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記

会員様各位

　日頃は、KOBE PiTaPa STACIA NCカードを、ご利用いただき有難うございます。

　この度、上記カードの発行に関する業務を、KOBEカード協議会から、株式会社阪急阪神カード

に移管する事となりました。

　この件に関して、会員様に何らかの手続きを行っていただく必要はなく、お持ちのカード（家族

カード、ジュニア・キッズカード含む）は、これまで通りご利用いただけます。また、付帯サービスに

つきましても変更はなく、お持ちのポイントはそのまま引き継がれます。

　なお、お持ちのカードに適用される規程類が一部変更となりますので、別紙（変更規程一覧）

をご参照ください。

2019年　5月　吉日
KOBEカード協議会
株式会社阪急阪神カード

２０１９年１１月１日（金）１． 移管時期

移管後は、株式会社阪急阪神カードの提供するSポイントサービスに
ついて、登録手続きを行わなくても自動的に付与されるようになります。

２． ポイントサービス

今後、紛失・再製・再発行および有効期限到来による更新時のカード
券面は、株式会社阪急阪神カードより、STACIA PiTaPa NCカードと
して発行させていただきますが、更新前と同様にご利用いただけます。

３． カード券面について

KOBEカード協議会（電話 ： 078－646－3116）４． 問合せ先



※上記の変更は2019年11月1日より適用されます。

※変更の要旨は、カード発行に関する業務をKOBEカード協議会から（株）阪急阪神カードに移管することに
伴うものです。

※この変更に関して会員様にお手続きいただく必要は一切ございません。
　お手持ちのカードは家族カード、ジュニア・キッズカードを含め、今まで通りご利用いただけます。
　付帯のサービスにつきましても、何ら変更なくご利用いただけます。
　ポイントサービスも引き続き同様にご利用いただけます。
　お持ちのポイントも、そのまま引き継がれます。

※規程の変更点の対照表は以下のとおりです。主な変更点には下線を付しています。

第1条（目的）
この特約（以下「本特約」という）は、KOBEカード協議会
（以下「協議会」という）、株式会社阪急阪神カード（以下
「阪急阪神カード」という）、および株式会社スルッとＫＡＮ
ＳＡＩ（以下「スルッと」という）の三社（以下「三社」という）
が提携して発行する「KOBE PiTaPa STACIA NC
カード」（以下「本カード」という）の基本的事項について定
めるものです。

第2条（会員と本カードの貸与）
1.会員とは、三社に対して、本特約および三社の定める
本カードに適用されるべき各種規約・規定類を承認のう
え、入会申し込みをした個人のうち、三社およびスルッと
の提携会社（三井住友カード株式会社、以下「三井住
友」という）が適格と認めた方をいいます。

2.本カードの所有権は三社に帰属し、三社は会員に本
カードを貸与します。

第3条（本カードのサービス・機能）
1.本カードで利用できるサービス・機能は次の各号に定め
るものとします。会員は三社が提供するサービスまたは
機能を利用する場合は、各々の会員規約・規定・特約
の定め、または各々が別途定める方法により利用する
ものとします。
（1）協議会が提供する、「KOBE カード協議会NCカー
ド会員規約」に定める「KOBE カード協議会 NC
カードサービス」。

（2）阪急阪神カードが提供するSTACIAポイントプログ
ラム等の付帯サービス。

（3）スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービ
ス。

2.会員は、サービスまたは機能について問い合わせる場
合は、三社のうち当該サービスまたは機能を提供する
者に連絡するものとします。

第4条（年会費等）
会員は三社に対して各々の会員規約・規定・特約に基づ
き所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で
支払うものとします。

第5条（届出事項の変更）
会員が三社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先
等について変更があった場合には、所定の方法により遅
滞なくスルッとに届け出るものとします。

第6条（カードの再発行）

本カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、三社所
定の届けを提出し、三社が適当と認めた場合に限り、カー
ドを再発行します。この場合、会員は所定のカード再発行
手数料を支払うものとします。

第7条（個人情報の提供および利用に関する同意）
1.会員および入会を申し込まれた方（以下併せて「会員
等」という）は、三社が保護措置を講じた上で、本カード
の発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的と
して、次の各号の情報を相互に提供し、利用することに
同意します。
（1）本カードの申込書に記載された情報、および各種

規約・規定類に基づき届け出のあった本カード会員
等の情報。

（2）本カード申し込みに対する審査の結果。ただし承認
とならなかった理由は除く。

（3）本カードの会員番号・有効期限および変更後の会
員番号・有効期限。

（4）会員番号が無効となった事実。ただし無効となった
理由は除く。

（5）会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失と
なった理由は除く。

2.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、協議会に対
し、協議会のカード関連事業および情報提供サービス
関連事業における①新商品、新機能、新サービス等の
開発および市場調査、および、②宣伝広告物送付等
の営業案内を目的として、第1項および次の各号の個
人情報を提供し、協議会がこれを利用することに同意
します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用

金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関
する情報

3.会員は、第2項の同意の範囲内で協議会が当該情報
を利用している場合であっても、協議会に対しその中止
を申し出ることで、協議会の当該情報の利用を中止で
きます。
［中止を申し出る場合の連絡先］
KOBEカード協議会
〒653‐0843
神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号
山陽電車本社ビル1階
電話番号078‐646‐3116

4.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神
カードに対し、次の各号の個人情報を提供し、阪急阪
神カードがポイントの提供を目的として、これを利用する
ことに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用

金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関
する情報。

5.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神
カードに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および
情報提供サービス関連事業における①新商品、新機
能、新サービス等の開発および市場調査、および、②宣
伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項およ
び第４項（１）の個人情報を提供し、阪急阪神カードがこ
れを利用することに同意します。
6.会員は、第5項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当
該情報を利用している場合であっても、阪急阪神カード
に対しその中止を申し出ることで、阪急阪神カードの当
該情報の利用を中止できます。
［中止を申し出る場合の連絡先］
株式会社阪急阪神カード
阪急阪神カードコールセンター
〒530-0012
大阪市北区芝田一丁目16番1号
06‐6375‐6488

7.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、PiTaPa会
員規約に基づき、加盟社局に情報を提供することに予
め同意するものとします。

第8条（退会）
1.会員は、本カードを退会する場合、所定の方法でスルッ
とに届け出るものとします。
2.会員は、三社のいずれかを退会することによって、本
カード会員として全て同時に退会となるものとします。

第9条（会員資格の喪失）
1.三社は、三社各々定める会員規約・規定・特約に基づ
き各々の判断により会員資格を喪失させることができま
す。会員は三社のうちいずれかの会員資格を喪失した
場合は、本特約による会員資格も喪失するものとしま
す。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとし
ます。
2.前項の事由により会員が本カードの本特約による会員
資格を喪失した場合、会員は同時に三社の会員資格
を喪失するものとします。

第10条（特約の改定・承認）
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または
公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会
員はその改定を承認したものとみなします。

第11条（会員規約・規定・特約の適用）
本特約に定めのない事項については、三社各々の会員
規約・規定・特約を適用するものとします。なお、三社各々
の会員規約・規定・特約に本特約の条項と異なる定めが
ある場合、本特約が優先するものとします。

第1条（総則）
本特約は、株式会社阪急阪神カード（以下｢阪急阪神カード
｣という）および株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ（以下｢スルッと｣
という。「阪急阪神カード」および「スルッと」を以下「両者」と
いう）が発行する「STACIA PiTaPa NCカード」（以下「本
カード」という）の両者提携によって生じる事項について定め
るものです。

第2条（会員と本カードの貸与）
1.会員とは、両者に対し、STACIAカード会員規約および
PiTaPa会員規約、各会員規約に付随する各種規定・
特約、ならびに本特約を承認のうえ、入会申し込みをし
た個人のうち、両者およびスルッとの提携会社（三井住
友カード株式会社、以下「三井住友」という）が適格と
認めた方をいいます。
2.本カードの所有権は両者に属し、両者は会員に本カード
を貸与します。

第3条（両者のサービス等の利用）
1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとしま
す。会員は、両者が提供する機能およびサービスを受
ける場合、各々の会員規約・規定・特約または各々が別
途定める方法により利用するものとします。

（1）阪急阪神カードが提供する「『STACIA』ポイントプ
ログラム」等の付帯サービス。

（2）スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービ
ス。

2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合
は、両者のうち当該機能またはサービスを提供する各社に
連絡するものとします。

第4条（年会費等）
会員は、両者に対して両者各々の会員規約・規定・特約に
基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法
で支払うものとします。

第5条（届出事項の変更）
会員が両者に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等に
ついて変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく
三井住友に届け出るものとします。

第6条（カードの再発行）

カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、両者所定の
届けを提出し、両者が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、会員は、所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。

第7条（個人情報の提供および利用に関する同意）
1.会員および入会を申し込まれた方（以下併せて「会員
等」という）は、両者が保護措置を講じた上で、本カード
の発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的と
して、下記の情報を相互に提供し、利用することに同意
します。 
（1）本カードの申込書に記載された情報、および各社

の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった
本カード会員等の情報。

（2）本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とな
らなかった理由は除く。

（3）本カードの会員番号・有効期限および変更後の会
員番号・有効期限。

（4）会員番号が無効となった事実。ただし無効となった
理由は除く。

（5）会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となっ
た理由は除く。

2.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神
カードに対し、下記の個人情報を提供し、阪急阪神カー
ドがポイントの提供を目的として、これを利用することに同
意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用

金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関す
る情報。

3.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神カー
ドに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および情報提
供サービス関連事業における新商品、新機能、新サービス
等の開発および市場調査、および、宣伝広告物送付等
の営業案内を目的として、第1項および第2項（1）の個人
情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同
意します。
4.会員は、第3項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当
該情報を利用している場合であっても、阪急阪神カード
に対しその中止を申し出ることができます。

［中止を申し出る場合の連絡先］
株式会社阪急阪神カード
阪急阪神カードコールセンター
〒530-0012
大阪市北区芝田一丁目16番1号
06-6375-6488

5.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、PiTaPa会
員規約に基づき、加盟社局に情報を提供することを予
め同意するものとします。

第8条（退会）
1.会員は本カードを退会する場合、本カードを添え、所定
の届出用紙によりスルッとに届け出るものとします。
2.会員は両者のいずれかを退会することによって、本カー
ド会員として全て同時に退会となるものとします。

第9条（会員資格の喪失）
1.両者は、両者各々定める会員規約・規定・特約に基づ
き各々の判断により会員資格を喪失させることができま
す。会員は、両者のうちいずれかの会員資格を喪失し
た場合は、本特約による会員資格も喪失するものとしま
す。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとし
ます。
2.前項の事由により会員が本カードの本特約による会員資
格を喪失した場合、会員は同時に両者の会員資格を喪
失するものとします。

第10条（特約の変更・承認）
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公
表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はそ
の改定を承認したものとみなします。

第11条（会員規約・規定・特約の適用）
本特約に定めのない事項については、両者各々の会員規
約・規定・特約を適用するものとします。なお、両者各々の会
員規約・規定・特約に本特約の条項と異なる定めがある場
合、本特約が優先するものとします。

変更後（新）

「STACIA」ポイントプログラム規定 現行通り

STACIAカード会員規約

・ STACIAカード会員特約
現行通り

PiTaPa会員規約

・ ジュニアキッズカードに関する特約

・ PiTaPa会員規約附則

現行通り

STACIA PiTaPa NCカード会員特約 新規適用

変更前（旧）

「STACIA」ポイントプログラム規定 変更なし

STACIAカード会員規約

・ STACIAカード会員特約
変更なし

PiTaPa会員規約

・ ジュニアキッズカードに関する特約

・ PiTaPa会員規約附則

変更なし

KOBE PiTaPa STACIA NCカード会員特約 廃止

廃止KOBEカード協議会NCカード会員規約

変 更 規 程 一 覧



第1条（目的）
この特約（以下「本特約」という）は、KOBEカード協議会
（以下「協議会」という）、株式会社阪急阪神カード（以下
「阪急阪神カード」という）、および株式会社スルッとＫＡＮ
ＳＡＩ（以下「スルッと」という）の三社（以下「三社」という）
が提携して発行する「KOBE PiTaPa STACIA NC
カード」（以下「本カード」という）の基本的事項について定
めるものです。

第2条（会員と本カードの貸与）
1.会員とは、三社に対して、本特約および三社の定める
本カードに適用されるべき各種規約・規定類を承認のう
え、入会申し込みをした個人のうち、三社およびスルッと
の提携会社（三井住友カード株式会社、以下「三井住
友」という）が適格と認めた方をいいます。

2.本カードの所有権は三社に帰属し、三社は会員に本
カードを貸与します。

第3条（本カードのサービス・機能）
1.本カードで利用できるサービス・機能は次の各号に定め
るものとします。会員は三社が提供するサービスまたは
機能を利用する場合は、各々の会員規約・規定・特約
の定め、または各々が別途定める方法により利用する
ものとします。
（1）協議会が提供する、「KOBE カード協議会NCカー
ド会員規約」に定める「KOBE カード協議会 NC
カードサービス」。

（2）阪急阪神カードが提供するSTACIAポイントプログ
ラム等の付帯サービス。

（3）スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービ
ス。

2.会員は、サービスまたは機能について問い合わせる場
合は、三社のうち当該サービスまたは機能を提供する
者に連絡するものとします。

第4条（年会費等）
会員は三社に対して各々の会員規約・規定・特約に基づ
き所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で
支払うものとします。

第5条（届出事項の変更）
会員が三社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先
等について変更があった場合には、所定の方法により遅
滞なくスルッとに届け出るものとします。

第6条（カードの再発行）

本カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、三社所
定の届けを提出し、三社が適当と認めた場合に限り、カー
ドを再発行します。この場合、会員は所定のカード再発行
手数料を支払うものとします。

第7条（個人情報の提供および利用に関する同意）
1.会員および入会を申し込まれた方（以下併せて「会員
等」という）は、三社が保護措置を講じた上で、本カード
の発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的と
して、次の各号の情報を相互に提供し、利用することに
同意します。
（1）本カードの申込書に記載された情報、および各種

規約・規定類に基づき届け出のあった本カード会員
等の情報。

（2）本カード申し込みに対する審査の結果。ただし承認
とならなかった理由は除く。

（3）本カードの会員番号・有効期限および変更後の会
員番号・有効期限。

（4）会員番号が無効となった事実。ただし無効となった
理由は除く。

（5）会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失と
なった理由は除く。

2.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、協議会に対
し、協議会のカード関連事業および情報提供サービス
関連事業における①新商品、新機能、新サービス等の
開発および市場調査、および、②宣伝広告物送付等
の営業案内を目的として、第1項および次の各号の個
人情報を提供し、協議会がこれを利用することに同意
します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用

金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関
する情報

3.会員は、第2項の同意の範囲内で協議会が当該情報
を利用している場合であっても、協議会に対しその中止
を申し出ることで、協議会の当該情報の利用を中止で
きます。
［中止を申し出る場合の連絡先］
KOBEカード協議会
〒653‐0843
神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号
山陽電車本社ビル1階
電話番号078‐646‐3116

4.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神
カードに対し、次の各号の個人情報を提供し、阪急阪
神カードがポイントの提供を目的として、これを利用する
ことに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用

金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関
する情報。

5.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神
カードに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および
情報提供サービス関連事業における①新商品、新機
能、新サービス等の開発および市場調査、および、②宣
伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項およ
び第４項（１）の個人情報を提供し、阪急阪神カードがこ
れを利用することに同意します。
6.会員は、第5項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当
該情報を利用している場合であっても、阪急阪神カード
に対しその中止を申し出ることで、阪急阪神カードの当
該情報の利用を中止できます。
［中止を申し出る場合の連絡先］
株式会社阪急阪神カード
阪急阪神カードコールセンター
〒530-0012
大阪市北区芝田一丁目16番1号
06‐6375‐6488

7.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、PiTaPa会
員規約に基づき、加盟社局に情報を提供することに予
め同意するものとします。

第8条（退会）
1.会員は、本カードを退会する場合、所定の方法でスルッ
とに届け出るものとします。
2.会員は、三社のいずれかを退会することによって、本
カード会員として全て同時に退会となるものとします。

第9条（会員資格の喪失）
1.三社は、三社各々定める会員規約・規定・特約に基づ
き各々の判断により会員資格を喪失させることができま
す。会員は三社のうちいずれかの会員資格を喪失した
場合は、本特約による会員資格も喪失するものとしま
す。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとし
ます。
2.前項の事由により会員が本カードの本特約による会員
資格を喪失した場合、会員は同時に三社の会員資格
を喪失するものとします。

第10条（特約の改定・承認）
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または
公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会
員はその改定を承認したものとみなします。

第11条（会員規約・規定・特約の適用）
本特約に定めのない事項については、三社各々の会員
規約・規定・特約を適用するものとします。なお、三社各々
の会員規約・規定・特約に本特約の条項と異なる定めが
ある場合、本特約が優先するものとします。

変更前（KOBE PiTaPa STACIA NCカード会員特約）

第1条（総則）
本特約は、株式会社阪急阪神カード（以下｢阪急阪神カード
｣という）および株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ（以下｢スルッと｣
という。「阪急阪神カード」および「スルッと」を以下「両者」と
いう）が発行する「STACIA PiTaPa NCカード」（以下「本
カード」という）の両者提携によって生じる事項について定め
るものです。

第2条（会員と本カードの貸与）
1.会員とは、両者に対し、STACIAカード会員規約および
PiTaPa会員規約、各会員規約に付随する各種規定・
特約、ならびに本特約を承認のうえ、入会申し込みをし
た個人のうち、両者およびスルッとの提携会社（三井住
友カード株式会社、以下「三井住友」という）が適格と
認めた方をいいます。
2.本カードの所有権は両者に属し、両者は会員に本カード
を貸与します。

第3条（両者のサービス等の利用）
1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとしま
す。会員は、両者が提供する機能およびサービスを受
ける場合、各々の会員規約・規定・特約または各々が別
途定める方法により利用するものとします。

（1）阪急阪神カードが提供する「『STACIA』ポイントプ
ログラム」等の付帯サービス。

（2）スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービ
ス。

2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合
は、両者のうち当該機能またはサービスを提供する各社に
連絡するものとします。

第4条（年会費等）
会員は、両者に対して両者各々の会員規約・規定・特約に
基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法
で支払うものとします。

第5条（届出事項の変更）
会員が両者に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等に
ついて変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく
三井住友に届け出るものとします。

第6条（カードの再発行）

カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、両者所定の
届けを提出し、両者が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、会員は、所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。

第7条（個人情報の提供および利用に関する同意）
1.会員および入会を申し込まれた方（以下併せて「会員
等」という）は、両者が保護措置を講じた上で、本カード
の発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的と
して、下記の情報を相互に提供し、利用することに同意
します。 
（1）本カードの申込書に記載された情報、および各社

の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった
本カード会員等の情報。

（2）本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とな
らなかった理由は除く。

（3）本カードの会員番号・有効期限および変更後の会
員番号・有効期限。

（4）会員番号が無効となった事実。ただし無効となった
理由は除く。

（5）会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となっ
た理由は除く。

2.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神
カードに対し、下記の個人情報を提供し、阪急阪神カー
ドがポイントの提供を目的として、これを利用することに同
意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用

金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関す
る情報。

3.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神カー
ドに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および情報提
供サービス関連事業における新商品、新機能、新サービス
等の開発および市場調査、および、宣伝広告物送付等
の営業案内を目的として、第1項および第2項（1）の個人
情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同
意します。
4.会員は、第3項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当
該情報を利用している場合であっても、阪急阪神カード
に対しその中止を申し出ることができます。

［中止を申し出る場合の連絡先］
株式会社阪急阪神カード
阪急阪神カードコールセンター
〒530-0012
大阪市北区芝田一丁目16番1号
06-6375-6488

5.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、PiTaPa会
員規約に基づき、加盟社局に情報を提供することを予
め同意するものとします。

第8条（退会）
1.会員は本カードを退会する場合、本カードを添え、所定
の届出用紙によりスルッとに届け出るものとします。
2.会員は両者のいずれかを退会することによって、本カー
ド会員として全て同時に退会となるものとします。

第9条（会員資格の喪失）
1.両者は、両者各々定める会員規約・規定・特約に基づ
き各々の判断により会員資格を喪失させることができま
す。会員は、両者のうちいずれかの会員資格を喪失し
た場合は、本特約による会員資格も喪失するものとしま
す。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとし
ます。
2.前項の事由により会員が本カードの本特約による会員資
格を喪失した場合、会員は同時に両者の会員資格を喪
失するものとします。

第10条（特約の変更・承認）
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公
表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はそ
の改定を承認したものとみなします。

第11条（会員規約・規定・特約の適用）
本特約に定めのない事項については、両者各々の会員規
約・規定・特約を適用するものとします。なお、両者各々の会
員規約・規定・特約に本特約の条項と異なる定めがある場
合、本特約が優先するものとします。

変更後（STACIA PiTaPa NCカード会員特約）



第1条（目的）
この特約（以下「本特約」という）は、KOBEカード協議会
（以下「協議会」という）、株式会社阪急阪神カード（以下
「阪急阪神カード」という）、および株式会社スルッとＫＡＮ
ＳＡＩ（以下「スルッと」という）の三社（以下「三社」という）
が提携して発行する「KOBE PiTaPa STACIA NC
カード」（以下「本カード」という）の基本的事項について定
めるものです。

第2条（会員と本カードの貸与）
1.会員とは、三社に対して、本特約および三社の定める
本カードに適用されるべき各種規約・規定類を承認のう
え、入会申し込みをした個人のうち、三社およびスルッと
の提携会社（三井住友カード株式会社、以下「三井住
友」という）が適格と認めた方をいいます。

2.本カードの所有権は三社に帰属し、三社は会員に本
カードを貸与します。

第3条（本カードのサービス・機能）
1.本カードで利用できるサービス・機能は次の各号に定め
るものとします。会員は三社が提供するサービスまたは
機能を利用する場合は、各々の会員規約・規定・特約
の定め、または各々が別途定める方法により利用する
ものとします。
（1）協議会が提供する、「KOBE カード協議会NCカー
ド会員規約」に定める「KOBE カード協議会 NC
カードサービス」。

（2）阪急阪神カードが提供するSTACIAポイントプログ
ラム等の付帯サービス。

（3）スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービ
ス。

2.会員は、サービスまたは機能について問い合わせる場
合は、三社のうち当該サービスまたは機能を提供する
者に連絡するものとします。

第4条（年会費等）
会員は三社に対して各々の会員規約・規定・特約に基づ
き所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で
支払うものとします。

第5条（届出事項の変更）
会員が三社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先
等について変更があった場合には、所定の方法により遅
滞なくスルッとに届け出るものとします。

第6条（カードの再発行）

本カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、三社所
定の届けを提出し、三社が適当と認めた場合に限り、カー
ドを再発行します。この場合、会員は所定のカード再発行
手数料を支払うものとします。

第7条（個人情報の提供および利用に関する同意）
1.会員および入会を申し込まれた方（以下併せて「会員
等」という）は、三社が保護措置を講じた上で、本カード
の発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的と
して、次の各号の情報を相互に提供し、利用することに
同意します。
（1）本カードの申込書に記載された情報、および各種

規約・規定類に基づき届け出のあった本カード会員
等の情報。

（2）本カード申し込みに対する審査の結果。ただし承認
とならなかった理由は除く。

（3）本カードの会員番号・有効期限および変更後の会
員番号・有効期限。

（4）会員番号が無効となった事実。ただし無効となった
理由は除く。

（5）会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失と
なった理由は除く。

2.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、協議会に対
し、協議会のカード関連事業および情報提供サービス
関連事業における①新商品、新機能、新サービス等の
開発および市場調査、および、②宣伝広告物送付等
の営業案内を目的として、第1項および次の各号の個
人情報を提供し、協議会がこれを利用することに同意
します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用

金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関
する情報

3.会員は、第2項の同意の範囲内で協議会が当該情報
を利用している場合であっても、協議会に対しその中止
を申し出ることで、協議会の当該情報の利用を中止で
きます。
［中止を申し出る場合の連絡先］
KOBEカード協議会
〒653‐0843
神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号
山陽電車本社ビル1階
電話番号078‐646‐3116

4.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神
カードに対し、次の各号の個人情報を提供し、阪急阪
神カードがポイントの提供を目的として、これを利用する
ことに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用

金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関
する情報。

5.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神
カードに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および
情報提供サービス関連事業における①新商品、新機
能、新サービス等の開発および市場調査、および、②宣
伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項およ
び第４項（１）の個人情報を提供し、阪急阪神カードがこ
れを利用することに同意します。
6.会員は、第5項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当
該情報を利用している場合であっても、阪急阪神カード
に対しその中止を申し出ることで、阪急阪神カードの当
該情報の利用を中止できます。
［中止を申し出る場合の連絡先］
株式会社阪急阪神カード
阪急阪神カードコールセンター
〒530-0012
大阪市北区芝田一丁目16番1号
06‐6375‐6488

7.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、PiTaPa会
員規約に基づき、加盟社局に情報を提供することに予
め同意するものとします。

第8条（退会）
1.会員は、本カードを退会する場合、所定の方法でスルッ
とに届け出るものとします。
2.会員は、三社のいずれかを退会することによって、本
カード会員として全て同時に退会となるものとします。

第9条（会員資格の喪失）
1.三社は、三社各々定める会員規約・規定・特約に基づ
き各々の判断により会員資格を喪失させることができま
す。会員は三社のうちいずれかの会員資格を喪失した
場合は、本特約による会員資格も喪失するものとしま
す。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとし
ます。
2.前項の事由により会員が本カードの本特約による会員
資格を喪失した場合、会員は同時に三社の会員資格
を喪失するものとします。

第10条（特約の改定・承認）
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または
公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会
員はその改定を承認したものとみなします。

第11条（会員規約・規定・特約の適用）
本特約に定めのない事項については、三社各々の会員
規約・規定・特約を適用するものとします。なお、三社各々
の会員規約・規定・特約に本特約の条項と異なる定めが
ある場合、本特約が優先するものとします。

変更前（KOBE PiTaPa STACIA NCカード会員特約）

第1条（総則）
本特約は、株式会社阪急阪神カード（以下｢阪急阪神カード
｣という）および株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ（以下｢スルッと｣
という。「阪急阪神カード」および「スルッと」を以下「両者」と
いう）が発行する「STACIA PiTaPa NCカード」（以下「本
カード」という）の両者提携によって生じる事項について定め
るものです。

第2条（会員と本カードの貸与）
1.会員とは、両者に対し、STACIAカード会員規約および
PiTaPa会員規約、各会員規約に付随する各種規定・
特約、ならびに本特約を承認のうえ、入会申し込みをし
た個人のうち、両者およびスルッとの提携会社（三井住
友カード株式会社、以下「三井住友」という）が適格と
認めた方をいいます。
2.本カードの所有権は両者に属し、両者は会員に本カード
を貸与します。

第3条（両者のサービス等の利用）
1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとしま
す。会員は、両者が提供する機能およびサービスを受
ける場合、各々の会員規約・規定・特約または各々が別
途定める方法により利用するものとします。

（1）阪急阪神カードが提供する「『STACIA』ポイントプ
ログラム」等の付帯サービス。

（2）スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービ
ス。

2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合
は、両者のうち当該機能またはサービスを提供する各社に
連絡するものとします。

第4条（年会費等）
会員は、両者に対して両者各々の会員規約・規定・特約に
基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法
で支払うものとします。

第5条（届出事項の変更）
会員が両者に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等に
ついて変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく
三井住友に届け出るものとします。

第6条（カードの再発行）

カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、両者所定の
届けを提出し、両者が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、会員は、所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。

第7条（個人情報の提供および利用に関する同意）
1.会員および入会を申し込まれた方（以下併せて「会員
等」という）は、両者が保護措置を講じた上で、本カード
の発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的と
して、下記の情報を相互に提供し、利用することに同意
します。 
（1）本カードの申込書に記載された情報、および各社

の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった
本カード会員等の情報。

（2）本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とな
らなかった理由は除く。

（3）本カードの会員番号・有効期限および変更後の会
員番号・有効期限。

（4）会員番号が無効となった事実。ただし無効となった
理由は除く。

（5）会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となっ
た理由は除く。

2.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神
カードに対し、下記の個人情報を提供し、阪急阪神カー
ドがポイントの提供を目的として、これを利用することに同
意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用

金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関す
る情報。

3.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神カー
ドに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および情報提
供サービス関連事業における新商品、新機能、新サービス
等の開発および市場調査、および、宣伝広告物送付等
の営業案内を目的として、第1項および第2項（1）の個人
情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同
意します。
4.会員は、第3項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当
該情報を利用している場合であっても、阪急阪神カード
に対しその中止を申し出ることができます。

［中止を申し出る場合の連絡先］
株式会社阪急阪神カード
阪急阪神カードコールセンター
〒530-0012
大阪市北区芝田一丁目16番1号
06-6375-6488

5.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、PiTaPa会
員規約に基づき、加盟社局に情報を提供することを予
め同意するものとします。

第8条（退会）
1.会員は本カードを退会する場合、本カードを添え、所定
の届出用紙によりスルッとに届け出るものとします。
2.会員は両者のいずれかを退会することによって、本カー
ド会員として全て同時に退会となるものとします。

第9条（会員資格の喪失）
1.両者は、両者各々定める会員規約・規定・特約に基づ
き各々の判断により会員資格を喪失させることができま
す。会員は、両者のうちいずれかの会員資格を喪失し
た場合は、本特約による会員資格も喪失するものとしま
す。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとし
ます。
2.前項の事由により会員が本カードの本特約による会員資
格を喪失した場合、会員は同時に両者の会員資格を喪
失するものとします。

第10条（特約の変更・承認）
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公
表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はそ
の改定を承認したものとみなします。

第11条（会員規約・規定・特約の適用）
本特約に定めのない事項については、両者各々の会員規
約・規定・特約を適用するものとします。なお、両者各々の会
員規約・規定・特約に本特約の条項と異なる定めがある場
合、本特約が優先するものとします。

変更後（STACIA PiTaPa NCカード会員特約）



※上記の変更は2019年11月1日より適用されます。

※変更の要旨は、カード発行に関する業務をKOBEカード協議会から（株）阪急阪神カードに移管することに
伴うものです。

※この変更に関して会員様にお手続きいただく必要は一切ございません。
　お手持ちのカードは家族カード、ジュニア・キッズカードを含め、今まで通りご利用いただけます。
　付帯のサービスにつきましても、何ら変更なくご利用いただけます。
　ポイントサービスも引き続き同様にご利用いただけます。
　お持ちのポイントも、そのまま引き継がれます。

※規程の変更点の対照表は以下のとおりです。主な変更点には下線を付しています。

第1条（目的）
この特約（以下「本特約」という）は、KOBEカード協議会
（以下「協議会」という）、株式会社阪急阪神カード（以下
「阪急阪神カード」という）、および株式会社スルッとＫＡＮ
ＳＡＩ（以下「スルッと」という）の三社（以下「三社」という）
が提携して発行する「KOBE PiTaPa STACIA NC
カード」（以下「本カード」という）の基本的事項について定
めるものです。

第2条（会員と本カードの貸与）
1.会員とは、三社に対して、本特約および三社の定める
本カードに適用されるべき各種規約・規定類を承認のう
え、入会申し込みをした個人のうち、三社およびスルッと
の提携会社（三井住友カード株式会社、以下「三井住
友」という）が適格と認めた方をいいます。

2.本カードの所有権は三社に帰属し、三社は会員に本
カードを貸与します。

第3条（本カードのサービス・機能）
1.本カードで利用できるサービス・機能は次の各号に定め
るものとします。会員は三社が提供するサービスまたは
機能を利用する場合は、各々の会員規約・規定・特約
の定め、または各々が別途定める方法により利用する
ものとします。
（1）協議会が提供する、「KOBE カード協議会NCカー
ド会員規約」に定める「KOBE カード協議会 NC
カードサービス」。

（2）阪急阪神カードが提供するSTACIAポイントプログ
ラム等の付帯サービス。

（3）スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービ
ス。

2.会員は、サービスまたは機能について問い合わせる場
合は、三社のうち当該サービスまたは機能を提供する
者に連絡するものとします。

第4条（年会費等）
会員は三社に対して各々の会員規約・規定・特約に基づ
き所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で
支払うものとします。

第5条（届出事項の変更）
会員が三社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先
等について変更があった場合には、所定の方法により遅
滞なくスルッとに届け出るものとします。

第6条（カードの再発行）

本カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、三社所
定の届けを提出し、三社が適当と認めた場合に限り、カー
ドを再発行します。この場合、会員は所定のカード再発行
手数料を支払うものとします。

第7条（個人情報の提供および利用に関する同意）
1.会員および入会を申し込まれた方（以下併せて「会員
等」という）は、三社が保護措置を講じた上で、本カード
の発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的と
して、次の各号の情報を相互に提供し、利用することに
同意します。
（1）本カードの申込書に記載された情報、および各種

規約・規定類に基づき届け出のあった本カード会員
等の情報。

（2）本カード申し込みに対する審査の結果。ただし承認
とならなかった理由は除く。

（3）本カードの会員番号・有効期限および変更後の会
員番号・有効期限。

（4）会員番号が無効となった事実。ただし無効となった
理由は除く。

（5）会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失と
なった理由は除く。

2.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、協議会に対
し、協議会のカード関連事業および情報提供サービス
関連事業における①新商品、新機能、新サービス等の
開発および市場調査、および、②宣伝広告物送付等
の営業案内を目的として、第1項および次の各号の個
人情報を提供し、協議会がこれを利用することに同意
します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用

金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関
する情報

3.会員は、第2項の同意の範囲内で協議会が当該情報
を利用している場合であっても、協議会に対しその中止
を申し出ることで、協議会の当該情報の利用を中止で
きます。
［中止を申し出る場合の連絡先］
KOBEカード協議会
〒653‐0843
神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号
山陽電車本社ビル1階
電話番号078‐646‐3116

4.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神
カードに対し、次の各号の個人情報を提供し、阪急阪
神カードがポイントの提供を目的として、これを利用する
ことに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用

金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関
する情報。

5.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神
カードに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および
情報提供サービス関連事業における①新商品、新機
能、新サービス等の開発および市場調査、および、②宣
伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項およ
び第４項（１）の個人情報を提供し、阪急阪神カードがこ
れを利用することに同意します。
6.会員は、第5項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当
該情報を利用している場合であっても、阪急阪神カード
に対しその中止を申し出ることで、阪急阪神カードの当
該情報の利用を中止できます。
［中止を申し出る場合の連絡先］
株式会社阪急阪神カード
阪急阪神カードコールセンター
〒530-0012
大阪市北区芝田一丁目16番1号
06‐6375‐6488

7.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、PiTaPa会
員規約に基づき、加盟社局に情報を提供することに予
め同意するものとします。

第8条（退会）
1.会員は、本カードを退会する場合、所定の方法でスルッ
とに届け出るものとします。
2.会員は、三社のいずれかを退会することによって、本
カード会員として全て同時に退会となるものとします。

第9条（会員資格の喪失）
1.三社は、三社各々定める会員規約・規定・特約に基づ
き各々の判断により会員資格を喪失させることができま
す。会員は三社のうちいずれかの会員資格を喪失した
場合は、本特約による会員資格も喪失するものとしま
す。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとし
ます。
2.前項の事由により会員が本カードの本特約による会員
資格を喪失した場合、会員は同時に三社の会員資格
を喪失するものとします。

第10条（特約の改定・承認）
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または
公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会
員はその改定を承認したものとみなします。

第11条（会員規約・規定・特約の適用）
本特約に定めのない事項については、三社各々の会員
規約・規定・特約を適用するものとします。なお、三社各々
の会員規約・規定・特約に本特約の条項と異なる定めが
ある場合、本特約が優先するものとします。

第1条（総則）
本特約は、株式会社阪急阪神カード（以下｢阪急阪神カード
｣という）および株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ（以下｢スルッと｣
という。「阪急阪神カード」および「スルッと」を以下「両者」と
いう）が発行する「STACIA PiTaPa NCカード」（以下「本
カード」という）の両者提携によって生じる事項について定め
るものです。

第2条（会員と本カードの貸与）
1.会員とは、両者に対し、STACIAカード会員規約および
PiTaPa会員規約、各会員規約に付随する各種規定・
特約、ならびに本特約を承認のうえ、入会申し込みをし
た個人のうち、両者およびスルッとの提携会社（三井住
友カード株式会社、以下「三井住友」という）が適格と
認めた方をいいます。
2.本カードの所有権は両者に属し、両者は会員に本カード
を貸与します。

第3条（両者のサービス等の利用）
1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとしま
す。会員は、両者が提供する機能およびサービスを受
ける場合、各々の会員規約・規定・特約または各々が別
途定める方法により利用するものとします。

（1）阪急阪神カードが提供する「『STACIA』ポイントプ
ログラム」等の付帯サービス。

（2）スルッとが提供するPiTaPa機能および付帯サービ
ス。

2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合
は、両者のうち当該機能またはサービスを提供する各社に
連絡するものとします。

第4条（年会費等）
会員は、両者に対して両者各々の会員規約・規定・特約に
基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法
で支払うものとします。

第5条（届出事項の変更）
会員が両者に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等に
ついて変更があった場合には、所定の方法により遅滞なく
三井住友に届け出るものとします。

第6条（カードの再発行）

カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、両者所定の
届けを提出し、両者が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、会員は、所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。

第7条（個人情報の提供および利用に関する同意）
1.会員および入会を申し込まれた方（以下併せて「会員
等」という）は、両者が保護措置を講じた上で、本カード
の発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的と
して、下記の情報を相互に提供し、利用することに同意
します。 
（1）本カードの申込書に記載された情報、および各社

の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった
本カード会員等の情報。

（2）本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とな
らなかった理由は除く。

（3）本カードの会員番号・有効期限および変更後の会
員番号・有効期限。

（4）会員番号が無効となった事実。ただし無効となった
理由は除く。

（5）会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となっ
た理由は除く。

2.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神
カードに対し、下記の個人情報を提供し、阪急阪神カー
ドがポイントの提供を目的として、これを利用することに同
意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日時、利用

金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関す
る情報。

3.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、阪急阪神カー
ドに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および情報提
供サービス関連事業における新商品、新機能、新サービス
等の開発および市場調査、および、宣伝広告物送付等
の営業案内を目的として、第1項および第2項（1）の個人
情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同
意します。
4.会員は、第3項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当
該情報を利用している場合であっても、阪急阪神カード
に対しその中止を申し出ることができます。

［中止を申し出る場合の連絡先］
株式会社阪急阪神カード
阪急阪神カードコールセンター
〒530-0012
大阪市北区芝田一丁目16番1号
06-6375-6488

5.会員は、スルッとが保護措置を講じた上で、PiTaPa会
員規約に基づき、加盟社局に情報を提供することを予
め同意するものとします。

第8条（退会）
1.会員は本カードを退会する場合、本カードを添え、所定
の届出用紙によりスルッとに届け出るものとします。
2.会員は両者のいずれかを退会することによって、本カー
ド会員として全て同時に退会となるものとします。

第9条（会員資格の喪失）
1.両者は、両者各々定める会員規約・規定・特約に基づ
き各々の判断により会員資格を喪失させることができま
す。会員は、両者のうちいずれかの会員資格を喪失し
た場合は、本特約による会員資格も喪失するものとしま
す。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとし
ます。
2.前項の事由により会員が本カードの本特約による会員資
格を喪失した場合、会員は同時に両者の会員資格を喪
失するものとします。

第10条（特約の変更・承認）
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公
表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はそ
の改定を承認したものとみなします。

第11条（会員規約・規定・特約の適用）
本特約に定めのない事項については、両者各々の会員規
約・規定・特約を適用するものとします。なお、両者各々の会
員規約・規定・特約に本特約の条項と異なる定めがある場
合、本特約が優先するものとします。

変更後（新）

「STACIA」ポイントプログラム規定 現行通り

STACIAカード会員規約

・ STACIAカード会員特約
現行通り

PiTaPa会員規約

・ ジュニアキッズカードに関する特約

・ PiTaPa会員規約附則

現行通り

STACIA PiTaPa NCカード会員特約 新規適用

変更前（旧）

「STACIA」ポイントプログラム規定 変更なし

STACIAカード会員規約

・ STACIAカード会員特約
変更なし

PiTaPa会員規約

・ ジュニアキッズカードに関する特約

・ PiTaPa会員規約附則

変更なし

KOBE PiTaPa STACIA NCカード会員特約 廃止

廃止KOBEカード協議会NCカード会員規約

変 更 規 程 一 覧




