
1 

 

KIX-ITM Global Business Club 

会員規約 

 

第1条 会員の定義 

1. KIX-ITM Global Business Club とは、関西国際空港を業

務目的で利用する法人・団体及びその役員及び従業員（以

下「社員」という。）に対して、関西エアポート株式会社（以下

「当社」という。）が提供する会員制プログラムを指します。また、

KIX-ITM Global Business Club 会員（以下「会員」とい

う。）とは、KIX-ITM Global Business Club によるサービスの

提供を受けるために、「KIX-ITM Global Business Club 会

員規約」（以下関連する規約・特約を含めて「本規約等」とい

う。）を承諾の上、当社所定の方法にて当社所定の申込書に

記入の上入会の申込みをし、当社が審査の上入会を承認した

法人・団体をいいます。 

2. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認し、当社指定の口

座に年会費の振込があったことの確認をもって成立します。 

3. 会員は本規約等に基づき、当社との窓口となる担当者（以下

「管理責任者」という。）を日本国内の事務所に在籍し、常に

当社との連絡調整を図ることができる役員又は従業員の中から

選定し、入会申込時に届け出るものとします。入会申込手続、

諸届出、退会手続その他の手続を含む会員と当社との連絡調

整は、管理責任者を通じて行うものとします。 

4. 別表１に定める「会員をお断りする要件、また、会員資格を喪

失する要件」又は第 12 条第 1 項若しくは 2 項に該当する法

人・団体については、当社は入会をお断りいたします。 

 

第2条 企業 ID 及びパスワードの発行 

1. 当社は、当社の入会承認を受けた会員に対して、企業 ID 及び

パスワードを発行します。なお、各会員への企業 ID の発行数は

1 個とします。 

2. 当社は、企業 ID を付与した会員に対して、第 4 条 2 項に定め

る各コースに応じて以下の数の会員 ID を発行します。管理責

任者は、本サービスを利用する社員 1 名につき 1 個の会員 ID

を付与するものとし、1 個の会員 ID を複数の社員に対して利用

させることはできません。社員は、会員IDにつきパスワードを設定

する必要があります。また、管理責任者は、会員 ID を付与する

社員を変更することができます。 

コース名 会員 ID 発行数 

Special コース 200 個 

Standard コース 100 個 

Light コース 50 個 

 

3. Specialコース及びStandardコースの会員は、コース所定の会

員 ID 発行数を超える数の会員 ID の発行を希望する場合、超

過する会員 ID1 個につき 1,000 円（税別、有効期限は入会

する限り永年とします。）を当社に支払うものとします。 

4. 社員は、本サービスの利用にあたり、当社が提供する KIX-ITM 

Global Business Club アプリ（以下「本アプリ」という。）をス

マートフォン等の携帯端末においてインストールし本アプリ上、又

は、当社が運営する KIX-ITM Global Business Club ウェブ

サイト（以下「本サイト」という。）上で自己に付与された会員

ID 及び自己が設定したパスワードを利用しログインして、本アプ

リ上で表示される会員証、通行許可証若しくは利用許可証を

提示、又は本サイトにおいて発行する会員証、通行許可証若し

くは利用許可証が印刷された用紙を提出いただく必要がありま

す。なお、通行許可証及び利用許可証の発行には、当社が要

請する情報を登録する必要があります。会員証、通行許可証

又は利用許可証 1 通につき社員 1 名が本サービスを１回利用

できます。会員証、通行許可証又は利用許可証のご提示がな

い場合、本サービスの利用はできません。なお、本サービスを利

用しない場合には、通行許可証又は利用許可証を発行するこ

とはご遠慮下さい。 

5. 発行された通行許可証及び利用許可証は、理由の如何を問

わず取消し及び払戻しはいたしません。但し、フライトの欠航又

は当社の責任により本サービスの利用ができない場合に限り、発

行された通行許可証及び利用許可証は取消しをいたします。 

6. 会員は、社員が本サービスを利用するために必要な通信機器

及び通信設備を、自己の責任及び費用で準備する必要があり

ます。 

 

第3条 企業 ID、会員ID 及びパスワードの管理・紛失・盗難等 

1. 会員は、企業 ID、会員 ID 及びパスワードを社員以外の第三

者に開示してはならず、また、使用させてはならないものとします。 

2. 会員は、管理責任者の責任において企業 ID、会員 ID 及びパ

スワードを管理、保管するものとし、企業 ID、会員 ID 及びパス

ワードの紛失、盗難、漏えい等（以下、「紛失、盗難等」という）

が起きないよう最善の注意を払うものとします。 

3. 企業ID、会員 ID又はパスワードの紛失、盗難等が発生した場

合、会員は当社所定の方法による届け出を行い、直ちに

KIX-ITM Global Business Club コールセンターにて企業 ID

又は会員 ID の利用停止の手続きを行うものとします。また当社

が適当と認めた場合に限り、当社所定の手続きにより企業 ID、

会員 ID 及びパスワードを再発行するものとします。この場合、会

員は再発行手数料として、会員 ID1 個あたり 1,000 円（税

別）、また、企業ID1 個あたり当該会員に発行済みの会員ID

数に 1,000 円を乗じた額（税別）を負担するものとします。 

4. 企業 ID、会員 ID 又はパスワードの紛失、盗難等、その他会員

による管理不十分、利用上の過誤、第三者の利用によって会

員が受けた損害（企業 ID の一時停止手続きを行う前に第三

者が利用したことによる損害も含みますが、これに限りません。）

については、当社は一切の責任を負いません。 

5. 会員の故意又は過失による企業ID、会員ID 又はパスワードの

紛失、盗難等により当社が受けた損害を、会員は賠償するもの

とします。 

6. 管理責任者は、社員に対し本規約等の内容を周知し、遵守さ

せるものとします。社員が本規約に違反した場合、会員は、当

社が被った損害を賠償するものとします。 

 

第4条 サービスの内容 

1. 会員は、本条 2 項に定める各コースの内容に応じて、KIX-ITM 

Global Business Club ホームページ 

（ https://www.kansai-airport.or.jp/kix-gbc/ 、 以 下

「HP」という。）等に定める又は会員に対し別途通知するサービ

ス（以下「本サービス」という。）を受けることができます。 

2. 会員は、入会申込みにあたり、本サービスの内容につき以下のコ

ースのいずれかを選択するものとします。 

コース名 Fast Lane 利用

回数上限 

（年間） 

ラウンジ利用 

回数上限 

（年間） 

Special コース 600 回 200 回 

Standard コース 240 回 100 回 

Light コース 120 回 50 回 

ただし、Light コースは、第 4 項に定める会員のみ選択できるも

のとします。 

3. Special コースはラウンジ利用回数 1 回分を Fast Lane 利用

回数 6 回分に交換ができます。（利用回数交換後の有効期

限は次回の更新時までとし、更新後の繰り越しはできません。

Global Business Club コールセンターが営業時間内での対応

となります。） 

4. Light コースは、入会審査又は更新審査時点で従業員が 50

名以下の会員のみ選択できるものとします。Light コース加入の

申込みを行う法人・団体は、必ず当社への従業員数を証する

書面の提出が必要です。なお、同書面の提出がない場合及び

本項に定めるLightコースの要件を満たさないと当社が判断した

場合は Standard コースでの申込みがされたものとみなします。 

5. 各コースの本サービス利用回数は、会員の全ての社員による利

用回数の合計となります。会員は、その全ての社員の利用回数

の合計等を、会員専用管理サイトにおいて確認することができま

す。 

6. 本サービスを利用できるのは、会員の社員のみとし、それ以外の

第三者に利用させてはなりません。社員以外の第三者が本サー

ビスを利用しようとした場合、当社は本サービスの提供を拒絶す

ることができます。 

7. コース変更は、有効期間の更新時のみ可能です。会員は、コー

スの変更を希望する場合は、第 6 条の定めに従い、有効期間

満了日の 1 か月前までに当社に通知を行うものとし、更新後の

有効期間から変更したコースが開始するものとします。 

 

第5条 年会費 

1. 会員は、各コースに設定された下記の年会費を、当社が送付す

る請求書で定める期日までに当社が指定する口座に振り込むも

のとします。振込手数料は会員の負担とします。なお、年会費は、

関西国際空港の施設運営状況、経済状況等の変動及びその

他当社の事情に合わせて改定されることがあります。 

コース名 年会費 

Special コース 20 万円 

Standard コース 10 万円 

Light コース 5 万円 

（消費税等は別途いただきます。) 

2. 支払済みの年会費は理由の如何に問わず返還いたしません。ま

た、第 6 条に定める有効期間途中の退会であっても退会事由

の如何を問わず支払済みの年会費は返還いたしません｡ 

3. 当社が指定した年会費支払期日を遅延した場合、年会費支

払期日の翌日から履行の日までの間、履行遅延額に対して当

社が定める延滞利率（年 14.5％）を乗じた額を支払うものと

します。 

4. 会員が、当社が指定した年会費支払期日までに、年会費の支

払いを行わない場合には、当社は当該支払期日の経過後直ち

に、本サービスの利用を停止します。 

 

第6条 有効期間 

1. 会員資格の有効期間は当社が企業 ID 及びパスワードを発行

した日が属する月の翌月 1 日から 12 か月目の月の末日までの

1 年間とします。ただし、有効期間満了日の 1 か月前までに第

８条に定める退会の届け出がない場合、また、コース変更の届

け出が無い場合は、当社が審査の上延長を承認することを条

件として、自動的に前年度と同一コースにて有効期間が 1 年間

延長され、会員は第5条に定める年会費を当社に対して支払う

ものとし、以降も同様とします。 

2. 会員による本サービスの利用が、各コースで設定する年間利用

回数上限に達しない場合であっても、未利用回数分につき延長

された期間に繰り越すことはできません。 

 

第7条 届出事項の変更 

1. 会員は、当社に届け出た情報（法人名、住所、電話番号、連

絡先、事業内容の変更等）及び管理責任者について変更が

あった場合には、当社所定の方法により遅滞なく届け出るものと

します。 

2. 会員は、前項の情報の通知を怠った場合、当社からの通知が

延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達

したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、前項の情

報の変更の届出を行わなかったことについてやむをえない事情が

あり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。 

 

第8条 退会若しくは会員資格の喪失 

1. 会員は、当社所定の方法により退会することができます。なお、

当社が会員から退会の意思表示を受けた日の翌月末をもって

退会とし、会員資格を喪失します。また、会員がこれを行わなか

ったことに伴う不利益・損害等については、当社は一切責任を負

わないものとします。 

2. 当社は、会員が本規約等に違反した場合、会員に発行された

企業ID、会員ID又はパスワードの利用が不適当と認めた場合、

会員が第 12 条に違反する場合又は会員が別表１に該当する

場合には、事前の通知をすることなく、直ちに本サービスの提供

を停止し会員資格を喪失させることができるものとします。 

3. 会員が会員資格を喪失した場合、本サービスを含む当社又は

サービス提携先が会員に提供する全てのサービスを受ける権利

を喪失するものとします。また、会員はこれに伴う不利益・損害

等については、当社は一切責任を負わないことをあらかじめ承諾

するものとします。支払済みの年会費は理由の如何に問わず返

還いたしません。 

 

第9条 会員の地位の譲渡 

会員は、本規約等に基づく会員の地位及び本規約に基づく権利義務

の一切を、第三者に譲渡（事業譲渡、会社分割又は合併等による

包括承継も含む）してはなりません。 

 

第10条 会員情報の取得・保有・利用・提供 

1. 会員は、当社による本アプリ及び本サイトの運営管理、会員管

理、本サービスの提供、当社又は当社が受託した他社の特典・

商品・サービスに関する各種営業案内の送付及び顧客動向分

析・商品開発等のマーケティング活動のために利用することを目

的として、個人情報を含む以下の情報（以下これらを総称して

「会員情報」という。）を取得、保有し、利用することに同意しま

す。 

① 会社所在地、住所、電話番号、代表者氏名、管理

責任者氏名など入会申込時及び入会後に届けた属

性情報（これらの情報に変更が生じた場合、変更後

の情報を含む。以下同じ。） 

② 入会申込日、入会申込方法・場所、入会承認日、コ

ース、会員と当社との契約内容に関する情報 

③ 会員の本サービスの利用状況に関する情報 

④ 社員の本アプリ及び本サイトへのログイン履歴、社員の

本サービスの利用回数及び利用状況（但し、社員の

携帯端末シリアル番号、携帯端末から発信される地

理的情報、ＰＣの利用環境情報等、その他社員を

特定できる情報を含まない。） 

⑤ 本サービス利用時の社員の渡航地域及び国等に関す

る情報（特定の個人を識別できることのできない統計

情報とする。） 

⑥ 会員番号が無効となった事実 

⑦ 会員が会員資格を喪失した事実 

2. 会員は、当社が会員情報の保護措置を講じた上で、会員情報

を関西エアポートオペレーションサービス株式会社に提供し、関西

エアポートオペレーションサービス株式会社が前項に定める目的の

ために共同利用することに同意します。本項に定める共同利用す

る会員情報の管理責任者は当社とします。 

3. 会員は、第 1 項に定める会員情報のうち⑤について、会員名を

特定した上で、当社が日本国内及び外国に所在する航空会社

及び旅行会社である第三者に、第三者におけるマーケティングの

目的で提供することにつき同意いたします。 

4. 前 2 項の場合を除き、当社が、会員情報を当社グループ各社又

は当社グループ外の法人・団体に提供することは一切ありません。

本アプリ又は本サイトを利用するに当たり、当社は当社グループ

又は第三者の広告を掲載することはありますが、社員が当該広

告又はリンク等をクリックしない限り、会員情報が当該第三者に

移転しないものとします。社員が、本アプリ又は本サイトの広告又

はそのリンクをクリックし、外部のサイトに移動した場合、外部のサ

イトに関して当社は一切の責任を負いません。 

 

第11条 会員情報の公的機関等への提供 

会員は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及び公

的機関への協力が必要となる場合、公的機関等に会員情報を提供す

ることに同意します。 

 

第12条 反社会的勢力の排除 

1. 会員、会員の代表者は次のいずれにも該当しないこと、かつ将

来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 

・ 暴力団 

・ 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過

しない者 

・ 暴力団準構成員 

・ 暴力団関係企業 

・ 総会屋等（総会屋、会社ゴロ等） 

・ 社会運動等標榜ゴロ 

・ 特殊知能暴力集団等 

・ 上記の共生者その他上記に準ずる者 

2. また、会員、会員の代表者が自ら又は第三者を利用して、次の

いずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。 

・ 暴力的な要求行為 

・ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

・ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる

行為 

・ 風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀

損し、又は当社の業務を妨害する行為 

・ その他上記に準ずる行為 

3. 当社はこれらの確約に違反すると具体的に疑われる場合は、会

員資格を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求める

ことができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、

期間内に報告書を提出しなければならないものとします。 

 

第13条 免責 

1. 当社は、本サービスの運用にその時点での技術水準を前提に最

善を尽くしますが、障害が生じないことを保証するものではありま

せん。天災地変、通信回線やコンピュータ等の障害・保守点検

によるシステムの中断、遅滞、中止、データの消失、本アプリ及び

本サイト利用に関する障害、データへの不正アクセスにより生じた

損害、その他本サービスに関して会員に生じた不利益又は損害

について、当社は一切の責任を負わないものとします。  

2. 当社は、会員が本サービスを通じて得る情報などについて、その

完全性、正確性、確実性、有効性において一切の責任を負わ

ないものとします。 

3. 当社は、会員が本サービスを常に利用できることを保証するもの

ではありません。本サービスに必要な施設及び設備の保守点

検・修繕、関西国際空港の保安管理等のため、会員が本サー

ビスを利用できない場合でも、当社は一切の責任を負わないも

のとします。 

 

第14条 本サービスの変更・終了 

1. 当社は、会員に事前に通知することなく、本サービスの内容を随

時、変更することができます。 

2. 当社は、会員に対して１か月前までに通知をした上で、本サー

ビスを終了することができます。その場合、支払い済みの年会費

は、該当する有効期間初日から本サービス終了日までの期間の

実日数につき１年を 365 日とする日割計算を行った金額を差

し引いた上で、当社は会員に対し遅滞なく返金いたします。 

3. 本サービスの変更又は終了により会員に生じた損害につき、当

社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第15条 本規約等の改定 

1. 当社は、会員に事前に通知することなく、本規約等の全部又は

一部を改定できるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するもの

とします。改定された本規約等が HP 等に掲載された時点から、

改定された本規約が適用されるものとります。 

2. 当社は、本規約等の変更がなされた場合には、遅滞なくメール

や HP にて各会員に通知するものとします。 

3. 会員は本規約等の変更内容に異議がある場合、当社にその旨

を文書にて通知することによって、退会することができます。その場

合、理由の如何によらず年会費の返還はいたしません。 

 

第16条 本規約等に不同意の場合 

当社は、会員が入会の申込みに際し、申込みに必要な事項の提供を

しない場合又は本規約等について承諾しない場合、 KIX-ITM 

Global Business Club への入会をお断りすること又は退会の手続き

をとることがあります。ただし、第 10 条に定める各種営業案内の送付に

同意しない場合は、これを理由に入会をお断りすることはありません。退

会する会員の個人情報を含む会員情報は一定期間保管後に削除を

行います。 

 

第17条 準拠法・合意管轄裁判所 

本規約等は日本法に基づき解釈されるものとし、本規約等に関し当社

と会員との間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所又は

大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。本規

約等に関する一切の意思表示は、日本語によるものとします。 

 

第18条 ご相談窓口 

KIX-ITM Global Business Club に関するお問い合わせ等について

は下記までお願いします。 

KIX-ITM Global Business Club コールセンター 

大阪府泉佐野市泉州空港北１番地 

問い合わせ先 

TEL   : 072-455-2110( 平 日 9:30~12:00 

13:00~17:00) 

メールアドレス：kix-gbc@kansai-airports.co.jp 

 

  2016 年 4 月 1 日 制定・発効 

  2018 年 12 月 1 日    改定 

2019 年 4 月 1 日     改定 

2020 年 4 月 1 日  最終改定 

 

（別表 1） 

会員をお断りする要件、また、会員資格を喪失する要件 

(1)当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのあ

る行為を行っている／行った企業 

(2)第三者の人権を侵害する行為若しくは公序良俗に反する行為

を行っている/行った、又はそのおそれのある企業 

(3)詐欺・脅迫など犯罪実行の手段や、犯罪の教唆・扇動のために

本サービスを利用するなど、犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び

つく行為、又はそのおそれのある行為を行う／行った企業 

(4)当社若しくは KIX-ITM Global Business Club の信用を毀

損する行為、又はそのおそれのある行為を行う／行った企業 

(5)法令に違反する行為又はそのおそれのある行為を行った企業 

(6)本規約等に違反する行為を行った企業 

(7)(1)～(6)のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為 

(8)その他、当社が不適当と判断する行為 

 

 

 

https://www.kansai-airport.or.jp/kix-gbc/
mailto:kix-gbc@kansai-airports.co.jp

