有害なコンピュータープログラムなどを当社に送信し、または当社が管理するシステムに書込みをする行為
（4）当社、または第三者の著作権・商標権・肖像権・その他の権利を侵害する行為
（5）当社、または第三者を誹謗・中傷し、またその名誉・信用を傷つける行為
（6）第三者のプライバシーを侵害し、または侵害するおそれがある行為
（7）当社、または第三者の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為
（8）猥褻・暴力的な画像・音声等の情報を当社または当社が管理するシステムに送信する行為
（9）公序良俗に反する行為、または法令に違反する行為
（10）第三者に対して貸与、譲渡、売買、使用許諾、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の行為
（11）営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為
（10）前各号のほか、当社が不適当と判断する行為 
2.お客さまが前項の義務に違反したことによりお客さまに損害または紛争が生じた場合、当社は責任を負いませ
ん。また、かかる事由により当社が損害を被った場合、お客さまは当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第7条　本サービス申し込み方法
1.お客さまは、当メールマガジンに登録し、本申込みサイトにおいて必要事項をフォームに入力します。
2.当社は、お客さまが登録した電子メールアドレスに会員証画像データ登録用のフォームＵＲＬを送付します。
3.お客さまは、当社が管理するシステムを利用して当社に会員証画像データ及び当社が定める申込者本人と確
認できる証明書画像データ（以下「証明書画像データ」といいます）を当社指定の期日内に送信します。
4.会員証画像データのファイル形式はｊｐｇのみとし、1MB以上かつ長辺が2055pix以上の画像ファイルとしま
す。また、証明書画像データのファイル形式はｊｐｇまたはpdfのみとします。
5.当社は、前項の会員証画像データが利用可能な会員証画像データであるか否か等の所定の審査を行います。

6.当社は、前項の審査結果を電子メールにてお客さまに通知します。
7.当社は、お客さまが送信した会員証画像データについて利用可能であると判断した場合、当社から所定の払込
用紙をお客さまが登録した住所に送付します。お客さまは、第4条第1項に規定する本会員証の発行における発
行手数料を当社指定の期日内に当社指定の支払い方法により入金します。
8.当社は、お客さまが送信した会員証画像データについて、利用可能でないと判断した場合には、電子メールにて
お客さまに通知します。この際、お客さまは利用可能な会員証画像データを当社指定の期日内に再度送信する
ことができます。
9.お客さまが当社指定の支払い方法にて入金を行ったのちは、お客さまの都合によるお申込みの取消しはできな
いものとします。
10.当社は、お客さまからの入金確認後、製作等の本会員証発行手続きを行い、2018年3月以降、お客さまに発
送します。
11.第3項、第7項、第8項、第9項で、当社が指定する期日内に所定の手続きが完了しない場合、お客さまの本サー
ビスへの申し込みは無効となります。

第8条　会員証画像データ及び証明書画像データの保管について
1.当社はお客さまから送信された会員証画像データを、送信日から2023年3月31日まで再発行業務等のために
保管します。ただし、審査により利用可能な会員証画像データではないと判断した場合、及び退会されたお客さ
まの会員証画像データは毎年３月末に破棄します。
2.当社は前項の保管期間を超過した会員証画像データを破棄します。
3.当社はお客さまから送信された証明書画像データを送信日から前条第10項により入金を確認した時点及び
前条11項により申し込みが無効となった時点で破棄します。
4.お客さまから送信された会員証画像データ及び証明書画像データは、いかなる理由でも返却することはできま
せん。
5.前各項の取扱いによってお客さまに損害等が発生しても当社は責任を負いません。

第9条　申込の承諾の取消し
当社は、お客さまのお申込みを承諾した後も、第5条または第6条の規定に違反し、または違反するおそれがある
ことが判明した場合にはお申込みの承諾を取消すことができるものとします。

第10条　再発行等
1.お客さまは、紛失等または何らかの障害でPASMOに関する機能が使用できなくなった場合や名前の変更によ
る交換をする場合は、当メールマガジンのマイページに記載の手続き方法により、本会員証の再発行手続きを
行います。また、本会員証のPASMOに関する機能については、PASMO付身分証等利用特約の取扱いにより
再発行手続きを行います。
2.本会員証を紛失等により再発行する場合は、PASMOに関する機能の再発行手数料のほかに当社の定めると
ころにより、本会員証機能としての再発行手数料を収受できるものとします。この際、本会員証としての再発行
手数料については、当社指定の銀行口座へ再発行手数料を振り込むこととし、その際の振込手数料はお客様の
負担とします。また、PASMOに関する機能についての再発行手数料については、PASMO取扱箇所にて、
PASMO付身分証等利用特約で定める所定の手数料を支払うこととします。
3.本会員証を何らかの障害でPASMOに関する機能が使用できなくなったことにより再発行する場合や名前の
変更により本会員証を交換する場合は、当社の定めるところにより、本会員証機能としての再発行手数料を収
受できるものとします。この際、当社指定の銀行口座へ再発行手数料を振り込むこととし、その際の振込手数料
はお客様の負担とします。
4.本会員証の再発行及び名前の変更による交換をする場合、初回発行時にお申込みいただいた会員証画像デー
タでの受付となります。
5.本会員証は、通常の利用等における券面の擦れや汚損の場合の再発行及び交換は受け付けないものとします。

第11条　本会員証の優待イベントに関して
1.本会員証をお申込みのお客様へは、以下記載の当社主催の抽選応募制イベントに優先的にご参加いただける
ものとします。
（1）メ東京メトロ車両基地イベント
（2）東京メトロウォーキング企画
２．前項のイベントに参加の場合は、本会員証を必ずご提示ください。ご提示の無い場合は、ご参加いただけない
場合がございます。　  

第12条　本会員証の有効期限
1. 本会員証は、第10条の規定により再発行された本会員証も含め、お客さまが受領した日から2023年3月31日
まで有効です。有効期限となる日の翌日以降は使用することができません。また、有効期限の到来に伴い、本会
員証を当社に返却するものとします。
2. PASMOに関する機能については、本会員証有効期限となる日の翌日以降は停止し、使用することができません。

第13条　個人情報の変更等
1.お客さまは、当社へお申込みをした個人情報等について変更があった場合には、当メールマガジンのマイペー
ジにて変更手続きを行います。
2.お客さまは、前項の変更手続きにおいて名前の変更を行う際は、証明書画像データを送信します。
3.前項において送信する証明書画像データのファイル形式はｊｐｇまたはpdfとします。
4.お客さまが前各項に定める手続きを怠ったことによって生じたお客さまの不利益、損害等については、当社は責
任を負わないものとします。

第14条　本会員証の返却・利用停止等
1．東京メトロイベントTouch退会等の事由により、本会員証の利用を取り止める場合には、本会員証を当社に返
却してください。
2．以下の場合には、当社は本会員証の利用をお断りし、または停止させていただくことがあります。また、当社から
本会員証返却の請求があった場合には、直ちに本会員証を当社に返却してください。

（1）第5条または第6条の規定に違反し、または違反するおそれがあることが判明した場合
（2）本会員証の利用に関連してお客さまと第三者の間に紛争が生じた場合
（3）司法機関・警察・その他の公的機関などから法令に基づく要請があった場合
（4）本会員証の変造、不正使用をしていることが判明した場合
（5）前各号のほか、当社が本会員証の利用を不適当と認めた場合
3．前項の措置によりお客さまが損害を被った場合でも、当社はその責任を負いません。

第15条　本サービスの一時停止・廃止
1.当社は以下のいずれかの場合、お客さまに事前に通知することなく本サービスの一部または全部を一時停止す
ることがあります。
（1）本サービスの提供にあたり使用する装置・システムの保守点検、変更、故障対応を定期的にまたは緊急に
行う場合

（2）火災、停電、天災等の不可抗力により、本サービスの提供が困難な場合
（3）通信回路の不調等の事由が生じた場合
（4）前各号のほか、当社が運用上あるいは技術上本サービスの一時停止が必要であるか、または不測の事態に
より当社が本サービスの提供が困難と判断した場合

2. 当社は、一定期間以上の予告期間を設けて、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
3. 当社は、前各項の取扱いによってお客さまに損害等が発生しても責任を負いません。

第16条　損害賠償・免責
1.本サービスの利用に関連して、お客さまが本規約に違反しまた不正もしくは違法な行為により、当社に損害を
与えた場合、お客さまはその損害（弁護士費用を含む）の全てを賠償するものとします。
2.本サービスの利用に関連してお客さまと第三者の間に紛争が生じた場合、お客さまはご自身の費用および負担
によりその紛争を解決し、当社に損害を与えないものとします。
3.本サービスの利用に関連して発生したお客さまの損害について、当社は責任を負いません。
4.本サービスを利用して発行された本会員証が、お客さまのイメージと異なっていた場合でも、当社は本会員証
の再製作や本会員証発行手数料の返却等の義務を負いません。
5.第14条の規定による返却・利用停止等に該当する場合や第15条の規定による一時停止・廃止に該当する場合
でも、第4条、第10条に規定するお客様さまに負担いただいた手数料等は返却しません。

第17条　個人情報の利用目的
1.本会員証の利用にあたり当社に提供された個人情報は、本サービスの目的達成のため利用します。
2.本会員証の利用にあたり当社に提供された個人情報は、お客さまサービス向上のための情報分析に利用しま
す。
3.前各項のほか、当メールマガジンＷｅｂサイトに掲示する個人情報の利用目的に従い利用するものとします。

第18条　個人情報の第三者等への提供について
1.当社は、本規約に定めるサービスの運営や管理に必要な業務の一部または全部を、守秘義務契約を締結した
株式会社エイエイピー及びJR東日本メカトロニクス株式会社に委託する場合があります。
2.前項の場合、株式会社エイエイピーに提供するお客さまの個人情報の項目は以下の通りです。
氏名、住所、電話番号、生年月日、年齢、性別、メールアドレス、会員証画像データ、証明書画像データ
3.第1項の場合、JR東日本メカトロニクス株式会社に提供するお客さまの個人情報の項目は以下の通りです。
氏名、電話番号、生年月日、年齢、会員証画像データ
4.提供する手段または方法については、電子的もしくは電磁的な方法等で行います。
5.お客さまは、当社が、第1項に定める業務委託先である株式会社エイエイピー、JR東日本メカトロニクス株式会
社及び別途申込みサイトの記載の提携先に、本サービスの利用目的のために所定の個人情報を提供し、または
当該会社と共同して利用することに同意します。

第19条　本規約の変更
1.当社が必要と認めた場合、本規約を変更し、当メールマガジンＷｅｂサイト上の掲示、その他相当の方法で公表
することができるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3.第1項の変更によりお客さまに生じた損害について、当社は責任を負いません。

４.利用者が第１項に定める届出又は第２項に定める手続きを怠ったことによって生じた利用者の不利益、損害等
については、身分証等発行者、事業者及びパスモは責任を負わないものとします。

第9条 （本カード以外のＰＡＳＭＯへの移替え）
ＰＡＳＭＯ取扱規則第２２条第３項にかかわらず、本カードのＰＡＳＭＯに関する機能を本カード以外のＰＡＳ
ＭＯに移し替えることはできないものとします。

第10条 （本カードの券面表示）
１.本カードは、その券面表示すべき事項（以下「券面表示事項」という。）が不明となったときは、使用することがで
きないものとします。
２.券面表示事項が不明となった本カードは、速やかに第１２条に定める障害再発行の手続きをしなければならな
いものとします。

第11条 （紛失再発行）
１.本カードの紛失、盗難が発生した場合、別に定める申請書を、利用者が一体型ＰＡＳＭＯの再発行ができるＰ
ＡＳＭＯ取扱箇所に提出したときは、次の各号の条件を全て満たす場合に限って紛失した本カードの使用停止
措置を行い、利用者に対し再発行するために必要な帳票（以下「再発行整理票」という。）を発行するものとしま
す。
（1）公的証明書等の呈示により、再発行を請求する利用者が当該本カードの利用者本人であることを証明でき
ること。

（2）利用者の氏名、生年月日、性別の情報がパスモのシステムに登録されていること。
２.利用者は、前項の手続きのほか、身分証等発行者が別に定める方法で身分証等発行者に紛失、盗難が発生し
たことを申し出るものとし、身分証等発行者、事業者及びパスモが発行する再発行用の媒体を身分証等発行者
から受領するものとします。
３.第１項により使用停止措置を行った当該本カードのＰＡＳＭＯに関する機能については、次の各号の条件を全
て満たしたうえ、一体型ＰＡＳＭＯの再発行ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所において再発行を請求した場合に限
って、当該本カード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の本カードを再発行するものとします。
（1）公的証明書等の呈示により、再発行を請求する利用者が当該本カードの利用者本人であることを証明できること。
（2）利用者が第１項により発行された再発行整理票を提出すること。
（3）利用者が前項により受領した再発行用の媒体を持参すること。
（4）利用者が事業者及びパスモからの再発行媒体にかかわる通知を呈示すること。
４.前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行を行ったＰＡＳＭＯ取扱箇所にて再発行する本カード１枚に
つきＰＡＳＭＯ取扱規則第２０条第４項に定める紛失再発行手数料を現金で収受するものとします。
５.当該本カードの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことができないものとします。また、紛失し
た本カードが発見された場合に、当該本カードを再発行用の媒体として使用することはできないものとします。
６.前各項により本カードを再発行する場合、身分証等発行者の定めるところにより、第４項の紛失再発行手数料
のほかに身分証等の機能に関する再発行手数料を収受することができるものとします。
７.本カードの再発行を請求した時点において本カードの有効期限が満了している場合、または利用者が卒業、退
職等により身分証等の利用資格を喪失している場合には、本カードの再発行は行わないものとします。

第12条 （障害再発行）
１.本カードの破損等によって所定の機器で使用できない場合、別に定める申請書を、利用者が一体型ＰＡＳＭＯ
の再発行ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所に提出し、かつ当該本カードを呈示したときは、再発行整理票を発行す
るものとします。
２.利用者は、前項の手続きのほか、身分証等発行者が別に定める方法で身分証等発行者に本カードが所定の機
器で使用できないことを申し出るものとし、身分証等発行者、事業者及びパスモが発行する再発行用の媒体を
身分証等発行者から受領するものとします。
３.第１項により再発行整理票が発行された当該本カードのＰＡＳＭＯに関する機能については、次の各号の条件
を全て満たしたうえ、一体型ＰＡＳＭＯの再発行ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所において再発行を請求した場合
に限って、当該本カード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の本カードを再発行するものとします。
（1）利用者が第１項により発行された再発行整理票を提出すること。
（2）利用者が前項により受領した再発行用の媒体を持参すること。
（3）利用者が障害状態となった当該本カードと事業者及びパスモからの再発行用媒体にかかわる通知を呈示
すること。

４.当該本カードの障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことができないものとします。また、当該
本カードを再発行用の媒体として使用することはできないものとします。

５.前各項により本カードを再発行する場合、身分証等発行者の定めるところにより、身分証等の機能に関する再
発行手数料を収受することができるものとします。

６.次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わないものとします。
（1）裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
（２）利用者の故意又は重大な過失により本カードが障害状態となったと認められ、ＰＡＳＭＯ取扱規則第１９
条第６号により無効となった場合

（３）本カードの再発行を請求した時点において本カードの有効期限が満了している場合
（４）利用者が卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失している場合

第13条 （払いもどし）
１.利用者は、本カードの有効期限の満了後に第７条第２項の交換を行わない場合において、身分証等発行者に
本カードを返却する前に、ＰＡＳＭＯ取扱規則第２４条の定めに従い払いもどしの手続きを行うものとします。
この場合の払いもどしは、ＰＡＳＭＯに関する機能の停止を条件に行うものとします。
２.利用者は、卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失した場合、身分証等発行者に本カードを返却する前
に、ＰＡＳＭＯ取扱規則第２４条の定めに従い払いもどしの手続きを行うものとします。この場合の払いもどし
は、ＰＡＳＭＯに関する機能の停止を条件に行うものとします。
３.身分証等発行者へ本カードを返却した後は、ＰＡＳＭＯに関する機能（ＰＡＳＭＯ定期券が有効期間内である
場合、有効なＩＣカード乗車券情報が記録されている場合、及びバリュー残額がある場合を含む。）は失効する

ものとします。またその際に生じる利用者の不利益、損害等について、身分証等発行者、事業者及びパスモは一
切の責任を負わないこととします。

４.利用者は、本カードの紛失又は盗難が発生した場合で、第１１条に従った再発行の手続きを行う前に本カード
の有効期限が経過し、もしくは卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失したときは、身分証等発行者にバリ
ュー残額の払いもどしを請求するものとします。この場合、第１１条第４項に定める紛失再発行手数料及び同条
第６項に定める身分証等の機能に関する再発行手数料を現金で支払うものとし、バリュー残額から、ＰＡＳＭＯ取
扱規則第２４条第１項に定める手数料を差し引いた額について現金での払いもどしを行うものとします。

５.利用者は、本カードの障害が発生した場合で、前条に従った再発行の手続きを行う前に本カードの有効期限
が経過し、もしくは身分証等の利用資格を喪失したときは、身分証等発行者にバリュー残額の払いもどしを請
求するものとします。この場合、第１２条第５項に定める身分証等の機能に関する再発行手数料を現金で支払
うものとし、バリュー残額から、ＰＡＳＭＯ取扱規則第２４条第１項に定める手数料を差し引いた額について、現
金での払いもどしを行うものとします。

第14条 （本カードが無効となる場合）
1.事業者及びパスモは、次の各号に該当する場合、本カードを無効としたうえ、回収することがあります。この場合、ＰＡ
ＳＭＯに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等（ＰＡＳＭＯ定期券を含む）は返却しないものとします。
（１）ＰＡＳＭＯ取扱規則第１９条に該当した場合
（２）利用者の本カードの利用が、本特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
２.前項の場合の身分証等の機能の再発行その他の取扱いについては、身分証等発行者の定めるところにしたが
って取扱われるものとし、事業者及びパスモはかかる手続きに関連して生じる利用者の不利益について一切の
責任を負わないものとします。

３.無効・回収による利用者の損害等については、身分証等発行者、事業者及びパスモは、その責めを負わないも
のとします。

第15条 （免責事項）
１.本カードの再発行又は交換により、本カード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の本カードを発行したこ
とによる利用者の損害等については、身分証等発行者、事業者及びパスモはその責めを負わないものとします。
２.本カードの紛失、盗難が発生した場合、本カードの再発行整理票発行日における払いもどしやバリューの使用
等で生じた利用者の損害については、身分証等発行者、事業者及びパスモはその責めを負わないものとします。

３.本カードについて、身分証等発行者に起因する利用者の損害については、事業者及びパスモはその責めを負わ
ないものとします。
４.本カードの紛失、盗難もしくは障害、または本カードの発行中止、運用停止もしくは発行遅延（再発行・交換の
遅延を含む）のため、身分証等の機能または個人認証等サービスを利用することができないことに起因する利
用者の損害については、事業者及びパスモはその責めを負わないものとします。

第16条 （特約の変更）
事業者及びパスモは、事前に利用者に通知することなく本特約を変更できるものとします。当該変更は事業者
及びパスモが定める方法により、利用者にその旨を公告します。本特約変更後において利用者が本カードを利
用した場合、当該利用者は変更内容に承諾したものとみなします。

第17条 （管轄裁判所）
本カードに関する、利用者と事業者間の訴訟、及び利用者とパスモ間の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とします。

（個人情報の取扱い）
第１条　ＰＡＳＭＯ付身分証等（以下、「本カード」という。）を鉄道事業者及び株式会社パスモ（以下、「当社」
という。）とともに発行している学校、企業その他の身分証等の発行者が、利用者または利用希望者（以下、「利
用者等」という。）から同意を得て当社へ提供した個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報
に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。）は、
当社が管理します。

２.当社は取得した個人情報を、次の目的で利用します。
①利用者等の本人確認
②当社から利用者等への本カードにかかわる通知・案内の送付
③当社から利用者等に連絡する必要がある場合の連絡先の確認

３. 前項のほか、当社は、ＰＡＳＭＯに関する機能に関して取得した個人情報を、次の目的で利用します。なお、
次の利用目的の範囲内で本カードの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、当該個人情報をその
事業者に知らせることがあります。
①記名ＰＡＳＭＯの購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認
②当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
③ＰＡＳＭＯ取扱規則及びＰＡＳＭＯ付身分証等利用特約、並びにＰＡＳＭＯの取扱いを行う鉄道・バス事業
者の旅客営業規則等に基づく記名ＰＡＳＭＯにかかわるサービスの実施及び改善

　　
（個人情報の開示・訂正・利用停止等）
第２条　利用者等が当社の個人情報に対する開示・訂正・利用停止・その他
お問い合わせなど希望される場合には、当社は法令に基づき合理的な範囲で速やかに対応いたします。個人情
報の開示・訂正・利用停止・その他お問い合わせなどを希望される際には、当社または当社が委託するＰＡＳ
ＭＯの取扱いを行う鉄道・バス事業者にご連絡ください。

第1条 （目的）
本特約は、ＰＡＳＭＯ付身分証等の発行者である、身分証等の発行者（以下、「身分証等発行者」といいます。）、
東京地下鉄株式会社（以下、「事業者」といいます。）及び株式会社パスモ（以下、「パスモ」といいます。）が、
ＰＡＳＭＯ付身分証等（以下、「本カード」といいます。）を媒体として利用者に提供するＰＡＳＭＯに関するサー
ビスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。　

第2条 （適用範囲）
１.本特約は、ＰＡＳＭＯ取扱規則に対する特約であり、ＰＡＳＭＯ取扱規則の定めと異なる条項には、本特約を優
先して適用することとします。

２.本カードのＰＡＳＭＯとしての取扱いについては、ＰＡＳＭＯ取扱規則における一体型ＰＡＳＭＯとして取扱い
ます。
３.本カードの利用に関し、本特約に定めていない事項については、ＰＡＳＭＯ取扱規則及びＰＡＳＭＯ電子マネー
取扱規則の定めるところによります。

第3条 （用語の定義）
１.本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
（1）「身分証等」とは、学校が発行する学生証等、企業が発行する社員証等の身分証明書、又は各種組織もしく
は団体に所属することを証明する証明書をいいます。

（2）「ＰＡＳＭＯに関する機能」とは、ＰＡＳＭＯ取扱規則及びＰＡＳＭＯ電子マネー取扱規則に基づき提供する
機能をいいます。

（3）「ＰＡＳＭＯ付身分証等」とは、身分証等の機能とＰＡＳＭＯに関する機能が一体となったＩＣカードをいい
ます。

（4）「利用者」とは、身分証等発行者、事業者及びパスモが定める本特約、パスモが定めるＰＡＳＭＯ取扱規則、
ＰＡＳＭＯ電子マネー取扱規則及びＰＡＳＭＯ付身分証等に関わる個人情報の取扱いに関する重要事項を
承認のうえ、本カードの貸与を受けた方をいいます。

（5）「個人認証等サービス」とは、身分証等発行者が利用者に対して提供する、本カードの身分証等の機能を利
用した、個人認証等の付加価値サービスをいいます。

２.本特約に定めのない用語の定義については、ＰＡＳＭＯ取扱規則及びＰＡＳＭＯ電子マネー取扱規則の定める
ところによるものとします。

第4条 （契約の成立）
本カードの利用に関する契約は、身分証等発行者、事業者及びパスモが利用者に本カードを貸与したときに、
身分証等発行者、事業者及びパスモと利用者との間に成立します。

第5条 （所有権）
１.本カードの所有権は、身分証等発行者、事業者及びパスモの共有に属し、利用者に貸与するものとします。利用
者は善良なる管理者の注意をもって本カードを利用し、管理するものとします。

２.利用者は、第７条第５項に定める場合のほか、卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失した場合、及び
身分証等発行者、事業者、又はパスモから本カードの返却の請求があった場合は、速やかに身分証等発行者に
本カードを返却するものとします。

第6条 （発行）
本カードは、あらかじめバリューをチャージせずに発行するものとします。

第7条 （有効期限満了時等の取扱い）
１.本カードのＰＡＳＭＯに関する機能は、本カードの券面に表示された有効期限の翌日以降は使用することがで
きないものとします。ただし、券面の有効期限の表示が年月の場合は、当該月の末日の翌日以降から使用できな
いものとします。
２.本カードの有効期限が満了した場合（又は満了する場合）、身分証等発行者、事業者及びパスモが認めるときに
限り、新たな有効期限が設定された本カードに交換します。この場合、利用者は、身分証等発行者、事業者及び
パスモが発行する交換用の媒体及び有効期限が満了した本カード（又は満了する本カード）を、一体型ＰＡＳＭ
Ｏの交換ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所に持参し、事業者及びパスモからの交換用の媒体にかかわる通知を呈示
のうえ、ＰＡＳＭＯに関する機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをするものとします。
３.利用者が卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失した場合、身分証等発行者が利用者の身分証等の利
用資格の継続を認めない場合は、新たな有効期限が設定された本カードへの交換を行わないものとします。

４.第２項の交換を行った後、交換前の本カードにおけるＰＡＳＭＯに関する機能の停止の取消し又は機能の復元
、移し替えたＰＡＳＭＯに関する機能を別の一体型ＰＡＳＭＯへ移し替えることはできないものとします。

５.本カードの有効期限が満了した場合、利用者は速やかに有効期限が満了した本カードを身分証等発行者に返
却するものとします。ただし、第２項の交換を行う場合は、移替え手続き後速やかに有効期限が満了した本カー
ドを身分証等発行者に返却するものとします。

第8条 （個人情報の変更等）
１.利用者は、身分証等発行者及びパスモへ届出た事項について変更があった場合には、別に定める届出事項変
更届けを身分証等発行者に提出しなければならない。

２.個人情報の変更等により本カードの交換をする場合、利用者は、身分証等発行者、事業者及びパスモが発行す
る交換用の媒体及び現在使用している本カードを、一体型ＰＡＳＭＯの交換ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所に持
参し、事業者及びパスモからの交換用の媒体にかかわる通知を呈示のうえ、ＰＡＳＭＯに関する機能を当該交
換用の媒体へ移し替える手続きをするものとします。

３.前項の交換を行った後、交換前の本カードにおけるＰＡＳＭＯに関する機能の停止の取消し又は機能の復元、
移し替えたＰＡＳＭＯに関する機能を別の一体型ＰＡＳＭＯへ移し替えることはできないものとします。
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４.利用者が第１項に定める届出又は第２項に定める手続きを怠ったことによって生じた利用者の不利益、損害等
については、身分証等発行者、事業者及びパスモは責任を負わないものとします。

第9条 （本カード以外のＰＡＳＭＯへの移替え）
ＰＡＳＭＯ取扱規則第２２条第３項にかかわらず、本カードのＰＡＳＭＯに関する機能を本カード以外のＰＡＳ
ＭＯに移し替えることはできないものとします。

第10条 （本カードの券面表示）
１.本カードは、その券面表示すべき事項（以下「券面表示事項」という。）が不明となったときは、使用することがで
きないものとします。
２.券面表示事項が不明となった本カードは、速やかに第１２条に定める障害再発行の手続きをしなければならな
いものとします。

第11条 （紛失再発行）
１.本カードの紛失、盗難が発生した場合、別に定める申請書を、利用者が一体型ＰＡＳＭＯの再発行ができるＰ
ＡＳＭＯ取扱箇所に提出したときは、次の各号の条件を全て満たす場合に限って紛失した本カードの使用停止
措置を行い、利用者に対し再発行するために必要な帳票（以下「再発行整理票」という。）を発行するものとしま
す。
（1）公的証明書等の呈示により、再発行を請求する利用者が当該本カードの利用者本人であることを証明でき
ること。

（2）利用者の氏名、生年月日、性別の情報がパスモのシステムに登録されていること。
２.利用者は、前項の手続きのほか、身分証等発行者が別に定める方法で身分証等発行者に紛失、盗難が発生し
たことを申し出るものとし、身分証等発行者、事業者及びパスモが発行する再発行用の媒体を身分証等発行者
から受領するものとします。
３.第１項により使用停止措置を行った当該本カードのＰＡＳＭＯに関する機能については、次の各号の条件を全
て満たしたうえ、一体型ＰＡＳＭＯの再発行ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所において再発行を請求した場合に限
って、当該本カード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の本カードを再発行するものとします。
（1）公的証明書等の呈示により、再発行を請求する利用者が当該本カードの利用者本人であることを証明できること。
（2）利用者が第１項により発行された再発行整理票を提出すること。
（3）利用者が前項により受領した再発行用の媒体を持参すること。
（4）利用者が事業者及びパスモからの再発行媒体にかかわる通知を呈示すること。
４.前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行を行ったＰＡＳＭＯ取扱箇所にて再発行する本カード１枚に
つきＰＡＳＭＯ取扱規則第２０条第４項に定める紛失再発行手数料を現金で収受するものとします。
５.当該本カードの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことができないものとします。また、紛失し
た本カードが発見された場合に、当該本カードを再発行用の媒体として使用することはできないものとします。
６.前各項により本カードを再発行する場合、身分証等発行者の定めるところにより、第４項の紛失再発行手数料
のほかに身分証等の機能に関する再発行手数料を収受することができるものとします。
７.本カードの再発行を請求した時点において本カードの有効期限が満了している場合、または利用者が卒業、退
職等により身分証等の利用資格を喪失している場合には、本カードの再発行は行わないものとします。

第12条 （障害再発行）
１.本カードの破損等によって所定の機器で使用できない場合、別に定める申請書を、利用者が一体型ＰＡＳＭＯ
の再発行ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所に提出し、かつ当該本カードを呈示したときは、再発行整理票を発行す
るものとします。
２.利用者は、前項の手続きのほか、身分証等発行者が別に定める方法で身分証等発行者に本カードが所定の機
器で使用できないことを申し出るものとし、身分証等発行者、事業者及びパスモが発行する再発行用の媒体を
身分証等発行者から受領するものとします。
３.第１項により再発行整理票が発行された当該本カードのＰＡＳＭＯに関する機能については、次の各号の条件
を全て満たしたうえ、一体型ＰＡＳＭＯの再発行ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所において再発行を請求した場合
に限って、当該本カード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の本カードを再発行するものとします。
（1）利用者が第１項により発行された再発行整理票を提出すること。
（2）利用者が前項により受領した再発行用の媒体を持参すること。
（3）利用者が障害状態となった当該本カードと事業者及びパスモからの再発行用媒体にかかわる通知を呈示
すること。

４.当該本カードの障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことができないものとします。また、当該
本カードを再発行用の媒体として使用することはできないものとします。

５.前各項により本カードを再発行する場合、身分証等発行者の定めるところにより、身分証等の機能に関する再
発行手数料を収受することができるものとします。

６.次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わないものとします。
（1）裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
（２）利用者の故意又は重大な過失により本カードが障害状態となったと認められ、ＰＡＳＭＯ取扱規則第１９
条第６号により無効となった場合

（３）本カードの再発行を請求した時点において本カードの有効期限が満了している場合
（４）利用者が卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失している場合

第13条 （払いもどし）
１.利用者は、本カードの有効期限の満了後に第７条第２項の交換を行わない場合において、身分証等発行者に
本カードを返却する前に、ＰＡＳＭＯ取扱規則第２４条の定めに従い払いもどしの手続きを行うものとします。
この場合の払いもどしは、ＰＡＳＭＯに関する機能の停止を条件に行うものとします。
２.利用者は、卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失した場合、身分証等発行者に本カードを返却する前
に、ＰＡＳＭＯ取扱規則第２４条の定めに従い払いもどしの手続きを行うものとします。この場合の払いもどし
は、ＰＡＳＭＯに関する機能の停止を条件に行うものとします。
３.身分証等発行者へ本カードを返却した後は、ＰＡＳＭＯに関する機能（ＰＡＳＭＯ定期券が有効期間内である
場合、有効なＩＣカード乗車券情報が記録されている場合、及びバリュー残額がある場合を含む。）は失効する

ものとします。またその際に生じる利用者の不利益、損害等について、身分証等発行者、事業者及びパスモは一
切の責任を負わないこととします。

４.利用者は、本カードの紛失又は盗難が発生した場合で、第１１条に従った再発行の手続きを行う前に本カード
の有効期限が経過し、もしくは卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失したときは、身分証等発行者にバリ
ュー残額の払いもどしを請求するものとします。この場合、第１１条第４項に定める紛失再発行手数料及び同条
第６項に定める身分証等の機能に関する再発行手数料を現金で支払うものとし、バリュー残額から、ＰＡＳＭＯ取
扱規則第２４条第１項に定める手数料を差し引いた額について現金での払いもどしを行うものとします。

５.利用者は、本カードの障害が発生した場合で、前条に従った再発行の手続きを行う前に本カードの有効期限
が経過し、もしくは身分証等の利用資格を喪失したときは、身分証等発行者にバリュー残額の払いもどしを請
求するものとします。この場合、第１２条第５項に定める身分証等の機能に関する再発行手数料を現金で支払
うものとし、バリュー残額から、ＰＡＳＭＯ取扱規則第２４条第１項に定める手数料を差し引いた額について、現
金での払いもどしを行うものとします。

第14条 （本カードが無効となる場合）
1.事業者及びパスモは、次の各号に該当する場合、本カードを無効としたうえ、回収することがあります。この場合、ＰＡ
ＳＭＯに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等（ＰＡＳＭＯ定期券を含む）は返却しないものとします。
（１）ＰＡＳＭＯ取扱規則第１９条に該当した場合
（２）利用者の本カードの利用が、本特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
２.前項の場合の身分証等の機能の再発行その他の取扱いについては、身分証等発行者の定めるところにしたが
って取扱われるものとし、事業者及びパスモはかかる手続きに関連して生じる利用者の不利益について一切の
責任を負わないものとします。

３.無効・回収による利用者の損害等については、身分証等発行者、事業者及びパスモは、その責めを負わないも
のとします。

第15条 （免責事項）
１.本カードの再発行又は交換により、本カード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の本カードを発行したこ
とによる利用者の損害等については、身分証等発行者、事業者及びパスモはその責めを負わないものとします。
２.本カードの紛失、盗難が発生した場合、本カードの再発行整理票発行日における払いもどしやバリューの使用
等で生じた利用者の損害については、身分証等発行者、事業者及びパスモはその責めを負わないものとします。

３.本カードについて、身分証等発行者に起因する利用者の損害については、事業者及びパスモはその責めを負わ
ないものとします。
４.本カードの紛失、盗難もしくは障害、または本カードの発行中止、運用停止もしくは発行遅延（再発行・交換の
遅延を含む）のため、身分証等の機能または個人認証等サービスを利用することができないことに起因する利
用者の損害については、事業者及びパスモはその責めを負わないものとします。

第16条 （特約の変更）
事業者及びパスモは、事前に利用者に通知することなく本特約を変更できるものとします。当該変更は事業者
及びパスモが定める方法により、利用者にその旨を公告します。本特約変更後において利用者が本カードを利
用した場合、当該利用者は変更内容に承諾したものとみなします。

第17条 （管轄裁判所）
本カードに関する、利用者と事業者間の訴訟、及び利用者とパスモ間の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とします。

（個人情報の取扱い）
第１条　ＰＡＳＭＯ付身分証等（以下、「本カード」という。）を鉄道事業者及び株式会社パスモ（以下、「当社」
という。）とともに発行している学校、企業その他の身分証等の発行者が、利用者または利用希望者（以下、「利
用者等」という。）から同意を得て当社へ提供した個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報
に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。）は、
当社が管理します。

２.当社は取得した個人情報を、次の目的で利用します。
①利用者等の本人確認
②当社から利用者等への本カードにかかわる通知・案内の送付
③当社から利用者等に連絡する必要がある場合の連絡先の確認

３. 前項のほか、当社は、ＰＡＳＭＯに関する機能に関して取得した個人情報を、次の目的で利用します。なお、
次の利用目的の範囲内で本カードの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、当該個人情報をその
事業者に知らせることがあります。
①記名ＰＡＳＭＯの購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認
②当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
③ＰＡＳＭＯ取扱規則及びＰＡＳＭＯ付身分証等利用特約、並びにＰＡＳＭＯの取扱いを行う鉄道・バス事業
者の旅客営業規則等に基づく記名ＰＡＳＭＯにかかわるサービスの実施及び改善

　　
（個人情報の開示・訂正・利用停止等）
第２条　利用者等が当社の個人情報に対する開示・訂正・利用停止・その他
お問い合わせなど希望される場合には、当社は法令に基づき合理的な範囲で速やかに対応いたします。個人情
報の開示・訂正・利用停止・その他お問い合わせなどを希望される際には、当社または当社が委託するＰＡＳ
ＭＯの取扱いを行う鉄道・バス事業者にご連絡ください。

第1条 （目的）
本特約は、ＰＡＳＭＯ付身分証等の発行者である、身分証等の発行者（以下、「身分証等発行者」といいます。）、
東京地下鉄株式会社（以下、「事業者」といいます。）及び株式会社パスモ（以下、「パスモ」といいます。）が、
ＰＡＳＭＯ付身分証等（以下、「本カード」といいます。）を媒体として利用者に提供するＰＡＳＭＯに関するサー
ビスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。　

第2条 （適用範囲）
１.本特約は、ＰＡＳＭＯ取扱規則に対する特約であり、ＰＡＳＭＯ取扱規則の定めと異なる条項には、本特約を優
先して適用することとします。

２.本カードのＰＡＳＭＯとしての取扱いについては、ＰＡＳＭＯ取扱規則における一体型ＰＡＳＭＯとして取扱い
ます。
３.本カードの利用に関し、本特約に定めていない事項については、ＰＡＳＭＯ取扱規則及びＰＡＳＭＯ電子マネー
取扱規則の定めるところによります。

第3条 （用語の定義）
１.本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
（1）「身分証等」とは、学校が発行する学生証等、企業が発行する社員証等の身分証明書、又は各種組織もしく
は団体に所属することを証明する証明書をいいます。

（2）「ＰＡＳＭＯに関する機能」とは、ＰＡＳＭＯ取扱規則及びＰＡＳＭＯ電子マネー取扱規則に基づき提供する
機能をいいます。

（3）「ＰＡＳＭＯ付身分証等」とは、身分証等の機能とＰＡＳＭＯに関する機能が一体となったＩＣカードをいい
ます。

（4）「利用者」とは、身分証等発行者、事業者及びパスモが定める本特約、パスモが定めるＰＡＳＭＯ取扱規則、
ＰＡＳＭＯ電子マネー取扱規則及びＰＡＳＭＯ付身分証等に関わる個人情報の取扱いに関する重要事項を
承認のうえ、本カードの貸与を受けた方をいいます。

（5）「個人認証等サービス」とは、身分証等発行者が利用者に対して提供する、本カードの身分証等の機能を利
用した、個人認証等の付加価値サービスをいいます。

２.本特約に定めのない用語の定義については、ＰＡＳＭＯ取扱規則及びＰＡＳＭＯ電子マネー取扱規則の定める
ところによるものとします。

第4条 （契約の成立）
本カードの利用に関する契約は、身分証等発行者、事業者及びパスモが利用者に本カードを貸与したときに、
身分証等発行者、事業者及びパスモと利用者との間に成立します。

第5条 （所有権）
１.本カードの所有権は、身分証等発行者、事業者及びパスモの共有に属し、利用者に貸与するものとします。利用
者は善良なる管理者の注意をもって本カードを利用し、管理するものとします。

２.利用者は、第７条第５項に定める場合のほか、卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失した場合、及び
身分証等発行者、事業者、又はパスモから本カードの返却の請求があった場合は、速やかに身分証等発行者に
本カードを返却するものとします。

第6条 （発行）
本カードは、あらかじめバリューをチャージせずに発行するものとします。

第7条 （有効期限満了時等の取扱い）
１.本カードのＰＡＳＭＯに関する機能は、本カードの券面に表示された有効期限の翌日以降は使用することがで
きないものとします。ただし、券面の有効期限の表示が年月の場合は、当該月の末日の翌日以降から使用できな
いものとします。
２.本カードの有効期限が満了した場合（又は満了する場合）、身分証等発行者、事業者及びパスモが認めるときに
限り、新たな有効期限が設定された本カードに交換します。この場合、利用者は、身分証等発行者、事業者及び
パスモが発行する交換用の媒体及び有効期限が満了した本カード（又は満了する本カード）を、一体型ＰＡＳＭ
Ｏの交換ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所に持参し、事業者及びパスモからの交換用の媒体にかかわる通知を呈示
のうえ、ＰＡＳＭＯに関する機能を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをするものとします。
３.利用者が卒業、退職等により身分証等の利用資格を喪失した場合、身分証等発行者が利用者の身分証等の利
用資格の継続を認めない場合は、新たな有効期限が設定された本カードへの交換を行わないものとします。

４.第２項の交換を行った後、交換前の本カードにおけるＰＡＳＭＯに関する機能の停止の取消し又は機能の復元
、移し替えたＰＡＳＭＯに関する機能を別の一体型ＰＡＳＭＯへ移し替えることはできないものとします。

５.本カードの有効期限が満了した場合、利用者は速やかに有効期限が満了した本カードを身分証等発行者に返
却するものとします。ただし、第２項の交換を行う場合は、移替え手続き後速やかに有効期限が満了した本カー
ドを身分証等発行者に返却するものとします。

第8条 （個人情報の変更等）
１.利用者は、身分証等発行者及びパスモへ届出た事項について変更があった場合には、別に定める届出事項変
更届けを身分証等発行者に提出しなければならない。

２.個人情報の変更等により本カードの交換をする場合、利用者は、身分証等発行者、事業者及びパスモが発行す
る交換用の媒体及び現在使用している本カードを、一体型ＰＡＳＭＯの交換ができるＰＡＳＭＯ取扱箇所に持
参し、事業者及びパスモからの交換用の媒体にかかわる通知を呈示のうえ、ＰＡＳＭＯに関する機能を当該交
換用の媒体へ移し替える手続きをするものとします。

３.前項の交換を行った後、交換前の本カードにおけるＰＡＳＭＯに関する機能の停止の取消し又は機能の復元、
移し替えたＰＡＳＭＯに関する機能を別の一体型ＰＡＳＭＯへ移し替えることはできないものとします。
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