
改定前 改定後
＜ご相談窓口＞ ＜ご相談窓口＞

1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡くださ
い。
2. カードのサービス、入退会手続等についてのお問い合わせ、届出事項の変更、宣伝印
刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
小田急電鉄株式会社
〒160‐8309 東京都新宿区西新宿1-8-3
小田急カード専用デスク
 0422-72-0030
（9:00AM～9:00PM 年末年始を除き年中無休）
3. 本規約についてのお問い合わせ・ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個
人情報に関するお問い合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記
におたずねください。
小田急電鉄株式会社　小田急カードお客様相談担当
〒160-8309 東京都新宿区西新宿1-8-3
 03-3349-9931
（10:00AM～5:00PM 年末年始を除く平日）
4. JCBに対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情
報に関するお問い合わせ・ご相談については下記におたずねください。
株式会社ジェーシービー　お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
 0120-668-500
（9:00AM～5:00PM 土・日・祝・年末年始休）

1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡くださ
い。
2. カードのサービス、入退会手続等についてのお問い合わせ、届出事項の変更、宣伝印
刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
小田急電鉄株式会社
〒160‐8309 東京都新宿区西新宿1-8-3
小田急カード専用デスク
 0422-72-0030
（9:00～21:00 年末年始を除き年中無休）
3. 本規約についてのお問い合わせ・ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個
人情報に関するお問い合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記
におたずねください。
小田急電鉄株式会社　小田急カードお客様相談担当
〒160-8309 東京都新宿区西新宿1-8-3
 03-3349-9931
（10：00～17:00 年末年始を除く平日）
4. JCBに対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・
ご相談については下記におたずねください。
株式会社ジェーシービー　お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
 0120-668-500
（9:00～17:00 土・日・祝・年末年始休）

［両社が加盟する個人信用情報機関の名称・住所・電話番号等は下記のとおりです。］ ［両社が加盟する個人信用情報機関の名称・住所・電話番号等は下記のとおりです。］

株式会社シー・アイ・シー（CIC）
（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/

株式会社シー・アイ・シー（CIC）
（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/

小田急ポイントカード特約 小田急ポイントカード特約

《小田急グループ》
小田急電鉄㈱ 、箱根登山鉄道㈱ 、江ノ島電鉄㈱ 、箱根登山バス㈱ 、神奈川中央交通㈱
、小田急バス㈱ 、立川バス㈱ 、東海自動車㈱ 、箱根登山観光バス㈱ 、㈱ 江ノ電バス
横浜、㈱ 江ノ電バス藤沢、神奈川中央交通東㈱ 、神奈川中央交通西㈱ 、神奈中観光㈱
、小田急シティバス㈱ 、㈱ シティバス立川、㈱ 伊豆東海バス、 ㈱南伊豆東海バス、
㈱西伊豆東海バス、 ㈱新東海バス、㈱ 東海バスオレンジシャトル、小田急箱根高速バス
㈱ 、小田急交通㈱ 、箱根登山ハイヤー㈱ 、㈱ 神奈中タクシーホールディングス、相模
中央交通㈱ 、神奈中ハイヤー㈱ 、 ㈱湘南相中、㈱ 海老名相中、㈱ 厚木相中、二宮神
奈中ハイヤー㈱ 、神奈中サガミタクシー ㈱、神奈中ハイヤー横浜㈱ 、伊勢原交通㈱ 、
川崎交通産業㈱ 、新立川交通㈱ 、伊豆急東海タクシー㈱ 、小田急交通南多摩 ㈱、箱根
観光船㈱ 、箱根ロープウェイ㈱ 、大山観光電鉄㈱ 、富士汽船 ㈱、小田急箱根ホール
ディングス㈱ 、東海輸送㈱ 、小田急オートサービス㈱ 、 ㈱小田急百貨店、小田急商事
㈱ 、 ㈱北欧トーキョー、 ㈱白鳩、江ノ電エリアサービス㈱ 、㈱ 神奈中商事、神奈川
三菱ふそう自動車販売㈱ 、神奈中相模ヤナセ㈱ 、 ㈱小田急友の会、小田急食品㈱ 、小
田急不動産㈱ 、㈱ 小田急ハウジング、箱根施設開発㈱ 、 ㈱フラッグス、㈱ 小田急リ
ゾーツ、 ㈱ホテル小田急、 ㈱ホテル小田急静岡、㈱ ホテル小田急サザンタワー、箱根
プレザント㈱ 、㈱グランドホテル神奈中、UDS㈱ 、沖縄UDS㈱  、誉都思建筑咨洵（北
京）有限公司、誉都思酒店管理（北京）有限公司、㈱ 小田急レストランシステム、ジ
ローレストランシステム㈱ 、 ㈱神奈中システムプラン、㈱ ジロープランニングサービ
ス、ジローレストランツエイジア（カンボジア）、 ㈱小田急トラベル、㈱エリスタ、㈱
小田急スポーツサービス、㈱ 富士小山ゴルフクラブ、 ㈱クリエイトＬ＆Ｓ、 ㈱小田急
エンジニアリング、神中興業㈱ 、横浜車輌工業㈱ 、 ㈱東海車輌サービス、㈱ 小田急ビ
ルサービス、箱根登山トータルサービス㈱ 、横浜ビルシステム㈱ 、東海綜合警備保障㈱
、小田急デパートサービス㈱ 、㈱ コンフィット、㈱ ウェルハーツ小田急、 ㈱小田急
エージェンシー、 ㈱アドベル、 ㈱神奈中情報システム、 ㈱小田急ランドフローラ、 ㈱
小田急フィナンシャルセンター、 ㈱神奈中アカウンティングサービス、㈱ 小田急プラ
ネット、 ㈱小田急保険サービス、 ㈱小田急グループマテリアルズ

《小田急グループ》
小田急電鉄㈱ 、箱根登山鉄道㈱ 、江ノ島電鉄㈱ 、箱根登山バス㈱ 、神奈川中央交通㈱
、小田急バス㈱ 、立川バス㈱ 、東海自動車㈱ 、箱根登山観光バス㈱ 、㈱ 江ノ電バス
横浜、㈱ 江ノ電バス藤沢、神奈川中央交通東㈱ 、神奈川中央交通西㈱ 、神奈中観光㈱
、小田急シティバス㈱ 、㈱ シティバス立川、㈱ 伊豆東海バス、 ㈱南伊豆東海バス、
㈱西伊豆東海バス、 ㈱新東海バス、㈱ 東海バスオレンジシャトル、小田急箱根高速バス
㈱ 、小田急交通㈱ 、箱根登山ハイヤー㈱ 、㈱ 神奈中タクシーホールディングス、相模
中央交通㈱ 、神奈中ハイヤー㈱ 、 ㈱湘南相中、㈱ 海老名相中、㈱ 厚木相中、二宮神
奈中ハイヤー㈱ 、神奈中サガミタクシー ㈱、神奈中ハイヤー横浜㈱ 、伊勢原交通㈱ 、
川崎交通産業㈱ 、新立川交通㈱ 、伊豆急東海タクシー㈱ 、小田急交通南多摩 ㈱、箱根
観光船㈱ 、箱根ロープウェイ㈱ 、大山観光電鉄㈱ 、富士汽船 ㈱、小田急箱根ホール
ディングス㈱ 、東海輸送㈱ 、小田急オートサービス㈱ 、 ㈱小田急百貨店、小田急商事
㈱ 、 ㈱北欧トーキョー、江ノ電エリアサービス㈱ 、㈱ 神奈中商事、神奈川三菱ふそう
自動車販売㈱ 、神奈中相模ヤナセ㈱ 、 ㈱小田急友の会、 ㈱白鳩、㈱ジェネリックコー
ポレーション、小田急食品㈱ 、小田急不動産㈱ 、㈱ 小田急ハウジング、箱根施設開発
㈱ 、 ㈱フラッグス、㈱ 小田急リゾーツ、 ㈱ホテル小田急、 ㈱ホテル小田急静岡、㈱
ホテル小田急サザンタワー、箱根プレザント㈱ 、㈱グランドホテル神奈中、UDS㈱ 、沖
縄UDS㈱  、誉都思建筑咨洵（北京）有限公司、誉都思酒店管理（北京）有限公司、㈱ 小
田急レストランシステム、ジローレストランシステム㈱ 、 ㈱神奈中システムプラン、㈱
ジロープランニングサービス、ジローレストランツエイジア（カンボジア）、 ㈱小田急
トラベル、㈱エリスタ、㈱ 小田急スポーツサービス、㈱ 富士小山ゴルフクラブ、 ㈱神
奈中スポーツデザイン、 ㈱小田急エンジニアリング、神中興業㈱ 、横浜車輌工業㈱ 、
㈱東海車輌サービス、㈱ 小田急ビルサービス、箱根登山トータルサービス㈱ 、横浜ビル
システム㈱ 、東海綜合警備保障㈱ 、小田急デパートサービス㈱ 、㈱ コンフィット、㈱
ウェルハーツ小田急、 ㈱小田急エージェンシー、 ㈱アドベル、 ㈱神奈中情報システ
ム、 ㈱小田急ランドフローラ、 ㈱小田急フィナンシャルセンター、 ㈱神奈中アカウン
ティングサービス、㈱ 小田急プラネット、 ㈱小田急保険サービス、 ㈱小田急グループ
マテリアルズ

計99社2017年7月現在 計100社2018年1月現在

OPクレジット ハウス会員規約・規定　新旧対照表
※赤字下線部分が改定になった箇所です。
※規約中の「当社」は小田急電鉄株式会社、「JCB」は株式会社ジェーシービー、「両社」は小田急電鉄株式会社および株式会社ジェーシービーをいいます。


