「ウェルカムカードご利用規約」改訂のご案内
改訂後（改訂日 2022 年 3 月 1 日）
1.会員資格等

改訂前（2022 年 2 月 28 日まで）
（新設）

①ウェルカムカードご利用規約（以下「本規約」といいま
す）において「会員」とは、本規約の内容に同意の上、相鉄
ローゼン株式会社（以下「当社」といいます）に対しウェル
カムカード（以下「カード」といいます）への入会申込みを
し、当社が入会を承諾したお客様をいいます。
②本規約は、カードのほか、ローゼンアプリ上のポイントカ
ード機能（以下「デジタルカード」といいます）にも適用さ
れるものとします。

2.カードの発行について

1.カードの発行について

①カードおよびデジタルカード（以下併せて「カード等」と
いいます）は、お客様のお申込みに基づき当社が発行（貸
与）します。 カード等の発行手数料および年会費はかか
りません。ただし、すでにカードが発行済みである場合、そ

ウェルカムカード（以下「カード」といいます）は、お客様の
お申込みにより発行いたします。カードの新規発行及び年
間費用は一切かかりません。ただし、お申込みされたお客
様が 16 歳未満である場合、すでにカードが発行済みであ

の他当社が定める場合には、カード等は発行いたしませ
ん。

る場合、その他当社が定めた場合には、カードの発行をし
ないことがあります。なお、未成年のお客様は、お申込みに

②中学生以下のお客様は、親権者の同意がお申込みの条
件となります。

あたり、親権者のご同意を得てくださるようお願いします。

③カード等の発行は個人のお客様のみを対象とします。カ
ード等に付与される「ウェルカムカード№」は、お一人様に
つき１つ限りとなります（お一人様がカードおよびデジタル
カード両方の発行を受けた場合でも、付与される「ウェルカ
ムカード№」は 1 つとなります）。カード等のご利用は、会員
本人および同居のご家族に限ります。同一のお客様が故
意に複数のカードまたはデジタルカードの発行を受けた場
合には、当該お客様の会員資格を取り消させていただきま
す。
④カード等を第三者に譲渡または貸与することはできませ
ん。第三者に譲渡または貸与されたカード等は無効となり
ます。
⑤複数のカードまたはデジタルカードの間でポイントを合
算することはできません。

3.カードのご利用について

2.カードのご利用について

①カード等は、レジにて、お買上商品のご精算前にレジ係
にご提示ください。提示のない場合や精算後に提示された
場合には、ポイントの付与および特典は受けられません。
②カード等は、ウェルカムカード・システムを導入している
店舖であれば、どの店舗でご利用いただいてもポイントが
加算されます。ただし、店内の専門店・テナント・店頭催事

カードは、お会計の際、お買上商品のご精算の前にレジ係
にお渡しください。
提示のない場合や精算後のカード提示には、ポイントの付
与及び特典は受けられません。このカードは、ウェルカムカ
ード・システムを導入している店舖であれば、共通カードと
してどの店舗でのお買物についてもポイントが加算されま

改訂後（改訂日 2022 年 3 月 1 日）

改訂前（2022 年 2 月 28 日まで）

等ではご利用いただけません。

す。

③複製したカード等はご利用いただけません。

なお、カードは、店内の専門店・テナント・店頭催事等では
ご利用になれません。

4.ポイントサービスおよびボーナスポイントプレゼン 3.ポイントサービス及びボーナスポイントプレゼント
トについて
について
（１）ポイント加算について
①ポイントは、ポイント付与対象商品の１回のお買上総額
（税抜）に対して、200 円（200 円 未満切り捨て）ごとに

ポイントは、1 回のお買上総額（除く消費税）に対して、
100 円（100 円 未満切り捨て）につき 1 ポイント進呈い
たします。また、一部商品（商品券・ギフト券等の金券類や

1 ポイント加算いたします。ポイント付与対象商品の１回の
お買上総額（税抜）が 200 円未満の場合には、ポイント加
算はいたしません。
②レジでの精算前にカードまたはデジタルカードのご提示
がなかった場合は、ポイント加算はいたしません（会員の通
信端末やアプリの不具合または通信障害によってデジタル

タバコなど）にはポイントがつかないものもあります。
ボーナスポイントプレゼント進呈基準となる今月お買上金
額への加算は、消費税を除く金額によります。また、ポイント
サービス同様、一部商品（商品券・ギフト券等の金券類や
タバコなど）は、今月お買上金額に加算されないものもあ
ります。

カードをご提示いただけなかった場合を含みます）。
③ポイント倍増セール時は、ポイント付与対象商品のポイン

予めご了承願います。

ト倍率ごとにポイント計算を行います。倍率ごとの合計金額
（税抜）が 200 円未満の場合、ポイントは加算いたしませ
ん。
④有料レジ袋、タバコ、金券類（商品券、ギフト券、印紙、切
手等）、商品の送料、公共料金、地域指定ゴミ袋その他当
社が指定する商品・料金等、およびテナント、専門店、店頭
販売でのお買物は、ポイント付与の対象外（以下「ポイント
付与対象外商品等」といいます）とさせていただきます。ま
た、ボーナスポイント進呈基準となる今月お買上金額につ
いても、ポイント付与対象外商品はお買上金額の対象外と
させていただきます。
（２）ポイント利用について
①累計ポイントは、カードまたはデジタルカード導入店舗に
おいて、1 ポイントあたり 1 円としてお支払にご利用いただ
けます。ただし、ポイント付与対象外商品等のお支払にはご
利用いただけません。
②利用されたポイントは累計ポイントから差し引きます。
③ポイントは現金と交換できません。
④システム障害や通信障害等の不具合が生じた場合は、
ポイントが利用できないことがあります。

5.ご返品の際のポイントおよび今月お買上金額の 4.ご返品によるポイント及び今月お買上金額の取
取扱いについて

扱いについて

お買上商品をご返品された場合には、そのお買上金額に
相当するポイントおよび今月お買上金額への加算分は差し
引かせていただきます。これにより、累計ポイントがマイナス
になる場合があります。ポイントを利用してご購入の場合、
現金にてお返しすることがあります。

メンバーのご都合等によりお買上商品をご返品された場
合には、そのお買上金額に相当するポイント・今月お買上
金額加算分は差し引かせていただきます。
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6.ポイントの失効およびカードの無効ならびに個人 5.ポイントおよびカードの無効、個人情報の消去に
情報の消去について
ついて
カード等の最終のご利用日から 1 年間、もしくはキャンペ
ーン等によりポイントが加減算されてから 1 年間、カードま
たはデジタルカードのご利用がない場合には、その時点ま
での累計ポイントは失効し、カード等は無効となります。こ
の場合、ご登録いただいた個人情報は消去させていただき

カード最終ご利用日から 1 年間、カードのご利用がない
場合には、その時点までにカードに貯められていたポイント
およびカードは無効とし、登録している個人情報は消去さ
せていただきます。

ます。

7.各種ご案内の発送・メール送付および会員情報 6.ご案内物の発送とメンバー情報の管理について
当社からメンバーに対して、各種催事やお買得情報等の
の管理について
当社から会員に対して、各種催事やお買得情報等のご案

ご案内物を発送する場合がございますが、予めご了承くだ

内を郵送またはメールにてご送付させていただく場合がご
ざいます。また、会員の個人情報は、『ウェルカムカードの

さい。また、メンバーの個人情報については、裏面記載の当

個人情報の取扱いについて』に則り適正に管理するものと
し、会員はこれに則って当社が会員の個人情報を管理する
ことについて同意するものとします。

社『ウェルカムカードの個人情報の取扱いについて』によ
り、管理いたしますので、予めご了承ください。

8.会員情報の変更について

7.ご住所等の変更について

カードまたはデジタルカードご加入時にご登録いただいた
住所・氏名・電話番号等に変更があった場合は、速やかに
カード係またはご利用店舖までお申し出ください。ローゼン

カード加入時にご記入いただいた、ご住所・お名前・電話
番号などが変更になった場合には、お早めにカード係また
はご利用店舖までお申し出ください。

アプリをご利用の場合は、アプリ上で会員情報変更手続き
を行ってください。

9.カードの紛失等について

8.カードの紛失等について

①会員がカードの紛失によりカードの再発行を希望される
場合、各店舗サービスカウンターにて運転免許証その他の
身分証明書類によってご本人確認ができた場合に限りカ
ードの再発行を行い、その時点での累計ポイントを再発行
後のカードに加算いたします。
カードの再発行には、手数料として 300 円（消費税込）を
頂戴します。
②会員のご本人確認ができない場合または再発行のお申
込み受付け後、紛失にかかるカードがすでに失効している
ことが判明した場合は、再発行したカードに累計ポイントは
加算いたしません。その場合、再発行後のカードに手数料
の返還分として３００ポイントを加算いたします。
③店舗ご利用の際、カードの汚損または破損によりレジに
てポイント加算ができなかった場合は、無償でカードを再
発行いたします。カードを各店舗サービスカウンターまでご
持参ください。カードのご持参がない場合には、再発行の
手数料として 300 円（消費税込）を頂戴します。
④カードの再発行に 10 日程度かかる場合があります。
⑤カードがそうてつローゼンアプリに登録済みであった場

カードの紛失、盗難、破損の場合には直ちにカード係また
はご利用店舗までご連絡ください。また、これらによりポイ
ントの失効等が発生しても、当社は一切その責任を負いま
せん。なお、カード紛失等による再発行の際は、身分を証明
できるもの（運転免許証等）が必要になります。
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合、当該カードの再発行はできません。
⑥カードの紛失、盗難その他の事由により会員の累計ポイ
ントが第三者に使用された場合でも、当社は一切の責を負
いません。

10.会員資格の喪失

（新設）

会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当社は、何
らの通知、催告等をすることなく直ちに会員の資格を取り
消し、ポイントを無効にできるものとします。
(1)第 2 条③に違反したとき、または違反するおそれがある
と当社が合理的に判断したとき
(2)申込書に記載した内容が虚偽であることが判明したと
き
(3)第７条に定める会員情報の変更手続きを怠ったこと等
により、当社からの通知・連絡が行えないとき
(4)複数のカードまたはデジタルカードの新規発行を受け
たことが判明したとき
(5)ポイント加算またはポイント利用にあたり不正な行為が
あったと当社が合理的に判断したとき
(6)会員が自らまたは第三者を利用して不法行為（暴力的
な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫
行為、または暴力を用いる等）をしたとき
⑦その他本規約に違反し、会員として不適格と当社が合理
的に判断したとき

11.退会について

（新設）

会員はいつでも退会できるものとし、退会の申請は店舗サ
ービスカウンターまたはカード係へ行うものとします。退会
により、累計ポイントはすべて無効となります。

12.その他

9.その他

コンピュータシステムの保守点検、通信回線等の障害、天
変地異等の不可抗力により、事前の通知なく会員へのサー
ビスの一部または全部が一時的に提供できなくなることが
ありますので、ご了承ください。

夜間営業時間帯およびコンピュータシステムの保守また
は障害時は、ポイント・今月お買上金額のレシート上への正
常表示及びお買物券の発券が一時的にできなくなること
がありますので、ご了承願います。

13.本規約の改定等

10.ご利用規約の改定等

当社は、会員の同意なく本規約を改定することがありま

当社は、この規約を改定することがありますので予めご了

す。改定の内容やカードのご利用方法の詳細等は、店頭表
示またはホームページ等によりお知らせいたします。

承ください。この改定やカードのご利用方法の詳細につい
ては、店頭表示等によりお知らせいたします。

