宇佐美カード会員専用サービス
利用申込書
（兼変更・利用停止申請書）

宇佐美グループ

利用申込書（兼変更・利用停止申請書）
ご記入日：平成

年

月

日

『うさｎ＠ｖｉ利用者規約』に同意の上、申込み致します。
※御記入された情報は利用審査及び登録中の管理、並びに付帯サービス提供の為に利用されます。

申込み区分（必須）

①お申込み

②メールアドレス変更

③利用停止

－

お客様コード（必須）

社 印

会社名

住所

代表者名（必須）

連絡先電話番号
フリガナ（必須）
管理責任者（必須）
メールアドレス（必須）

例
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＿
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＠
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ｃ

ｏ

．

ｊ

ｐ

※パソコンのみ可、携帯電話
は不可

※ハイフン「-」、ドット「．」、ア
ンダーバー「_」等の間違えやす
い文字については、正確に記

※代表メールアドレスのみご登録ください。他のメールアドレスの追加登録については、実際の

入願います。

「うさｎ＠ｖｉ」サイトから追加・変更登録が可能です。

請求書選択（必須）

Ｗｅｂ請求書のみ

鑑のみ郵送

ご不明な点につきましては、弊社担当支店へお問合せください。
※控えが必要な方はコピーをとって頂き、原本をご提出願います。

宇佐美使用欄

全て郵送（鑑・明細）

うさｎ＠ｖｉ利用者規約
第１条（定義）
本約款の用語の意味は以下に定める意味を有するもの
とします。
１． 「会員」とは、宇佐美カード入会申込書において宇佐
美カード会員規約を承認の上、お申込み頂いた方で、
当グループが審査を行った上、入会を承認し契約が
成立した方（宇佐美カード会員）をいいます。
２． 「当グループ」とは、株式会社宇佐美鉱油（以下「当
社」といいます）及び当社が別途指定する当社関連
会社で構成される宇佐美グループをいいます。
３． 「うさ n＠ｖｉ」（以下「本サービス」という）とは、当グルー
プ所定のＷｅｂサイト（以下「Ｗｅｂサイト」という）にお
いて提供する第５条の内容のサービスをいいます。
４． 「利用登録」とは、本サービスの利用を希望する会員
が、所定の方法により利用の申込みを行った上、当
グループが本サービスの利用を承認し、利用者として
登録することをいいます。
５． 「利用者」とは、本規約および宇佐美カード会員規
約その他関連諸規定の内容を了承のうえ、利用の
申込を行い、当グループに承認されて利用登録を完
了した会員をいいます。
６． 「登録情報」とは、利用者が利用登録時に申請した
属性情報、Ｅメールアドレスその他の情報およびパス
ワードの情報をいいます。
第２条（利用登録等）
１． 利用登録を行うことができる者は、会員または会員の
従業員とします。
２． 本サービスの利用を希望する会員は、本規約を承認
の上、当グループ所定の方法により、お客様コード、
管理責任者、Ｅメールアドレスその他の必要事項を
当グループに申請するものとします。
３． 審査の結果により、本サービスの一部又は全部の利
用が出来ない事について何ら異議はありません。
４． 利用者は、当グループ所定の方法で申込することに
より、本サービスの利用を中止することができるものと
します。
５． 本サービスの利用期間は、申込み日より１年間とし、
利用者からの利用中止依頼および第９条に定める
利用登録抹消に該当する場合を除き、自動継続さ
れることとします。
第３条（登録情報変更）
利用者は、当グループに登録した情報の内容に変更があ
った場合、直ちに当グループ所定の変更手続きを行うも
のとします。
第４条（接続方式及び費用負担）
利用者の端末からうさ n@vi への接続については、インター
ネット接続とし、必要な通信の手段、通信に係わる費用
は利用者の負担とします。
第５条（本サービスの機能等）
１． 当グループの提供する本サービスの機能等は、以下
のとおりとします。
（１） 請求書および御買上明細書のダウンロード
（２） 利用状況の確認
（３） 給油カードの追加注文・利用停止依頼
（４） 燃料油および潤滑油などのオーダー

（５） 当グループからのお知らせ
（６） アンケート機能
２． 当グループは、本サービスの機能を、任意に追加・変
更または中止することがあります。その場合、当グルー
プは、利用者に対し、本サービスのお知らせ機能およ
びその他の方法により、公表または通知します。
第６条（本サービスの利用方法）
１． 利用者は、本規約のほか、第５条 第１項の各種機
能毎に別途定める「ご案内」、「ご利用上の注意」そ
の他の注記事項および別途定める規約等（以下、
本規約、注記事項および規約を総称して「本規約
等」という）を遵守するものとします。
２． 利用者は、ＷｅｂサイトにおいてユーザーＩＤ、パスワー
ドを入力し、本規約等に従うことにより、本サービスを
利用することができるものとします。
３． 当グループは、入力されたユーザーＩＤ、パスワードによ
り、その入力者を利用者本人と推定します。
第７条（本サービスで取得した請求書の扱い）
１． 当グループからの請求については、本サービスで提供
する請求書で正式な請求とします。
２． 利用者は、本サービスまたは郵送及び宅配便等で受
け取った請求書に基づき当グループへの支払いを行う
ものとします。
３． 本サービスで取得した請求書について疑義事象が発
生した場合は、利用者は当グループに対して速やか
に報告するものとし、利用者の支払い金額については
両者協議のうえ決定するものとします。
第８条（利用者の管理責任）
１． 利用者は、自己のユーザーＩＤ、パスワードが本サービ
スにおいて使用されるものであることを認識し、厳重に
その管理を行うものとします。
２． 利用者は、ユーザーＩＤ、パスワードの使用・管理につ
いて他人に知られないように善良なる管理者の注意
をもって管理するものとします。
３． ユーザーＩＤ、パスワードが第三者に使用されたことに
よる損害は、当グループの故意または重大な過失に
よる場合を除き、当グループは一切責任を負わない
ものとします。
４． 利用者は、自己のユーザーＩＤ、パスワードが使用され
て当グループに対して損害を与えた場合、その損害を
賠償しなければならないものとします。
第９条（利用者の禁止事項）
利用者は利用者として有する権利を第三者に譲渡もしく
は行使させてはならないものとします。
第１０条（知的財産権等）
本サービスの内容、情報など本サービスに含まれる著作
権、商標その他の知的財産権等は、すべて宇佐美グル
ープ及び各石油元売会社、その他の権利者に帰属する
ものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害
するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第１１条（利用登録抹消）
当グループは、利用者が次のいずれかに該当する場合も
しくは当グループが必要と認めた場合には、事前に通知す

ることなく、その利用登録を抹消できるものとし、当該利
用者の本サービスの利用を制限または停止できるものとし
ます。また、これにより会員に何らかの損害が生じたとして
も、当グループは一切責任を負わないものとします。
（１） 宇佐美カード会員資格を喪失した場合
（２） 本規約のいずれかに違反した場合
（３） 利用登録時に虚偽の申請をした場合
（４） 債務不履行など利用者と当グループとで交わした
契約全般において義務の履行を行わなかった場合
（５） ログインパスワードの入力を連続して誤り、ログインエ
ラーとなった場合
（６） その他当グループが利用者として不適当と判断した
場合
第１２条（利用者に対する通知）
１． 当グループは、利用者より登録されたＥメールアドレス
または連絡先電話番号を利用者に対する通知や情
報提供に利用します。
２． 当グループが、登録されたＥメールアドレスまたは連絡
先電話番号に対して通知や情報提供を行ったことに
より、利用者または第三者に対して損害が発生した
場合にも、当グループの故意または重大な過失によ
る場合を除き、当グループは一切責任を負わないも
のとします。
第１３条（個人情報の取扱い）
１． 利用者は、当グループがＥメールアドレスなどの登録
情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情
報につき、当グループの個人情報保護方針（プライ
バシーポリシー
http://usami-net.com/privacy/privacy.html）に
従い、取り扱うことに同意します。
２． 当グループは、当グループの業務を第三者に委託す
る場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を
当該業務委託先に提供することがあります。
第１４条（免責）
当グループの故意または重大な過失による場合を除き、
当グループは、本サービスの利用に起因して生じた利用
者の損害について、一切責任を負わないものとします。
第１５条（本サービスの一時停止・中止・廃止）
１． 当グループは、次のいずれかに該当する場合、利用
者への事前通知がない場合でも、本サービスを一時
停止または中止することがあります。
（１） システム保守その他本サービス運営上の必要がある
場合
（２） 天災、停電その他本サービスを継続することが困難
になった場合
（３） 発注商品に欠品が生じている場合
（４） その他当グループが必要と判断した場合
２． 当グループの故意または重大な過失による場合を除
き、当グループは、本サービスの一時停止または中止
に起因して生じたいかなる損害について、一切責任を
負わないものとします。
３． 当グループは本サービスの運営が困難であると判断し
た場合、本サービスの一部又は全てを廃止する事が
あります。その場合、当グループは当該廃止事項につ

いて、遅滞なく、書面、Ｗｅｂサイトその他の方法によ
り、利用者に公表または通知します。
第１６条（本規約の変更）
１． 当グループは、利用者への事前通知または承諾なく
して、本規約を随時変更することができるものとします。
この場合、当グループは当該変更について、遅滞なく、
書面、Ｗｅｂサイトその他の方法により、利用者に公
表または通知します。
２． 利用者は、前項の公表または通知の後、本サービス
を利用したことをもって、当該変更に同意したものとし
ます。
第１５条（準拠法）
本規約の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本
法が適用されるものとします。
第１６条（合意管轄）
本サービスの利用に関する紛争について、会員と当グルー
プとの間で訴訟が生じた場合、会員と宇佐美カード入会
申込書を取り交した当社の取扱支店を管轄する裁判所
を、管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第１７条（本規約の優越）
本サービスの利用に際し、当グループが別に定める会員
規約などのあらゆる規約と本規約の内容が一致しない場
合は、本規約が優先されるものとします。

付 則
本規約は、平成２２年１０月１日より施行します。
平成２５年１０月１０日改定
宇佐美グループ
１． 株式会社 宇佐美鉱油
２． 株式会社 東日本宇佐美
３． 株式会社 西日本宇佐美
４． 株式会社 ダイツー
５． 株式会社 ユーオーエス
６． 株式会社 宇佐美保険サービス
７． 有限会社 宇佐美共栄社
８． 株式会社 宇佐美エナジー

平成２５年１０月１０日現在

