
 

 

平成 19年 9月 4日 

 

各 位 

株式会社山口ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 

株式会社クレディセゾン 

 

「ワイエムセゾン株式会社」の設立について 

 

株式会社山口フィナンシャルグループ（以下、YMFG）（本社：山口県下関市、代表取締役社長 福

田浩一）と株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、代表取締役社長 林野宏）は、平成 19

年 3 月 30 日に締結した「事業提携に関する基本合意書」に基づき、8 月 29 日に「ワイエムセゾ

ン株式会社」（以下、新会社）を共同出資により設立いたしました。 

なお、10月 22日より、新会社がクレディセゾンと提携して発行する新カード（エリアカード）

の募集を開始する予定です。新会社は、YMFG とクレディセゾンが提供するサービスに、山口・

広島・北九州地域の大手企業様にご参画いただくエリアポイントを加えた『地域に貢献し、地域

で得する、エリア No.1カード』を基軸とした事業展開を目指します。 

 

<新会社の概要> 

・ 会 社 名：ワイエムセゾン株式会社 

・ 本社所在地：山口県下関市細江町二丁目 2番 1号（原弘産ビル 5階） 

・ 設立年月日：平成 19年 8月 29日 

・ 出 資 金 額：5,000万円（資本金 2,500万円、資本準備金 2,500万円） 

・ 出 資 比 率：YMFG 50％、クレディセゾン 50％ 

・ 役 員 構 成：代表取締役社長  村上 啓二 

        代表取締役専務  田中 順一 

        取締役      繁澤 正道 

        非常勤取締役 3名、非常勤監査役 2名 

・ 従 業 員 数：9名 

・ 事 業 内 容：クレジットカード･カードローン等の商品企画・開発、会員募集計画の企画立案など 

・ 営 業 開 始：平成 19年 10月 22日（予定） 

 

   本件に関するお問合せ先： 

山口ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 総合企画部 営業企画室（山本） 0832-23-8004 

ク レ デ ィ セ ゾ ン 広 報 室（岡田）03-3982-0700 



【添付資料①】 

 

《ワイエムセゾン株式会社 常勤取締役の経歴書》 

 

(平成 19年 9月 4日現在) 
 

 

氏    名    村 上
むらかみ

 啓二
けいじ

（昭和 18年 5月 3日  64才） 

主な経歴   昭和 42年  3月 山口銀行入行 

平成 10年  6月 同行 取締役 

14年  6月 やまぎんディーシー 代表取締役 

19年  6月 同社 顧問 

 
 

氏    名    田中
たなか

 順 一
じゅんいち

（昭和 35年 1月 10日  47才） 

主な経歴   昭和 58年  4月 西武クレジット（現クレディセゾン）入社 

平成 12年  2月 同社 ネット推進部長 

14年  2月 同社 北関東支店長 

17年  3月 同社 事業開発部長 

19年  3月 同社 カードファイナンス部長 

 
 

氏    名    繁
はん

澤
ざわ

 正 道
まさみち

（昭和 31年 12月 29日  50才） 

主な経歴   昭和 55年  4月 山口銀行入行 

平成 15年  4月 同行 大里支店長 

16年 10月 同行 博多駅東支店長 

19年  4月 同行 営業本部 副部長 

19年  4月 山口フィナンシャルグループ 総合企画部 副部長 

 



International

ＹＭ《セゾン》カード

4541 1234 5678 90004541 1234 5678 9000

International

ＹＭ《セゾン》カード

4541 1234 5678 90004541 1234 5678 9000

『地元で得する』

地元で得られるサービス＝「地域加盟店ポイント」

『地元で得する』

地元で得られるサービス＝「地域加盟店ポイント」

International

ＹＭ《セゾン》カード

4541 1234 5678 90004541 1234 5678 9000

『セゾンで得する』

カード会社のサービス

『銀行で得する』

YMFGのサービス

『地元の役に立つ』

地域貢献機能（地域環境、社会への寄付）

『地元の役に立つ』

地域貢献機能（地域環境、社会への寄付）

ショッピング
センター

百貨店スーパー専門店飲食店

永久不滅
ポイント

新しいエリアカードのサービスイメージと役割 【添付資料②】-1

ポイント移行

使って得して、地元に貢献できる
エリアカード

地域産業の振興･発展を目指した
エリアカード

◎地域の人々、文化、産業等の発展を目指すことが、”新しいカード”のリリースコンセプトです。

レジャー交通



ご協力頂く参加企業様（9月3日現在） 【添付書類】②-2

◎各エリアを代表する企業の皆様と地域の発展を目指します。

株式会社宇部井筒屋

サンデン旅行 株式会社

株式会社 ジー・ネットワークス

（蟹の舞、カルビ大陸、敦煌、長崎ちゃんめん）

株式会社 下関商業開発（シーモール専門店街）

株式会社 下関大丸

株式会社 ソル・ポニエンテ

株式会社 太陽家具百貨店

株式会社 ちまきや

株式会社 ビッグモーター

富士商株式会社（TSUTAYA、車情報館）

富士自動車整備 株式会社

株式会社 丸久（マルキュウ、アルク、サンマート、アトラス）

やまぐちフラワーランド

竜王 株式会社

山口

アクア広島センター街（株式会社広島バスセンター）

株式会社アンフィニ広島

エールエールA館専門店街（広島駅南口開発株式会社)
小田億株式会社

株式会社サンモール

株式会社大進本店

千代田ゴルフ倶楽部

東洋観光株式会社

徳川チェーン（今井観光株式会社、株式会社徳川）

広島日産自動車株式会社

広島フェスティバル・アウトレット マリーナホップ（株式会社カミング）

株式会社広島マツダ

株式会社福屋

福山日産自動車株式会社

株式会社フタバ図書

ホテルJALシティ広島（株式会社広島リバーサイドホテル）
みやじまの宿 岩惣（伊都岐観光株式会社）

メガネの田中チェーン株式会社

株式会社モンテカルロ

※50音順（敬称略）

株式会社 井筒屋

株式会社 スターフライヤー

第一交通産業グループ

株式会社 タカミヤ（釣具のポイント）

北九州

広島


