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名鉄協商パーキング
一時貸し駐車場料金後払い専用 法人向けカード
「名鉄協商パーキングビジネスカード」利用約款
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第１条（約款の趣旨）
名鉄協商株式会社（以下「会社」という。
）は、名鉄協商パーキングビジネスカードをこの約款に従って
取扱うものとし、名鉄協商パーキングビジネスカードの会員はこの約款によりお取引をしていただきます。
第２条（用語の定義）
名鉄協商パーキングビジネスカードの通称を「ＭＫＰビジネスカード」・「MKP Business Card」又は、
「ビジネスカード」と表記します。
第３条（会員の定義）
会員とは、ビジネスカードの会員登録を希望し、本約款を承諾した上で、所定の手続きに従って、会社
に対し入会の申込を行われた法人及びそれに順ずる団体（以下「法人等」という。
）で会社が入会を認め
た法人等をいいます。
第４条（会員登録及び契約の成立）
会員の申込は所定の利用申込書に必要事項を記入の上、同申込書を会社に提出していただきます。
２．法人等は、申込書と同時に資格証明書（商業登記簿謄本）を提出していただきます。
３．申込書受付後、会社は所定の審査を行った上で、会社が適当と判断した法人等を会員として登録しま
す。
４．会員契約は、会社が会員として登録したときに成立するものとします。
５．会員登録日は、会社が会員登録の完了後、カード発送手続きを終えた日付とします。
第５条（会員資格の有効期限）
会員資格の有効期間は、会員登録日後１年間とします。
２．期間満了の１ヶ月前までに会員及び会社のいずれからも相手方に対し解約の意思表示がない場合は、
次の１年間有効とし、以後この例により期間を延長します。
第６条（会員サービスの提供範囲）
会社は、会員に対し会社が運営する名鉄協商パーキングの一時駐車場利用の際に発生した、一時駐車料
金（以下「利用料金」という。）の後払い方式による利用サービスを提供します。
２．利用の際は、会社が発行するビジネスカードの利用をもって行います。
３．ビジネスカードの利用制限については、当約款の１３条・１４条に従います。
第７条（会員専用ＷＥＢサイトの提供）
会社は、会員向けにビジネスカード会員専用ＷＥＢサイトを提供します。
２．会員は、このサイトから会員に貸与された会員ＩＤとパスワードを使用してログイン後、会員向けサ
ービスの利用をします。
３．会員は、会員情報の変更や、会員資格の退会、カード情報の変更などを、会員専用ＷＥＢサイトから
行います。
４．会員専用ＷＥＢサイトは、提供するシステムのメンテナンスや通信障害、サーバ障害によりサイト運
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営が中断することがあり、この場合は免責とさせていだだきます。
第８条（ビジネスカード利用者）
ビジネスカード利用者とは、会員に所属する役員及び従業員等で、会員に貸与されたビジネスカードを
利用する者（以下「利用者」という。）とします。
第９条（会員のカード管理担当者の選任）
会員登録には、カード管理者の選任が必要となります。
２．カード管理者は、会員の地位を代理して、窓口業務を行います。
第１０条（ビジネスカードの貸与と取り扱い）
会社は会員に対し、会員の申込に応じて会社承認後、ビジネスカードを発行し、貸与します。
２．ビジネスカードの所有権は会社に帰属します。
３．ビジネスカードの発行は会員登録完了後となります。尚、申込から会員へのカード貸与まで、３週間
程度の期間をいただきます。
４．会員は、貸与されたビジネスカードを利用者に貸し出しします。
５．ビジネスカードは、会員が善良なる管理者の注意を持ってその管理を行うものとします。
６．会員は、ビジネスカードの譲渡、質入、担保、売買、名義変更等の行為を行ってはなりません。
７．前項の規定に違反しビジネスカードが、会員及び利用者以外の第三者（以下「他人」という。）に利
用された場合の、その利用代金の支払は会員が負担するものとします。
８．ビジネスカードについて、磁気不良、破損、汚損等が発生した時は、会員は会社に通知をし、会社は、
ビジネスカードの交換をします。この場合、会員は会社の指示に従い、ビジネスカードを遅滞なく返却
するものとします。
９．会員は、ビジネスカードの利用者が私用目的で利用した場合であっても利用料金の支払義務を負いま
す。
第１１条（ビジネスカードの有効期限）
ビジネスカードの有効期限は、会員資格を有している期限又は会社が指定する期限をもって満期日とし
ます。
２．有効期限を過ぎたビジネスカードは機械的に利用できなくなります。
３．会社は、ビジネスカードの有効期限までに、会員登録がある会員に対して有効期限を更新した、更新
ビジネスカードを発行し貸与します。
４．更新ビジネスカードは期限開始日から利用できます。
５．従前のビジネスカードは、会員の責任において、利用不能の状態にして処分していただきます。
６．ビジネスカードの有効期限内における、利用者の利用に基づく利用料金支払は、有効期限経過後も本
約款の定めに従います。
第１２条（ビジネスカードの利用方法及び利用ができる駐車場）
利用者は、会社が運営する名鉄協商パーキングのうち、会社が設置した駐車場精算機のビジネスカード
読取カードリーダ（クレジットカードリーダとの共通挿入口）にビジネスカードを読み取らせることによ
り、利用することができます。
２．ビジネスカード読取カードリーダが設置していない駐車場では、ビジネスカードを利用することはで
きません。この場合は、現金でのお支払又は他の支払方法を選択していただきます。
３．ビジネスカードが利用できる駐車場は、新規開設及び閉鎖によって増減します。
第１３条（会員の利用限度総額）
会員の利用限度総額（全ての貸与されたビジネスカード利用料金の未決済残高の上限額）は、必要に応
じて会社がこれを定めて会員に通知します。
２．会員は、会社承認により利用限度額の増減ができるものとします。
３．会員は、会社が承認した場合を除き、利用限度額を超えて利用できないものとします。
４．会員は、万一利用限度額を超えて利用した場合においても利用料金の支払義務を負います。
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第１４条（ビジネスカードの利用限度額）
ビジネスカードの一回利用限度額は、必要に応じて会社がこれを定めて会員に通知します。
２．会員は、会社承認により利用限度額の増減ができるものとします。
３．会員は、会社が承認した場合を除き、利用限度額を超えて利用できないものとします。
４．会員は、万一利用限度額を超えて利用した場合においても利用料金の支払義務を負います。
第１５条（会員向けオプションサービス）
会社は、会員向けにビジネスカードプションサービスを提供します。
２．会員は、ＭＫＰビジネスカード利用申込書からオプションサービスの指定をします。
３．会社は、１ヶ月前の事前予告をもって、オプションサービスの変更及び利用停止をすることができま
す。
４．会員専用ＷＥＢサイトは、提供するシステムのメンテナンスや通信障害、サーバ障害によりサイト運
営が中断することがあり、この場合は免責とさせていだだきます。
第１６条（利用料金）
利用料金は、駐車場ごとに定めた一時駐車料金を適用します。
２．会社は、一般諸物価ならびに経済情勢等の変動その他の理由により一時駐車料金を改訂することがで
きます。
第１７条（利用料金の決済方法）
利用料金は、利用月の翌月の毎月２７日（休日の場合は銀行の翌営業日）に、会員口座から銀行引落し
するものとします。
２．ただし、契約初月分と次月分は会社指定口座へ請求書金額を振り込みます。振込みの場合、振込み手
数料は会員負担とし請求書到達日の月末までに支払うものとします。
３．会員に貸与されたビジネスカードを利用して精算された利用料金の支払は請求書毎の総額１回払いに
限ります。
４．会社は、会員の一月単位の利用料金を毎月末日締めで精算し、請求書を発行します。
第１８条（利用明細書の発行）
会社は、請求書とともに利用明細書を発行します。ただし、利用明細の発行は会員の発行申し込みを持
って発行し、発行手数料月額５００円を申し受けます。
２．会社は、利用料金の請求時に利用明細発行手数料を請求します。
第１９条（電子請求書発行サービス）
会員は、ビジネスカードにて利用した駐車料金の請求書をＷＥＢ上でダウンロードすること（以下「電
子請求書発行サービス」という）を選択することができます。会員が当月２５日までに当該サービスを選
択した場合、翌月月初に、会員が登録したメールアドレスに当月分の請求書発行通知が配信されます。
２．電子請求書発行サービスのご利用には、別途登録が必要となります。
３．電子請求書発行サービスを利用するには、インターネットに接続できる環境が必要となります。尚、
利用する際の通信料やプロバイダなどの費用は会員負担となります。
４．電子請求書発行サービスの申込み後は、第１７条に記載の紙媒体による請求書発行は停止となります。
５．電子請求書発行サービスに登録した会員は、第１８条に規定する利用明細書の発行を希望する場合、
ＷＥＢ上にて無償でダウンロードすることができます。
６．会社は、保守点検の為、予告なく電子請求書発行サービスを停止する場合があります。また、会社の
責に帰さない停電、回線不良の場合においても当該サービスが停止することがあることを会員は承諾し、
会員は会社に対して、当該サービス停止に起因する損害賠償の請求をすることはできません。
７．電子請求書発行サービスの利用休止は、ＷＥＢ上で２項で定める登録の解除を行うことでできます。
この場合、当月２５日までに登録解除を行えば、翌月月初に発行される当月分の請求書は、紙媒体となり
ます。
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第２０条（カード会費の徴収）
会社は、会員に発行したビジネスカードのカード会費１枚月額５０円を申し受けます。
２．会社は、利用料金の請求時に発行したビジネスカードの枚数にカード会費を加算して請求します。
３．カード会費は、利用停止の措置を行っているカードも同様に請求いたします。
第２１条（領収書の発行）
会社は、会員に対して利用料金の領収書発行はいたしません。
第２２条（会員登録保証金）
会員登録において、保証金を事前にいただく場合があります。この場合、会員は、会員申込後の会員入
会審査後、会員登録承認前の時点において、会社が定めた金額を保証金として会社に差し入れます。
２．会社は保証金を、会員が会社に対して債務のある場合に何の通知催告なしにそれに充当することがで
きます。
３．前項の場合、会社は保証金を契約終了の際、所定の手続き終了後、残額を会員に返却します。ただし
利息は付しません。
４．第２１条２項の場合、会社は不足分の保証金の充当を会員に請求できるものとします。この場合、会
員は、会社から充当の通知を受けた日から５日以内に保証金不足額を補填します。
５．会員が複数契約している場合に一契約が終了した場合、会社は、保証金を他の契約の保証金に充当を
することができ、充当後に残金がある場合は、本条３項により会員に返却します。
６．会員は、契約期間中は保証金をもって利用料金等の支払いその他本契約に基づく会社に対する債務と
の相殺をすることができません。
第２３条（届出事項の変更）
会員情報の変更は、会員専用ＷＥＢサイトへ会員ＩＤとパスワードによりログイン後、サイトから変更
書式書類をダウンロードしていただき、書類に会員届出印を捺印の上、書類を会社に郵送又は、ＦＡＸし
ていただきます。
２．会社は、会員からの書類を受付後、変更手続きが完了次第、変更完了メールをカード管理担当者宛に
送信します。
第２４条（会員資格の譲渡、転貸等の禁止）
会員は、このビジネスカードを利用する権利を第三者に譲渡もしくは転貸をしてはなりません。
２．会員は、このビジネスカードを利用する権利を、契約終了時に第三者に承継することはできません。
第２５条（会員からの解約手続き）
会員は、契約期間内においても自己の都合により、期間満了の１ヶ月までの予告をもって解約すること
ができます。
２．解約日は、申し入れ月の末日をもって満了とします。
３．解約の申し入れは解約届を会社が受理し、貸与されているすべてのビジネスカードの返還及びビジネ
スカードの支払債務が完済された時をもって解約手続きが完了するものとします。
４．会員は、解約の際に支払期限に関わらず、未払い債務全額を支払うものとします。
５．会員は、請求書到達日の当月末日までに、振込み手数料は会員負担とし会社に請求額を振込みにてお
支払いいただきます。
６．解約手続きが完了後、保証金の返納は会員の指定口座へ振込みにて返却します。
７．解約手続きの完了後、会社が提供する会員専用ＷＥＢサイトの利用はできません。
第２６条（会社からの利用許可の停止措置）
会員が、第３２条のいずれかに該当した場合、会社は何らの通知催告なしに利用の停止の措置をするこ
とができ、会員はこれに伴う会社の損害を賠償します。
第２７条（会員サービスの停止）
会社は、天災地変等会社の責に帰すことができない事由により駐車場が利用できない場合は、当然に契
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約を催告無しに解約することができるものとします。
２．会社都合で会員サービスを停止する場合は、会員に１ヶ月前に予告をし、１ヶ月経過すれば解約する
ことができます。
第２８条（会員サービスのご利用が出来ない場合又は休止等）
会社は、次の場合には会員サービスについて、サービス提供の休止を行なうことがあります。
１）天災地変等による災害、火災、浸水、爆破等による施設又は器物の損壊、その他これに準ずる事
故が発生する恐れがあると会社が認めた場合。
２）保安上、サービス提供の継続が適当でないと会社が認めた場合。
３）会員サービスを提供するシステムの保守・点検を行う場合。
４）通信ネットワーク不良の場合。
５）会員サービスを行う駐車場精算機の不具合・保守点検の場合。
６）ビジネスカードが偽造又は変造されたものである場合。
７）ビジネスカードが違法又は不正に取得されたものである場合。
８）ビジネスカードが破損又は磁気不良の場合。
９）停電等の事故により利用駐車場でビジネスカードを挿入する精算機の読取が行えない場合。
第２９条（免責事項）
会社は、次の事由及びその他会社の責に帰すことのできない事由によって生じた、会員の損害について
賠償責任を一切負いません。
１）他の車両等に、出庫を妨げられた事による待機時間・機会損失等により会員が蒙った損害及びそ
の他の損害。
２）メンテナンス作業及び機器等のトラブルに起因する出庫に際しての待機時間・機会損失等 によ
り会員が蒙った損害及びその他の損害。
第３０条（ビジネスカードの紛失・盗難）
会員は、ビジネスカードの紛失・盗難の事実が明らかになった場合、会社に速やかにその事実の届出を
行います。また、所轄の警察署へ紛失・盗難の事実の届け出を会員が行います。
２．紛失・盗難の事実を会社及び所轄警察に届けた後の、他人の利用については免責とします。
３．ただし、下記のいずれかに該当する場合には、紛失・盗難ビジネスカードが他人に使用されたことに
よる利用料金の支払は会員が負います。
１）会員の関係者によって使用された場合。
２）会員が会社の指示に従わず、損害の防止、軽減が間に合わなかった場合。
４．紛失・盗難届け受理後の当該ビジネスカードのご利用は停止されます。
第３１条（ビジネスカードの再発行）
ビジネスカードの紛失・盗難・毀損・磁気不良等の場合のビジネスカードの再発行は、会社がこれを承
認した後再発行します。
２．再発行のビジネスカードのカード番号は新たに採番されたカード番号で発行します。
第３２条（不正利用に対する割増料金）
会員が、ビジネスカードについて次の方法によりこれを使用した場合は、当該ビジネスカードを無効と
して回収し、かつ所定の駐車料金の他にその２倍相当額の割増料金を収受いたします。
１）券面の表示事項をぬり消し、又は改変した場合。
２）通用期間以外の期間にビジネスカードを不正に使用した場合。
第３３条（会員資格の喪失）
会員が、次のいずれかに該当した場合、会社は会員に資格喪失の通知を発することにより会員資格の喪
失ができるものとします。
１）入会に際して、会員が虚偽の報告をした場合。
２）本約款に違反した場合。
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３）請求された利用料金の支払を１回でも遅滞した場合。
４）会員が、振出した自振手形・小切手が不渡りの場合。
５）会員が、保全処分・破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てをした場合、又は受けた
場合。
６）会員が、差押え・仮差押え・強制執行・競売処分・租税滞納などの処分を受けた場合、又これら
の処分を受けるおそれがあると認められる場合。
７）会員が、その営業について、関係官庁から許可の取消し、停止処分を受けるおそれがあると認め
られた場合。
８）会員の社会的信用が悪化したと会社が判断した場合。
９）会員の財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
１０）その他、会員資格を与えるのが不適格と会社が判断した場合。
第３４条（期限の利益喪失）
会員が、前条のいずれかに該当した場合、会員は利用料金の債務について、会社から通知、催告を受け
ることなく、期限の利益を喪失し、直ちに支払い債務の全額を現金にて会社に支払うものとします。
第３５条（反社会的勢力の排除）
会員は、ビジネスカードの申込日において、かつ、会員資格の存続期間中において、会員（これらの役
員及び従業員を含む。以下本条において同じ。
）が次の各号に該当しないことを誓約し、確約します。
１）暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、それらの関係者、その他、暴力、威力と詐欺的手法を駆使
して経済的利益を追求する集団又は個人（以下「反社会的勢力」という。
）ではないこと。
２）反社会的勢力が自己又は自己の特別利害関係者の経営に関与していないこと。
３）自己、自己の役員、支配人、特別利害関係者、主要株主または取引先が、取引、資金提供その他
の行為を行うことを通じて、反社会的勢力の維持、運営等に協力又は関与していないこと。
２. 会員は、会社に対し、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する事項を行なわないことを
確約します。
１）詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等。
２）事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は、関係団体もしくは関係者が反社会的勢
力である旨を伝える等。
３）会社の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損する恐れのある行為等。
４）会社の業務を妨害し、又は、妨害する恐れのある行為等。
３．会員が１項に反した場合又は前項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、会社は何らの催告
を要せずして当該会員の会員資格を喪失させることができます。また、この規定により会員資格を喪失し
た会員は、期限の利益を失い、本約款から生じた一切の債務を直ちに弁済するものとします。
４．前項の規定により会員資格を喪失した会員は、当該会員資格の喪失により生ずる損害について、会社
に対し一切の請求をすることができません。
第３６条（遅延損害金）
会員は、本約款に基づく支払を遅延した場合は、その遅延金額に対して、年率 14.6％の割合による遅延
損害金を付加して会社に支払います。
第３７条（約款の変更）
この規定について、関係法規の改正、社会事情の変化等により、不都合と会社が判断した場合は、内容
を変更することがあります。この変更について会員は異議を申し立てません。
第３８条（約款に定めのない事項・合意管轄）
この規定に定めのない事項については、法令の規則に従うものとし、当事者間において万一紛争が生じ、
双方の示談を以って解決ができないときの訴訟は、訴額に拘わらず、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁
判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを双方とも予め合意します。
以下余白
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