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現 行 （令和２年 11 月 13 日まで） 改 正 （令和２年 11 月 14 日以降） 

 

JR 東海エクスプレス・カード ビジネス会員 

 
エクスプレス予約サービス（ビジネス）に関する特約 

 
（前略） 

 
第 8条（事前申込サービス）  

1.本サービスの乗車券類は、別に定める期間においては、旅客営業規則に

定める発売日（以下、「発売開始日」という。）の前に購入の申込（以下、

「事前申込」という）を行うことができるものとする。ただし、当社は必

要と認めた場合には事前申込の停止をすることがあるものとする。ま

た、発売開始日あたりの事前申込の件数には限りがあるものとする。  

 

2.当社は、会員が事前申込を行った場合、予約・申込サイト上で、事前申

込を受け付けた旨の通知を行うものとする。 

3.当社は、会員が事前申込を行った列車の発売開始日の午前10時に事前申

込の内容について購入申込があったものとして、午前10時以降順次、手

続きを行うものとする。運送契約の締結の成否の通知は、第 6 条に基づ

き電子メール送信により行うものとする。 

（注）事前申込は、運送契約の締結を約束するものではありません。 

4.前項にかかわらず、当社は会員に対し、運送契約の締結の成否の通知を

カスタマーセンターから行う場合があるものとする。 

5.前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく運送契約は締結され

 

 JR 東海エクスプレス・カード ビジネス会員 

 
エクスプレス予約サービス（ビジネス）に関する特約 

 
（前略） 

 
第 8条（事前申込サービス）  

1.本サービスの乗車券類は、別に定める期間においては、旅客営業規則に

定める発売日（以下、「発売開始日」という。）の前に購入の申込（以下、

「事前申込」という）を行うことができるものとする。ただし、当社は必

要と認めた場合には事前申込の停止をすることがあるものとする。ま

た、発売開始日および列車あたりの事前申込の件数には限りがあるもの

とする。  

2.当社は、会員が事前申込を行った場合、予約・申込サイト上で、事前申

込を受け付けた旨の通知を行うものとする。 

3.当社は、会員が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 8 時に事前申

込の内容について購入申込があったものとして、午前 8 時以降順次、手

続きを行うものとする。運送契約の締結の成否の通知は、第 6 条に基づ

き電子メール送信により行うものとする。 

（注）事前申込は、運送契約の締結を約束するものではありません。 

4.前項にかかわらず、当社は会員に対し、運送契約の締結の成否の通知を

カスタマーセンターから行う場合があるものとする。 

5.前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく運送契約は締結され
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るものとする。なお、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、会

員は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとす

る。 

6.事前申込の取消は、会員が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 10

時に達する前までの間に無手数料で行うことができ、それ以降は取消で

きないものとする。 

 
（以下略） 

改定日 令和２年３月 21 日 

 

JR 東海 EX-IC サービス規約（ビジネス） 
 
第 16 条 （EX-IC カードの返却等） 

1.会員又はカード使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社、当

社指定路線を運営する他社又は提携企業は、会員又はカード使用者に対し、

EX-IC カードの返却を求めるないし本サービス等の提供を終了することが

あります。 

(1)本規約に違反した場合 

 

（中略） 

 

(7)会員が、株式会社セディナへの約定支払額の支払いを怠った場合等、同

社より EX-IC カードの利用を停止するよう依頼を受け、当社がこれを妥当

と判断した場合 

 

るものとする。なお、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、会

員は、カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとす

る。 

6.事前申込の取消は、会員が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 8

時に達する前までの間に無手数料で行うことができ、それ以降は取消で

きないものとする。 

 

（以下略） 

改定日 令和２年 11 月 14 日 

 

JR 東海 EX-IC サービス規約（ビジネス） 
 
第 16 条 （EX-IC カードの返却等） 

1.会員又はカード使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社、当

社指定路線を運営する他社又は提携企業は、会員又はカード使用者に対し、

EX-IC カードの返却を求めるないし本サービス等の提供を終了することが

あります。 

(1)本規約に違反した場合 

 

（中略） 

 

(7)会員が、約定支払額の支払いを怠った場合等、会員の指定クレジットカ

ード発行会社より EX-IC カードの利用を停止するよう依頼を受け、当社が

これを妥当と判断した場合 
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（以下略） 

改定日 令和２年３月 21 日 

 

 

JR 東海エクスプレス・カード コーポレート会員 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス特約 

 

（前略） 
 

第 9 条（事前申込サービス）   

1.本サービスの乗車券類は、別に定める期間においては、旅客営業規則に定

める発売日（以下「発売開始日」という。）の前に購入の申込（以下「事前

申込」という）を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合

には事前申込の停止をすることがあります。また、発売開始日あたりの事

前申込の件数には限りがあります。  

2.当社は、カード使用者が事前申込を行った場合、予約・申込サイト上で、

事前申込を受け付けた旨の通知を行います。  

3.当社は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 10 時

に事前申込の内容について購入申込があったものとして、午前 10 時以降

順次、手続きを行うものとします。運送契約の締結の成否の通知は、第 6

条に基づき電子メール送信により行います。 

（注）事前申込は、運送契約の締結を約束するものではありません。 

4.前項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、の通知をカスタマーセン

ターから行う場合があります。 

（以下略） 

改定日 令和２年 11 月 14 日 

 

 

JR 東海エクスプレス・カード コーポレート会員 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス特約 

 

（前略） 
 

第 9 条（事前申込サービス）   

1.本サービスの乗車券類は、別に定める期間においては、旅客営業規則に定

める発売日（以下「発売開始日」という。）の前に購入の申込（以下「事前

申込」という）を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合

には事前申込の停止をすることがあります。また、発売開始日および列車

あたりの事前申込の件数には限りがあります。  

2.当社は、カード使用者が事前申込を行った場合、予約・申込サイト上で、

事前申込を受け付けた旨の通知を行います。  

3.当社は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 8時に

事前申込の内容について購入申込があったものとして、午前8時以降順次、

手続きを行うものとします。運送契約の締結の成否の通知は、第 6条に基

づき電子メール送信により行います。 

（注）事前申込は、運送契約の締結を約束するものではありません。 

4.前項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、の通知をカスタマーセン

ターから行う場合があります。 



4 
 

5.前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく運送契約は締結されま

す。なお、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カード使用者は、

カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。 

6.事前申込の取消は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の

午前 10 時に達する前までの間に無手数料で行うことができますが、それ

以降は取消できません。 

 

（以下略） 

改定日 令和２年３月 21 日 

 

 

Ｅ予約専用会員 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス（Ｅ予約専用）規約 

 

（前略） 

 

第９条（事前申込サービス）  

１．本サービスの乗車券類は、別に定める期間においては、旅客営業規則に定

める発売日（以下「発売開始日」という。）の前に購入の申込（以下「事前

申込」という）を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合に

は事前申込の停止をすることがあります。また、発売開始日あたりの事前申

込の件数には限りがあります。   

２．当社は、カード使用者が事前申込を行った場合、申込操作完了後の画面上

で、事前申込を受け付けた旨の通知を行います。  

5.前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく運送契約は締結されま

す。なお、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カード使用者は、

カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。 

6.事前申込の取消は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の

午前 8時に達する前までの間に無手数料で行うことができますが、それ以

降は取消できません。 

 

（以下略） 

改定日 令和２年 11 月 14 日 

 

 

Ｅ予約専用会員 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス（Ｅ予約専用）規約 

 

（前略） 

 

第９条（事前申込サービス）  

１．本サービスの乗車券類は、別に定める期間においては、旅客営業規則に定

める発売日（以下「発売開始日」という。）の前に購入の申込（以下「事前

申込」という）を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合に

は事前申込の停止をすることがあります。また、発売開始日および列車あた

りの事前申込の件数には限りがあります。   

２．当社は、カード使用者が事前申込を行った場合、申込操作完了後の画面上

で、事前申込を受け付けた旨の通知を行います。  
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３．当社は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 10 時

に事前申込の内容について購入申込があったものとして、午前 10 時以降順

次、手続きを行うものとします。申込が成立したか否かの回答の通知は、第

6条に基づき電子メール送信により行います。 

（注）事前申込は、運送契約の締結を約束するものではありません。 

４．前項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、申込が成立したか否かの

回答の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。 

５．前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく運送契約は締結されま

す。なお、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カード使用者は、

カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。 

６．事前申込の取消は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の

午前 10 時に達する前までの間に無手数料で行うことができますが、それ以

降は取消できません。 

 

（以下略） 

改定日 令和２年３月 21 日 

 

 

Ｅ予約専用Ｗ会員 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス（Ｅ予約専用Ｗ）規約 
 

（前略） 
 
第９条 （事前申込サービス）  

３．当社は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 8 時

に事前申込の内容について購入申込があったものとして、午前 8 時以降順

次、手続きを行うものとします。申込が成立したか否かの回答の通知は、第

6条に基づき電子メール送信により行います。 

（注）事前申込は、運送契約の締結を約束するものではありません。 

４．前項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、申込が成立したか否かの

回答の通知をカスタマーセンターから行う場合があります。 

５．前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく運送契約は締結されま

す。なお、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、カード使用者は、

カスタマーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。 

６．事前申込の取消は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の

午前 8 時に達する前までの間に無手数料で行うことができますが、それ以

降は取消できません。 

 

（以下略） 

改定日 令和２年 11 月 14 日 

 

 

Ｅ予約専用Ｗ会員 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス（Ｅ予約専用Ｗ）規約 
 

（前略） 
 
第９条 （事前申込サービス）  
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１．本サービスの乗車券類は、当社が別に定める期間において、旅客営業規則

に定める発売日（以下、「発売開始日」という。）の前に購入の申込（以下、

「事前申込」という。）を行うことができるものとする。ただし、当社が必

要と認めた場合には事前申込の停止をすることがある。また発売開始日あ

たりの事前申込の件数には限りがある。 
２．当社は、カード使用者が事前申込を行った場合、申込操作完了後の画面に

おいて、事前申込を受け付けた旨の通知を行うものとする。 
３．当社は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の午前１０時

に事前申込の内容について購入申込があったものとして、午前１０時以降

順次、手続きを行うものとする。申込が成立したか否かの当社からの回答の

通知は、第６条に基づき電子メール送信により行うこととする。 
（注）事前申込は、申込の成立を約束するものではない。 
４．前項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、申込が成立したか否かの

通知をＥＸサポートダイヤルから行う場合がある。 
５．前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく運送契約が締結され

る。なお、発売開始日当日中に当社から通知が無い場合、カード使用者は、

ＥＸサポートダイヤルに電話連絡を行い、その指示に従うものとする。 
６．事前申込の取消は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の

午前１０時に達する前までの間に無手数料にて行うことができるが、それ

以降の取消はできない。 
 

（以下略） 
改定日 令和２年３月 21 日 

 

 

１．本サービスの乗車券類は、当社が別に定める期間において、旅客営業規則

に定める発売日（以下、「発売開始日」という。）の前に購入の申込（以下、

「事前申込」という。）を行うことができるものとする。ただし、当社が必

要と認めた場合には事前申込の停止をすることがある。また発売開始日お

よび列車あたりの事前申込の件数には限りがある。 
２．当社は、カード使用者が事前申込を行った場合、申込操作完了後の画面に

おいて、事前申込を受け付けた旨の通知を行うものとする。 
３．当社は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の午前８時に

事前申込の内容について購入申込があったものとして、午前８時以降順次、

手続きを行うものとする。申込が成立したか否かの当社からの回答の通知

は、第６条に基づき電子メール送信により行うこととする。 
（注）事前申込は、申込の成立を約束するものではない。 
４．前項にかかわらず、当社はカード使用者に対し、申込が成立したか否かの

通知をＥＸサポートダイヤルから行う場合がある。 
５．前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく運送契約が締結され

る。なお、発売開始日当日中に当社から通知が無い場合、カード使用者は、

ＥＸサポートダイヤルに電話連絡を行い、その指示に従うものとする。 
６．事前申込の取消は、カード使用者が事前申込を行った列車の発売開始日の

午前８時に達する前までの間に無手数料にて行うことができるが、それ以

降の取消はできない。 
 

（以下略） 
改定日 令和２年 11 月 14 日 
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 提携コーポレート会員（ＪＣＢ） 

エクスプレス予約サービス（JCB）に関する特約 
 

提携コーポレート会員（三井住友） 

エクスプレス予約サービス（三井住友エクスプレスコーポレートカード）に関する特約 

（三井住友カード株式会社およびその提携するカード発行会社用） 

 

提携コーポレート会員（ＵＣ） 

エクスプレス予約サービス（ＵＣコーポレート）に関する特約 
 
提携コーポレート会員（ＭＵＦＧ） 
エクスプレス予約サービス（MUFG カード コーポレート）に関する特約 
 
提携コーポレート会員（ＤＣ個別払い） 
提携コーポレート会員（ＤＣ一括払い） 

エクスプレス予約サービス（DC コーポレート）に関する特約 
 
提携コーポレート会員（ＴＦ） 

エクスプレス予約サービス（ＴＳ ＣＵＢＩＣ コーポレート）に関する特約

 
提携コーポレート会員（ＡＭＥＸ） 

エクスプレス予約サービス（アメリカン・エキスプレス・コーポレート）に関する特約 

※各規約共通 

 

（前略） 

提携コーポレート会員（ＪＣＢ） 

エクスプレス予約サービス（JCB）に関する特約 
 

提携コーポレート会員（三井住友） 

エクスプレス予約サービス（三井住友エクスプレスコーポレートカード）に関する特約 

（三井住友カード株式会社およびその提携するカード発行会社用） 

 

提携コーポレート会員（ＵＣ） 

エクスプレス予約サービス（ＵＣコーポレート）に関する特約 
 
提携コーポレート会員（ＭＵＦＧ） 
エクスプレス予約サービス（MUFG カード コーポレート）に関する特約 
 
提携コーポレート会員（ＤＣ個別払い） 
提携コーポレート会員（ＤＣ一括払い） 

エクスプレス予約サービス（DC コーポレート）に関する特約 
 
提携コーポレート会員（ＴＦ） 

エクスプレス予約サービス（ＴＳ ＣＵＢＩＣ コーポレート）に関する特約 
 

提携コーポレート会員（ＡＭＥＸ） 
エクスプレス予約サービス（アメリカン・エキスプレス・コーポレート）に関する特約 

※各規約共通 

 
（前略） 
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第９条 （事前申込サービス）  
1.本サービスの乗車券類は、別に定める期間においては、旅客営業規則に定め

る発売日（以下、「発売開始日」という。）の前に購入の申込（以下、「事前

申込」という）を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合に

は事前申込の停止をすることがあります。また、発売開始日あたりの事前申

込の件数には限りがあります。  
2.当社は、会員が事前申込を行った場合、予約・申込サイト上で、事前申込を

受け付けた旨の通知を行います。  
3.当社は、会員が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 10 時に事前申込

の内容について購入申込があったものとして、午前 10 時以降順次、手続き

を行うものとします。運送契約の締結の成否の通知は、第６条に基づき電子

メール送信により行います。 
（注）事前申込は、運送契約の締結を約束するものではありません。 
4.前項にかかわらず、当社は会員に対し、運送契約の締結の成否の通知をカス

タマーセンターから行う場合があります。 
5.前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく運送契約は締結されま

す。なお、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、会員は、カスタマ

ーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。 
6.事前申込の取消は、会員が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 10 時

に達する前までの間に無手数料で行うことができますが、それ以降は取消

できません。 
 

（以下略） 
改定日 令和２年３月 21 日 

第９条 （事前申込サービス）  
1.本サービスの乗車券類は、別に定める期間においては、旅客営業規則に定め

る発売日（以下、「発売開始日」という。）の前に購入の申込（以下、「事前

申込」という）を行うことができます。ただし、当社は必要と認めた場合に

は事前申込の停止をすることがあります。また、発売開始日および列車あた

りの事前申込の件数には限りがあります。   
2.当社は、会員が事前申込を行った場合、予約・申込サイト上で、事前申込を

受け付けた旨の通知を行います。  
3.当社は、会員が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 8 時に事前申込

の内容について購入申込があったものとして、午前 8 時以降順次、手続き

を行うものとします。運送契約の締結の成否の通知は、第６条に基づき電子

メール送信により行います。 
（注）事前申込は、運送契約の締結を約束するものではありません。 
4.前項にかかわらず、当社は会員に対し、運送契約の締結の成否の通知をカス

タマーセンターから行う場合があります。 
5.前二項の通知が行われた時点で、事前申込に基づく運送契約は締結されま

す。なお、発売開始日当日中に当社から通知がない場合、会員は、カスタマ

ーセンターに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。 
6.事前申込の取消は、会員が事前申込を行った列車の発売開始日の午前 8 時

に達する前までの間に無手数料で行うことができますが、それ以降は取消

できません。 
 

（以下略） 
改定日 令和２年 11 月 14 日 

 


