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新 旧 

第 1条（個人情報の取得・保有・利用・提供） 

（1）会員規約に定める本会員・家族会員および

申込者（以下「会員」といいます）は、今回のお

申込みを含む髙島屋ファイナンシャル・パートナ

ーズ株式会社（以下「当社」といいます）との各

種取引(以下「各取引」といいます)の与信判断お

よび与信後の管理のため、次の情報（以下これら

を総称して「個人情報」といいます）を当社所定

の保護措置を講じた上で取得・保有・利用するこ

とに同意します。 

 

第６条（お問い合わせ窓口） 

○髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会

社 

 お客様相談室 

 〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-12-10 

 髙島屋グループ本社ビル 

 03-3668-1700 

 

 

〔共同利用会社〕 

本同意条項に定める共同利用会社は下記のとおり

です。 

 ＜髙島屋グループ＞ 

 株式会社 髙島屋 〒542-8510 大阪府大阪

市中央区難波 5-1-5 06-6631-1101 

 株式会社 高崎髙島屋 〒370-8565 群馬県

高崎市旭町 45 027-327-1111 

 株式会社 岐阜髙島屋 〒500-8525 岐阜県

岐阜市日ノ出町 2-25 058-264-1101 

 株式会社 岡山髙島屋 〒700-8520 岡山県

岡山市北区本町 6-40 086-232-1111 

 株式会社 米子髙島屋 〒683-0812 鳥取県

米子市角盤町 1-30 0859-22-1111 

 株式会社 ジェイアール東海髙島屋 〒

450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅

1-1-4 052-566-1101 

第 1条（個人情報の取得・保有・利用・提供） 

（1）会員規約に定める本会員・家族会員および

申込者（以下「会員」といいます）は、今回のお

申込みを含む髙島屋クレジット株式会社（以下

「当社」といいます）との各種取引(以下「各取

引」といいます)の与信判断および与信後の管理

のため、次の情報（以下これらを総称して「個人

情報」といいます）を当社所定の保護措置を講じ

た上で取得・保有・利用することに同意します。 

 

 

第６条（お問い合わせ窓口） 

○髙島屋クレジット株式会社 

 

 お客様相談室 

 〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-12-10 

 髙島屋グループ本社ビル 

 03-3668-1700 

 

 

〔共同利用会社〕 

本同意条項に定める共同利用会社は下記のとおり

です。 

 ＜髙島屋グループ＞ 

 株式会社 髙島屋 〒542-8510 大阪府大阪

市中央区難波 5-1-5 06-6631-1101 

 株式会社 高崎髙島屋 〒370-8565 群馬県

高崎市旭町 45 027-327-1111 

 株式会社 岐阜髙島屋 〒500-8525 岐阜県

岐阜市日ノ出町 2-25 058-264-1101 

 株式会社 岡山髙島屋 〒700-8520 岡山県

岡山市北区本町 6-40 086-232-1111 

 株式会社 米子髙島屋 〒683-0812 鳥取県

米子市角盤町 1-30 0859-22-1111 

 株式会社 ジェイアール東海髙島屋 〒

450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅

1-1-4 052-566-1101 
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 株式会社 伊予鉄髙島屋 〒790-8587 愛媛

県松山市湊町 5-1-1 089-948-2111 

 髙島屋保険株式会社 〒103-0027 東京都

中央区日本橋 2-12-10 髙島屋グループ本

社ビル 03-3246-5841 

 株式会社グッドリブ 〒103-0027 東京都

中央区日本橋 2-12-10 髙島屋グループ本

社ビル  03-5205-6137 

 株式会社タップ 〒556-0005 大阪府大阪

市浪速区日本橋 3-5-25 髙島屋東別館内 

06-6632-9131 

 株式会社エー・ティ・エー 〒103-0027 東

京都中央区日本橋 2-12-10 髙島屋グルー

プ本社ビル 03-3246-6750 

 株式会社高島屋友の会 〒103-0027 東京

都中央区日本橋 2-12-10 髙島屋グループ

本社ビル 03-5205-6029 

 株式会社髙島屋ファシリティーズ 〒

103-0027 東京都中央区日本橋 2-12-10 

髙島屋グループ本社ビル 03-5205-6003 

 株式会社センチュリーアンドカンパニー 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-12-10 

髙島屋グループ本社ビル 03-3231-5091 

 株式会社アール・ティー・コーポレーショ

ン 〒103-0027 東京都中央区日本橋

2-12-10 髙島屋グループ本社ビル 

03-5205-6041 

 髙島屋スペースクリエイツ株式会社 〒

103-0027 東京都中央区日本橋 2-12-10髙

島屋グループ本社ビル 03-5205-6100 

 東神開発株式会社 〒158-8502 東京都世

田谷区玉川 3-17-1 03-3709-0121 

 株式会社ファッションプラザ・サンローゼ 

〒158‐8502 東京都世田谷区玉川 3-17-1 

03-6805-7470 

 たまがわ生活文化研究所株式会社 〒

158-0094 東京都世田谷区玉川 3-17-1 

03-3707-5906 

 株式会社セレクトスクエア 〒135-0052 

東京都江東区潮見 2-8-10 03-5634-8803 

 DearMayuko株式会社 〒103-0025 東京都

 株式会社 伊予鉄髙島屋 〒790-8587 愛媛

県松山市湊町 5-1-1 089-948-2111 

 髙島屋保険株式会社 〒103-0027 東京都

中央区日本橋 2-12-10 髙島屋グループ本

社ビル 03-3246-5841 

 株式会社グッドリブ 〒103-0027 東京都

中央区日本橋 2-12-10 髙島屋グループ本

社ビル  03-5205-6137 

 株式会社タップ 〒556-0005 大阪府大阪

市浪速区日本橋 3-5-25 髙島屋東別館内 

06-6632-9131 

 株式会社エー・ティ・エー 〒103-0027 東

京都中央区日本橋 2-12-10 髙島屋グルー

プ本社ビル 03-3246-6750 

 株式会社高島屋友の会 〒103-0027 東京

都中央区日本橋 2-12-10 髙島屋グループ

本社ビル 03-5205-6029 

 株式会社髙島屋ファシリティーズ 〒

103-0027 東京都中央区日本橋 2-12-10 

髙島屋グループ本社ビル 03-5205-6003 

 株式会社センチュリーアンドカンパニー 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-12-10 

髙島屋グループ本社ビル 03-3231-5091 

 株式会社アール・ティー・コーポレーショ

ン 〒103-0027 東京都中央区日本橋

2-12-10 髙島屋グループ本社ビル 

03-5205-6041 

 髙島屋スペースクリエイツ株式会社 〒

103-0027 東京都中央区日本橋 2-12-10髙

島屋グループ本社ビル 03-5205-6100 

 東神開発株式会社 〒158-8502 東京都世

田谷区玉川 3-17-1 03-3709-0121 

 株式会社ファッションプラザ・サンローゼ 

〒158‐8502 東京都世田谷区玉川 3-17-1 

03-6805-7470 

 たまがわ生活文化研究所株式会社 〒

158-0094 東京都世田谷区玉川 3-17-1 

03-3707-5906 

 株式会社セレクトスクエア 〒135-0052 

東京都江東区潮見 2-8-10 03-5634-8803 

 DearMayuko株式会社 〒103-0025 東京都
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中央区日本橋茅場町 2-16-1 K&Mビル 5階 

03-3666-9200 

 A&S髙島屋デューティーフリー株式会社 

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷

5-17-14 MSD20ビル 7階 03-5361-7191 

 株式会社フードアンドパートナーズ 〒

104-0033 東京都中央区新川 1-2-10新川む

さしやビル 8階 03-5566-0800 

なお、その他共同利用会社につきましては、当社ホーム

ページ、パンフレット等でご案内および公表させていた

だきます。 

 

中央区日本橋茅場町 2-16-1 K&Mビル 5階 

03-3666-9200 

 A&S髙島屋デューティーフリー株式会社 

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷

5-17-14 MSD20ビル 7階 03-5361-7191 

 株式会社フードアンドパートナーズ 〒

104-0033 東京都中央区新川 1-2-10新川む

さしやビル 8階 03-5566-0800 

なお、その他共同利用会社につきましては、当社ホーム

ページ、パンフレット等でご案内および公表させていた

だきます。 

 

 

 


