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個人情報の取り扱いについて
　会員（家族会員を含む。以下同じ）または会員の予定者（以下総称して「会員
等」という）は、株式会社西日本シティ銀行（以下、「当行」という）及び、ク
レジットカード発行会社である、九州カード株式会社（以下「当社」という）に
対し、個人情報の取扱いに関し、以下の内容に同意の上、オールインワンカード
を申込みます。尚、オールインワン JQ SUGOCAカードを選択された会員等は、

「Ｖ．オールインワン JQ SUGOCAカード　提携企業の個人情報取扱い（収集・
保有・利用）に関する同意条項」、又、オールインワンnimocaカードを選択され
た会員等は、「Ⅵ．株式会社ニモカ　個人情報の取扱いに関する重要事項」およ
び「Ⅶ．オールインワンnimoca個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約」
にも同意の上、申込みます。
　又、同時にオールインワンカードローンを申込む申込人（契約成立後の契約者
を含む。以下同じ）は、本申込（本契約を含む。以下総称して「当該取引」とい
う）に係る「Ⅳ．個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項」記載の個
人情報（変更後の情報を含む。以下同じ）を当行及び保証会社である当社（以下
当行と当社を一括して「銀行等」という）が「Ⅳ．個人情報の第三者提供につい
てご同意いただく条項」記載の通り取り扱うことに同意します。

Ⅰ．西日本シティ銀行の個人情報の利用目的に関する同意事項
　私は貴行との取引の申込みまたは契約の締結にあたり、貴行が以下の個人情報
の利用目的達成の範囲内で私の個人情報を利用されることに同意します。

以　上
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業
務
内
容

○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務及びこれ
らに付随する業務

○公共債窓販業務、投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、
信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務及
びこれらに付随する業務

○その他銀行が営むことができる業務及びこれらに付随する業務（今
後取扱いが認められる業務を含む）

具
　
体
　
的
　
な
　
利
　
用
　
目
　
的

○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のた
め

○犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサ
ービスをご利用いただく資格等の確認のため

○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引におけ
る管理のため

○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にか

かる妥当性の判断のため
○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する

場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託さ

れた場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○市場調査、及びデータ分析やアンケートの実施等による金融商品や

サービスの研究や開発のため
○関連会社や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
○当行の業績把握・決算関連業務・監査業務・人事関連業務・安全管

理業務等の内部管理のため
○当行が設立または加盟する各種団体等の運営や管理のため
○法令等に基づき開示、報告を行うため
○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提

案のため
※各種ご提案を希望しない場合は、お申出により停止することができ

ます。ただし、金融商品やサービス等の提案以外のダイレクトメー
ル（満期案内等）の発送等を除きます。

特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該
利用目的以外で利用いたしません。
　※法令等による利用目的の限定について
○銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の

借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に
利用・第三者提供いたしません。

○銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪
経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他必要と
認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

Ⅱ．個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
　（当行と当社との個人情報の相互提供についての同意事項）
第１条（当行から当社に提供する個人情報）

会員は、当行が保護措置を講じた上で、会員の下記個人情報を当社に提供し、当
社が下記の目的で利用することに同意します。

【利用目的】
⑴　当行及び当社が提携して行うオールインワンカードの円滑な発行及び、サー

ビスの提供のため
⑵　「個人情報の取扱いに関する同意条項」記載の本規約（本申込を含む）を含

む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービスの提供のた
め

⑶　当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸付事業
を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサー
ビスのため

⑷　当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発のため
⑸　当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活

動のため
⑹　当社のクレジットカード加盟店等の営業活動に関する宣伝物・印刷物の送付

のため
⑺　当行の銀行業務に関する宣伝物・印刷物の送付のため

【情報の範囲】
⑴　氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債

に関する情報、会員規約等若しくは会員と当行との契約等に基づき、当行に
届出のあった情報または会員が当行に提出する書類等に記載されている情報

⑵　当行における会員の会員資格及びこれに関する情報
⑶　オールインワンカードローンの申込み有無（氏名・住所・電話番号・カード

ローン申込極度額等を含む）
⑷　当行における預金残高情報、借入金の残高情報・返済状況等、申込人の当行

における取引情報（過去のものを含む）
⑸　オールインワンカードに関する紛失・盗難・偽造等の情報
 上記【利用目的】⑶⑷⑸⑹⑺の目的で当該情報を利用している場合であって

も、当社に対しその中止を申し出ることができます。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。中止の申し出は、
VISAカードにつき「個人情報の取扱いに関する同意条項」≪VISA≫第10
条１項記載の連絡先に、JCBカードにつき≪JCB≫６．記載の連絡先に、そ

れぞれ行うものとします。
第２条（当社から当行に提供する個人情報）

会員は、当社が保護措置を講じた上で、会員の下記個人情報を当行に提供し、当
行が下記の目的で利用することに同意します。

【利用目的】
⑴　当行及び当社が提携して行うオールインワンカードの円滑な発行及びサービ

スの提供のため
⑵　預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理の

ため
⑶　融資のお申込や継続的なご利用に際しての判断のため
⑷　市場調査、及びデータ分析やアンケート等の実施による銀行の商品・サービ

スの研究・開発を行うため
⑸　ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑹　関連会社や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑺　オールインワンカードのお取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑻　その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
⑼　当行のポイントサービスの提供のため

【情報の範囲】
⑴　九州カード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しくは会員が当社

に提出する書類等に記載されている情報
⑵　本カードの申込により発行されるカードの番号・有効期限及び変更後のカー

ド番号・有効期限
⑶　オールインワンカードに関する紛失・盗難・偽造等の情報
⑷　カード会員番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
⑸　カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
⑹　本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）
⑺　会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利用店名、商品名

等のご利用状況、契約内容に関する情報
　　上記【利用目的】⑸の目的で当該情報を利用している場合であっても、当行

に対しその中止を申し出ることができます。但し、本カードの発送に同封さ
れるご案内等の送付物や、金融商品やサービス等の提案以外のダイレクトメ
ール（満期案内等）の発送等を除きます。

  ［お申し出窓口］
 株式会社西日本シティ銀行　全営業店窓口及び総務部お客様サービス室
 福岡市博多区博多駅前1丁目3番6号　電話番号0120−162−105

Ⅲ．個人情報の取扱いに関する同意条項
　（クレジットカードを申し込むにあたっての同意事項）
≪VISA≫
第１条（個人情報の収集・保有・利用等）

１．会員等は、本規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む九州カード株式会社
（以下「当社」という）との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サ
ービス提供のため、下記①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」
という）を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意し
ます。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利
用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含みます）をすること（下
記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員に
ご案内します）、及び法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報

（入会申込書の写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票
の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかかる記載
事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の
会員管理のために利用すること、を含むものとします。

①　申込み時又は入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に
記入し又は記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子
メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、
負債及び収入等の情報（以下総称して「氏名等」という）、本規約に基づ
き届出られた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性（通話可能
か否か）に関する情報並びにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得
た氏名等の情報（以下総称して「属性情報」という）

②　会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支
払回数等のご利用状況及び契約内容に関する情報（以下「契約情報」とい
う）

③　会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実
に基づく信用情報

④　来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報（映像・通話内
容を含む）

⑤　当社又は決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥　当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に

記載されている事項
⑦　官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用するこ
とを同意します。

①　当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸付事
業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連するアフター
サービス

②　当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③　当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及

び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④　当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者

等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の
通信手段を用いた送信

⑤　当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および
当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サ
ービス提供のための統計レポートの作成（個人を識別し得ない統計情報と
して加工したものに限る）

※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法（インタ
ーネットの当社ホームページへの常時掲載）によってお知らせします。

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員及びPA-TYPEカード会員（本会員及びPA-TYPEカード会員の予定

者を含む。以下総称して「本会員等」という）は、当社が、本規約に係る取
引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関（個人の支払
能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供すること
を業とする者。以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と
提携する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」という）に照
会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配
偶者の情報（当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況
等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む）
を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

２．本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報（下表の「登録情報」
記載の情報、その履歴を含む）が当該機関に下表の「登録の期間」に定める
期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提
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携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利
用されること、に同意します。

３．本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用
情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報
の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機
関及び提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供又は利
用されることに同意します。

＜登録される情報とその期間＞
登　録　情　報 登　録　の　期　間

①氏名、生年月日、性別、住所、電話番
号、勤務先、運転免許証等の記号番号
等の本人情報※1

左欄②以下の登録情報のいずれかが登
録されている期間

②本規約に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日
から６カ月間

③本規約に関する客観的な取引事実※2 契約期間中及び契約終了後（完済して
いない場合は完済後）５年以内

④債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了後（完済して
いない場合は完済後）５年間

⑤債権譲渡の事実に係る情報 株式会社日本信用情報機構への登録：
譲渡日から１年以内

※１　申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場
合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなり
ます。

※２　上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話
番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数
量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払
日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等（解約、完済、支払停止
抗弁の申立等の事実を含む）となります。

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　　称：株式会社シー・アイ・シー
　　　　　　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
　所 在 地：〒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
　電話番号：0120−810−414
　ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp
○名　　称：株式会社日本信用情報機構（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
　所 在 地：〒110−0014 東京都台東区北上野1−10−14 住友不動産上野ビル5号館
　電話番号：0570−055−955
　ホームページアドレス：https://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通

知し、同意を得るものとします。
＜提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　　称：全国銀行個人信用情報センター
　所 在 地：〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1
　電話番号：03−3214−5020
　ホームページアドレス：https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されて

います。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います（当
社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済
の手続の全部又は一部（手続が途中で中止された場合を含みます）を行う場合、
当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品
に関する、本会員及び家族会員のカード並びにそれらの会員番号の利用による残
高の合計額）を開示することに同意します。

第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決
済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません）を第三者に
業務委託（契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む）する場合
に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を
当該業務委託先に預託することに同意します。

第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であ
っても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます（以下、尚書きの
内容を含めて、同じ）。但し、カード又はご利用代金明細書若しくは、請求額確
定通知メールに同封・掲載されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10
条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に同意しない場合でも、
これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありませ
ん。

第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律

に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求すること
ができます。

① 当社に開示を求める場合には、第10条第２項記載の窓口にご連絡くださ
い。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細をお答えし
ます。また、開示請求手続は、当社所定の方法（インターネットの当社ホ
ームページへの常時掲載）でもお知らせしております。

② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第２条記載の連絡先へ連絡し
てください。

２．開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになっ
た場合、会員等は、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込みをした事実は、第１条
第１項に定める目的及び第２条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わ
ず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第８条（退会後又は会員資格取消後の場合）
本規約第23条に定める退会の申出又は本規約第22条に定める会員資格の喪失後
も、第１条第１項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社
が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合又は本会
員規約の内容の全部若しくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや
退会の手続きをとることがあります。

第10条（個人情報に関するお問合せ）
１．第５条に定める中止のお申出は、下記の当社サービスデスクまでお願いしま

す。
九州カード株式会社　＜福岡財務支局長（13）第00025号＞
　　　　　　　　　　＜日本貸金業協会会員　第001045号＞
＜サービスデスク＞
 〒812−0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3−18

 　　　　　　サンライフセンタービル
 電話番号　092−452−4500
２．個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合せ・ご相

談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
＜お客様相談室＞
 〒812−0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3−18
 　　　　　　サンライフセンタービル
 電話番号　092−452−4520

第11条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項は九州カード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとしま

す。

反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私（会員の名義人（会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以
下同じ））は、次の①に規定する暴力団員等若しくは①の各号のいずれかに該当
する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、又は①に基づく表明・
確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解
約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為又は虚偽の申告が判明
し会員資格が取り消された場合、当然に株式会社西日本シティ銀行及び九州カー
ド株式会社（本同意条項において以下「貴社ら」という）に対する一切の債務の
期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場
合でも貴社らに何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。
①　貴社らとの取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、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、社
会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は
外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに
準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という）に該当しないこと、及び次
のイロのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当し
ないことを確約いたします。

イ　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加
える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められ
る関係を有すること。

ロ　暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をして
いると認められる関係を有すること。

②　自ら又は第三者を利用して次のイからホまでのいずれかに該当する行為を行
わないことを確約いたします。

 イ暴力的な要求行為　ロ法的な責任を超えた不当な要求行為　ハ取引に関し
て、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為　ニ風説を流布し、偽計若しく
は威力を用いて貴社らの信用を毀損し、又は貴社らの業務を妨害する行為　ホ
その他前記イからニに準ずる行為

（2022年4月改定）
≪JCB≫

１．個人情報の収集、保有、利用当社または株式会社ジェーシービー（以下「JCB」
という。）は、会員および入会を申し込まれた方（以下併せて「会員等」と
いう。）の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱い
ます。

⑴　当社またはJCBもしくは当社およびJCB（以下「両社」という。）との取
引に関する与信判断および与信後の管理のために、次の①～⑨の個人情報
を収集、利用します。

①　氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセージサービス
の送信先番号を兼ねる）、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメール
アドレス等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。

②　入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契
約内容に関する事項。

③　会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判
断や債権回収その他与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。

④　会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当社または
JCBが収集したクレジット利用・支払履歴。

⑤　犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載
事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。

⑥　当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類の記載事項（公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、
法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合
があります。）。

⑦　電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧　インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取

引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアド
レス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報（以
下「オンライン取引情報」という。）。

⑨　インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取
引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフ
ォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報（OSの種類・言語、
IPアドレス、位置情報、端末識別番号等）（以下「デバイス情報」という。）。

⑵　以下の目的のために上の①～④の個人情報を利用します。ただし会員が下
の③の市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付また
は④の営業案内について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がな
い範囲で、これを中止するものとします。

①　カードの機能、付帯サービス等の提供。
②　当社またはJCBもしくは両社のクレジットカード事業その他の当社また

はJCBもしくは両社の事業（当社またはJCBの定款記載の事業をいう。
以下「両社事業」という場合において同じ。）における取引上の判断（会
員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含
む。）。

③　両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④　両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段

等の方法による、当社、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸
付の契約に関する勧誘。

⑤　刑事訴訟法第197条第２項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に
基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公
的団体等への提供。

⑶　割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業
務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用
いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる上の⑴
⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、
当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対
的に高いと判断された取引については、当社は会員等の財産の保護を図る
ため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッ
ピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、
上の⑴⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当
該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者
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は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定で
きないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内にお
いて、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにお
ける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホー
ムページ内のJ/Secure（TM）サービスに関する案内にてご確認ください。

⑷　両社およびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判
断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、上の⑴①～
④の個人情報を共同利用します。（当該提携会社は、次のホームページに
てご確認ください。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/）

⑸　以下の当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社
（以下「共同利用会社」という。）は、共同利用会社のサービス提供等のた
め、上の⑴①②③の個人情報を共同利用します。

　・株式会社JCBトラベル：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーシ
ョンサービス、JCBおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basket
サービス」等の提供のため

　・株式会社ジェーシービー・サービス：保険サービス等の提供のため
⑹　上の⑷⑸の共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCB

となります。
２．個人信用情報機関の利用および登録

⑴　本会員等の支払能力の調査のために、両社はそれぞれ加盟する個人信用情
報機関（以下「加盟個人信用情報機関」という。）および当該機関と提携
する個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」という。）に照会し、
本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用します。なお、
登録されている個人情報には、加盟個人信用情報機関および提携個人信用
情報機関が独自に収集し登録した情報が含まれます。

⑵　加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に
基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が、「登録情報およ
び登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人
信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の
与信取引上の判断（本会員等の支払能力の調査または転居先の調査。ただ
し、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報について
は支払能力調査の目的に限る。）のために利用されます。

⑶　加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正
確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモ
ニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用
確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関
の加盟会員は個人情報を相互に提供し、利用します。

３．個人情報の開示、訂正、削除
 会員等は、当社、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、

共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関が
それぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができ
ます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両
社はすみやかに訂正または削除に応じます。

４．個人情報の取り扱いに関する不同意
 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、ま

たは本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合（ただし、
上の１．⑵③または同④への中止の申し出を除く。）は、入会を断ることや、
退会の手続きをとることがあります。

５．契約不成立時および退会後の個人情報の利用
⑴　両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をし

ない理由のいかんにかかわらず、上の１．（ただし１．⑵③および同④を
除く。）および２．の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に
利用されることはありません。

⑵　退会の申し出または会員資格の喪失後も上の１．（ただし１．⑵③および
同④を除く。）および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定
める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

６．個人情報の開示、訂正、削除等会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口
　　・九州カード株式会社　お客様相談室
　　　〒812−0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3−18
　　　　　　　　　（サンライフセンタービル）
　　　電話番号　092−452−4520
　　・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
＜加盟個人信用情報機関＞
●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
　電話番号　0120−810−414　https://www.cic.co.jp/
●株式会社日本信用情報機構（JICC）（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
　〒110−0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
　電話番号　0570−055−955　https://www.jicc.co.jp/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳

細は上の各社開設のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間

CIC JICC
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番

号、勤務先、運転免許証等の番号、本
人確認書類の記号番号等の本人情報

左記②③④⑤のいずれかの情報が登録
されている期間

②加盟個人信用情報機関を利用した日お
よび本契約に係る申し込みの事実

当該利用日より６
ヵ月間

当該利用日より６
ヵ月以内

③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、
割賦残高、年間請求予定額等の本契約
の内容および債務の支払いを延滞した
事実、完済等のその返済状況

契約期間中および
契約終了日（完済
していない場合は
完済日）から５年
以内

契約継続中および
契約終了日（完済
していない場合は
完済日）から５年
以内

④登録情報に関する苦情を受け、調査中
である旨 当該調査中の期間

⑤本人確認資料の紛失、盗難等の本人申
告情報 登録日より５年以内

※上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤となり
ます。

※上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、そ
の抗弁に関する調査期間中登録されます。

※上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る
情報は契約終了日から５年以内（入会年月日が2018年３月31日以前の場合は
延滞解消日から１年以内）、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日か
ら１年以内が登録されます。

＜提携個人信用情報機関＞
●全国銀行個人信用情報センター
　電話番号　03−3214−5020　https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とす

る個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会
員企業名等の詳細は、上の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページ
をご覧ください。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報

CIC JICC、全国銀行個人信用情報センター ＊
JICC CIC、全国銀行個人信用情報センター ＊

＊提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払
いを延滞した事実等」となります。

Ⅳ．個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項
（保証委託を申込むにあたっての同意事項）

第１条　個人情報の第三者への提供先について
⑴　加盟する個人信用情報機関
⑵　九州カード株式会社

第２条　個人情報の個人信用情報機関への提供・登録・利用について
１　【個人情報の利用】
 申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関（以下「加盟先機関」という。）

および加盟先機関と提携する個人信用情報機関（以下「提携先機関」という。）
に申込人の個人情報（加盟先機関および提携先機関の加盟会員によって登録
される契約内容、返済状況等の情報のほか、加盟先機関および提携先機関に
よって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸
金業協会から登録を依頼された情報を含む。）が登録されている場合には、
銀行等が当該取引時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、
与信取引上の判断（銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能
力の調査をいう。以下、同じ。）のために利用することに同意します。但し、
返済能力に関する情報について、銀行は銀行法施行規則第13条の６の６等、
保証会社は貸金業法の法令等に基づき、返済または支払能力を調査する目的
のみに利用します。

２　【取引情報の個人信用情報機関への提供】
 申込人は銀行等が、申込人に係る当該取引に基づく個人情報（本人を特定す

る情報（氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、
運転免許証等の記号番号等）、申込情報（申込日及び申込商品種別等）、契約
内容に関する情報（契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保
証額等）、返済状況に関する情報（入金日、入金予定日、残高金額、完済日、
延滞等）、および取引事実に関する情報（債権回収、債務整理、保証履行、
強制解約、破産申立、債権譲渡等）を、加盟先機関に提供することに同意し
ます。

３　【取引情報の登録と他会員への提供】
 申込人は、加盟先機関が、当該取引情報を下表に定める期間登録し、加盟会

員および提携先機関の加盟会員に提供することに同意します。
 提供を受けた会員は、当該取引情報を与信取引上の判断のために利用します。
 なお、銀行法施行規則第13条の６の６等、貸金業法および割賦販売法の法

令等に基づき、返済能力に関する情報については返済または支払能力を調査
する目的のみに利用します。また、申込人は、当該個人情報が、その正確性・
最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守
状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な
範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供
または利用されることに同意します。

４　【開示等の手続き】
 申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該

個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手
続きおよび方法によって行うことができます。個人信用情報機関に登録され
ている情報の開示は、各機関で行い、銀行等ではできません。

５　【加盟先機関】
 ［銀行および保証会社の加盟する個人信用情報機関］

銀行・保証会社名 加盟する個人信用情報機関
株式会社西日本シティ銀行 全国銀行個人信用情報センター／株式会社日本信用情報機構
九州カード株式会社 株式会社シー・アイ・シー／株式会社日本信用情報機構

［個人信用情報機関の住所・連絡先及び個人情報の登録期間］
①全国銀行個人信用情報センター（KSC）

https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1
TEL．03−3214−5020
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関

＜登録情報と登録期間＞
登　録　情　報 登　録　期　間

氏名、生年月日、性別、住所（本人への
郵便不着の有無等を含む）、電話番号、
勤務先等の本人情報

下記の情報のいずれかが登録されてい
る期間

借入金額、借入日、最終返済日等の本契
約の内容およびその返済状況（延滞、代
位弁済、強制回収手続、解約、完済等の
事実を含む。）

契約期間中および本契約終了日（完済
していない場合は完済日）から５年を
超えない期間

銀行および機構が加盟する個人信用情報
機関を利用した日および本契約またはそ
の申込みの内容等

当該利用日から１年を超えない期間

不渡情報 第１回目不渡は不渡発生日から６か月
を超えない期間、取引停止処分は取引
停止処分日から５年を超えない期間

官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10
年を超えない期間

登録情報に関する苦情を受け、調査中で
ある旨

当該調査中の期間

本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等
の本人申告情報

本人から申告のあった日から５年を超
えない期間

②（株）日本信用情報機構（JICC）
https://www.jicc.co.jp/
〒110−0014 東京都台東区北上野1−10−14 住友不動産上野ビル5号館
TEL．0570−055−955
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信
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事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
＜登録情報と登録期間＞

登　録　情　報 登　録　期　間
本人を特定するための情報（氏名、生年
月日、性別、住所、電話番号、勤務先、
勤務先電話番号、運転免許証等の記号番
号等）

契約内容に関する情報等が登録されて
いる期間

契約内容に関する情報（契約の種類、契
約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保
証額等）

契約継続中及び契約終了後５年以内

返済状況に関する情報（入金日、入金予
定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解
消等）

契約継続中及び契約終了後５年以内

取引事実に関する情報（債権回収、債務
整理、保証履行、強制解約、破産申立、
債権譲渡等）

契約継続中及び契約終了後５年以内
（ただし、債権譲渡の事実に係る情報
については当該事実の発生日から１年
以内）

申し込みの事実に係る情報（氏名、生年
月日、電話番号、運転免許証等の記号番
号、並びに申込日及び申込商品種別等）

照会日から６カ月以内

③（株）シー・アイ・シー（CIC）
https://www.cic.co.jp/
〒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
フリーダイヤル．0120−810−414
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

＜登録情報と登録期間＞
登　録　情　報 登　録　期　間

本人を識別するための情報（氏名、生年
月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、
勤務先名、勤務先電話番号、運転免許証
等の記号番号等）

下記の登録情報のいずれかが登録され
ている期間

本契約に係る申込みをした事実 保証会社が個人信用情報機関に照会し
た日から６ヶ月間

契約内容に関する情報（契約日、契約の
種類、商品名、支払回数、契約額（極度
額）、契約終了予定日、登録会社名等）

契約期間中および契約終了後５年以内

債務の支払を延滞した事実 契約期間中および契約終了後５年以内

※KSC、JICCおよびCICは、相互に提携しています。
※各機関の会員資格、会員名簿は各機関のホームページに掲載しています。

第３条　銀行と保証会社の間で提供される個人情報の内容および利用目的
申込人は、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込人に関する下記情報が、
保証会社における本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引
の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の
行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融
商品やサービスの各種ご提案、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行され
るために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
⑴　氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債

に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申
込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報

⑵　銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する
情報

⑶　銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込人の
銀行における取引情報（過去のものを含む）

⑷　延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑸　銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
　また、本申込みおよび本取引にかかる情報を含む申込人に関する下記情報が、
銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確
認のほか、本取引および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれら
の管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義
務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサ
ービスの各種ご提案、その他申込人との取引が適切かつ円滑に履行されるために、
保証会社より銀行に提供されることを同意します。
⑴　氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債

に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申
込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報

⑵　保証会社での保証審査の結果に関する情報
⑶　保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
⑷　保証会社における、保証残高情報、保証にかかる継続的な取引に関する判断

およびそれらの管理、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必
要な情報

⑸　銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続き
に必要な情報

⑹　代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
※お問い合せ窓口について

保証会社名 お客様相談室 代表電話 所　　在　　地

九州カード株式会社 TEL 092-452-4520 TEL 092-452-4510 〒812-0011
福岡市博多区博多駅前4-3-18

Ⅴ．個人関連情報の第三者取得についてご同意いただく条項
申込人は、銀行および保証会社が、第三者から個人関連情報を個人データとして
取得し、次のとおり取扱うことに同意します。
１．電話接続状況履歴の取得
　　銀行および保証会社は、サービス提供会社から電話接続状況履歴（全国の固

定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、
移転先電話番号が含まれています。）の提供を受け、お客さまの個人データ
として取得し、銀行および保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管
理、変更および権利行使のために利用します。

Ⅵ．オールインワン JQ SUGOCAカード　提携企業の個人情報取扱い（収集・保有・
利用）に関する同意条項

第１条（適用）
本同意条項は、申込者（以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称し
て「会員」という）が九州旅客鉄道株式会社（以下「JR九州」という）が当行
及び当社と提携して発行するオールインワン JQ SUGOCAカード（以下「本カ
ード」という）の申込みを行う場合に適用します。

第２条（同意）

会員はJR九州が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・利用する
ことに同意します。

【収集・利用する個人情報】
⑴　本カード入会申込書に記載した、会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話

番号、Eメールアドレス
⑵　上記以外で、会員がJR九州に届出た事項
⑶　JR九州及びJR九州グループにおける本カード利用に関する契約日、商品名、

契約額、支払回数、加盟店名称
【利用目的】
⑴　JR九州Web会員サービスの提供ならびに案内（ただし、JR九州Web会員サ

ービスの提供については、「JR九州Web会員規約」が適用されます）
⑵　JR九州の事業における市場調査、商品開発
⑶　JR九州の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
⑷　本カードの機能・付帯サービスの提供

第３条（個人情報の提供・利用） 
会員は、当行及び当社が、以下の個人情報を、保護措置を講じた上で、JR九州
に提供し、JR九州が前条に定める利用目的で利用することに同意します。

【提供する個人情報】
⑴　入会申込日、契約日、本カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払

回数、加盟店業種、加盟店名称
⑵　本カード申込みに対する本カード発行の可否（ただし、その理由のぞく）
⑶　本カード終了の事実（ただし、その理由のぞく）
⑷　前条に基づき、JR九州が独自に収集・利用する個人情報（会員が本カード

入会申込書に記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアド
レス）について、会員が当行及び当社へ変更の届け出を行った場合における
当該変更情報

第４条（共同利用）
会員は、JR九州が、前条及び前々条に定める個人情報を、保護措置を講じたう
えで以下の企業（以下「共同利用会社」という）と、以下の目的で、共同で利用
することに同意します。なお、個人情報の管理については、JR九州が責任を負
います。

【共同利用会社】
 以下のホームページに掲載するJR九州グループ会社

（http://www.jrkyushu.co.jp/profile/works/group.jsp）
【目的】
⑴　共同利用会社の事業における市場調査、商品開発
⑵　共同利用会社の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
⑶　本カードの機能・付帯サービスの提供

第５条（個人情報の第三者への提供・利用）
会員は、JR九州が、第２条及び第３条【提供する個人情報】⑷に定める個人情
報を、保護措置を講じたうえで以下の企業（以下「提供先企業」という）に提供
し、提携先企業が当該情報を以下の目的で利用することに同意します。なお、個
人情報の管理については、JR九州が責任を負います。

【提供先企業】 
株式会社阪急阪神百貨店

【目的】
⑴　提供先企業の事業における市場調査、商品開発
⑵　提供先企業の事業における宣伝物・印刷物の送付等および営業案内
⑶　本カードの機能・付帯サービスの提供

第６条（個人情報の開示・訂正・削除・利用中止）
⑴　会員は、JR九州に対し、JR九州の定める手続きに則り、自己に関する個人

情報の開示を請求することができます。
⑵　万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合は、JR九州は、

すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
⑶　第２条、第３条、第４条並びに第５条で同意を得た範囲内で個人情報を利用

している場合であっても、中止の申出があった場合は、これを中止する措置
をとります。

第７条（お問合せ窓口）
提携先名：九州旅客鉄道株式会社 
所 在 地：福岡市博多区博多駅前3−25−21 
電話番号：092−474−2355 
ホームページ（URL）：http://www.jrkyushu.co.jp/

第８条（JR九州との同意事項の適用）
JR九州と会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別途同意が
ある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するときは、JR九州との
同意事項が適用されます。

平成29年7月改定

Ⅶ．株式会社ニモカ　個人情報の取扱いに関する重要事項
個人情報保護方針

株式会社ニモカ（以下「当社」といいます。）は、ICカード発行、IC乗車券サー
ビス、電子マネーサービス、ポイントサービスに関する業務等を行ううえで、法
令や社会規範を遵守し、誠実かつ公正な企業活動を展開し、お客さまをはじめと
する全てのステークホルダーからの信頼にお応えすることで社会的責任を果たし
ます。特に、当社が取得・利用・管理する個人情報につきましては、次の事項を
含む個人情報保護方針を定め、これを実施し、かつ、維持することを宣言いたし
ます。
１．当社は、すべての事業で取り扱う個人情報の取り扱いに関し、個人情報の取

り扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守いたします。さら
に、日本工業規格「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」（JIS 
Q15001）に準拠した個人情報保護マネジメントシステムを策定し、個人情
報を保護いたします。

２．当社は、個人情報の取得・利用にあたっては、その利用目的を特定すること
とし、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取り扱い

（目的外利用）はいたしません。また、目的外利用を行わないために、適切
な管理措置を講じます。

３．当社は、ご本人の同意を得ている場合や法令にもとづく場合等を除き、取得
した個人情報を第三者に提供することはいたしません。

４．当社は、個人情報の取り扱いに関する苦情および相談を受けた場合は、その
内容について迅速に事実関係等を調査し、合理的な期間内に誠意をもって対
応いたします。

５．当社は、取得した個人情報を適切に管理するため、組織的・人的・物理的・
技術的な安全対策措置を講じ、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止お
よび是正に取り組みます。

６．当社は、社会情勢・環境の変化を踏まえて、継続的に個人情報保護マネジメ
ントシステムを見直し、個人情報保護への取り組みを改善していきます。

株式会社ニモカ
代表取締役社長 田端 敦

［個人情報保護についてのお問い合わせ先］
nimocaコールセンター
電　話：0570−092−111
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または092−303−7000（受付時間：８時～ 20時）
e-mail：kojin-j@nimoca.nnr.co.jp

nimocaに関する個人情報の公表事項
株式会社ニモカ（以下「当社」といいます。）へご提供いただきますnimocaカー
ド使用者（以下「お客さま」といい、申込者を含みます。）の個人情報の取り扱
いにつきまして、利用目的その他の事項を以下のとおり公表いたします（なお、
クレジットnimocaのクレジットカードサービスおよびデビットnimocaのデビット
サービスに係わる個人情報の取り扱いにつきましては、各提携クレジットカード
会社における取り扱い内容をご確認ください。）。

１．取り扱い全般について
お客さまから当社へご提供いただきました個人情報は、関係法令や、にしてつグ
ループ個人情報の取り扱いに関する基本方針、当社個人情報保護方針に従い、適
切に取り扱います。さらに、当社はICカードおよびそれに付随する事業を行う
うえで個人情報保護の重要性を認識し、お客さまにICカード乗車券サービスお
よび電子マネーサービス等を安心してご利用いただけますよう、個人情報に関す
る社内規則を独自に定め、個人情報の取得、利用および管理を適正に行うととも
に、個人情報を安全かつ最新の状態で管理することに努めます。

２．取得する個人情報について
当社は、お客さまの個人情報について、お客さまが申し込まれたカードの種類に
応じ、以下の項目を取得します。
⑴　申込書に記入された氏名、生年月日、性別、電話番号、郵便番号、住所、メ

ールアドレス（申込をされた後に変更・追加された情報を含みます。）
⑵　申込日、カード発行日、カード番号、有効期限等、nimocaカードのサービス

提供に必要な情報
⑶　カード利用内容等、お客さまとの取引に関する情報

３．個人情報の利用目的について
当社が取得利用するお客さまの個人情報は、以下に示す業務および利用目的の範
囲内で利用するものとし、その範囲を超えた取り扱いはいたしません。

〔業務内容〕
⑴　ICカード発行に関する業務
⑵　IC乗車券サービスに関する業務
⑶　電子マネーサービスに関する業務
⑷　ポイントサービスに関する業務
⑸　情報提供サービスに関する業務

〔利用目的〕
［全てのnimocaカードに関するお客さまの個人情報］
⑴　購入・変更・解約・再発行等の申込内容を確認するため
⑵　当社からお客さまに連絡する必要がある場合の連絡先を確認するため
※統計情報の基礎資料として利用する場合等、ご提供いただいた個人情報を、お

客さまを特定できないように修正した上で使用させていただく場合がありま
す。

※お客さまから書面等（ホームページや電子メール等、電磁的方法によるものを
含む）に記載された個人情報を直接取得する場合は、その都度利用目的につい
て明示のうえ同意をいただきます。

［スター nimoca、クレジットnimocaおよびデビットnimocaに関するお客さまの個
人情報］
⑴　nimocaポイントサービスの提供等、各カードの機能、付帯サービス、特典等

の提供に使用するため
⑵　当社のサービスおよびそれに関係するシステム等の開発に使用するため
⑶　当社ならびにnimoca交通事業者およびnimoca加盟店の営業案内に使用するため
⑷　当社が認めたnimocaに加盟していない事業者の案内等を当社から送付するため
・お客さまが⑶および⑷に記載する案内の中止を当社に申し出た場合は、所定の

手続きによりこれを中止します。
・スター nimoca、クレジットnimocaおよびデビットnimocaのお客さま情報は、

当社ならびにnimoca交通事業者およびnimoca加盟店と共同利用することがあり
ます。詳しくは別記『スター nimoca会員情報、クレジットnimoca会員情報お
よびデビットnimoca会員情報の共同利用について』をご覧下さい。

４．個人情報の第三者提供について
当社は、法令にもとづく場合などを除き、ご本人の同意を得ることなく、個人情
報を第三者に提供いたしません。

５．個人情報取り扱いの委託について
当社は、上記に記載する利用目的の範囲内で個人情報の取り扱いを委託すること
があります。その際は、個人情報を適切に取り扱う委託先であることを確認し、
個人情報の取り扱いに関する契約を締結したうえで行います。また、委託後も個
人情報が適切に取り扱われるよう適切な監督を行います。

６．開示、訂正等の手続きについて
当社は、ご本人からの開示対象個人情報の開示、利用目的の通知、開示対象個人
情報の内容が事実に反する場合等における訂正等、利用停止等および第三者提供
の停止（以下「開示等」という。）のご請求を受付いたします。開示等のご請求
の具体的な手続きにつきましては、下記の窓口までお問い合わせください。当該
ご請求のうち、開示のご請求および利用目的の通知のご請求につきましては、当
社所定の手数料をご負担いただくことがございますので、あらかじめご了承くだ
さい。
なお、これらの情報の一部または全部を利用停止または消去した場合、上記利用
目的に沿ったサービスの提供ができなくなる場合がございます。また、関係法令
に基づいて当社が保有している個人情報につきましては、利用停止または削除の
ご請求には応じられない場合があります。

７．個人情報の取り扱いに関するご相談・苦情等について
当社の個人情報の取り扱いに関するご相談や苦情等のお問い合わせにつきまして
は、下記の窓口までご連絡いただきますよう、お願いいたします。

［個人情報の取り扱いについてのお問い合わせ先］
nimocaコールセンター
電話：0570−092−111
または092−303−7000（受付時間：８時～ 20時）
e-mail：kojin-j@nimoca.nnr.co.jp
・開示対象個人情報とは、「体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報

であって、当社が、ご本人から求められる開示、内容の訂正、追加または削除、
利用の停止、消去および第三者への提供の停止の求めのすべてに応じることが
できる権限を有するもの」を指します。

・なお、本取り扱いの内容を変更する際は、このページにて公表します。またそ
の変更が、法令によりお客さまの同意を要するものである場合は、お客さまへ
通知し、同意をいただいた上で実施いたします。

・法令にもとづき公的機関からの要請に応じる場合等、上記取り扱いとは異なる
対応を行うことがあります。

制定：平成20年4月1日
改正：平成29年1月1日
株式会社ニモカ
個人情報保護管理者
業務部長

《公表事項別記》
『スター nimoca会員情報、クレジットnimoca会員情報およびデビットnimoca会員
情報の共同利用について』

株式会社ニモカ（以下「当社」といいます。）は、より付加価値の高いサービス
を提供するため、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店（当社が要求する個人情
報の保護・管理に関する万全の措置をとり、それを遵守する旨の覚書を当社と締
結した事業者に限ります。）と、スター nimoca会員、クレジットnimoca会員およ
びデビットnimoca会員（入会申込者を含み、以下「会員等」といいます。）の個
人情報を共同利用いたします。詳細につきましては以下のとおりです。

１．共同利用する個人情報の項目
⑴　氏名、生年月日、性別、電話番号、郵便番号、住所、メールアドレス（変更・

追加された情報を含みます。）
⑵　申込日、カード発行日、カード番号、有効期限等、会員等と当社の契約に関

する情報
⑶　会員等のカード利用内容等、会員の取引に関する情報

２．共同利用の目的
⑴　共同利用者の事業に関する商品・サービスおよびこれらを提供するシステム

等の開発に使用するため
⑵　共同利用者から会員等への取引上必要な連絡および取引内容の確認を行うた

め
⑶　共同利用者が営む事業に関する営業案内に使用するため

３．個人情報の取得方法
⑴　会員等がスター nimoca、クレジットnimocaおよびデビットnimocaに申し込

む際に記入する書類等
⑵　会員等が当社ホームページの利用履歴照会サービスおよびメールマガジンに

登録する際に記入する書類等（ホームページや電子メール等、電磁的方法に
よるものを含む）

⑶　提携クレジットカード会社が会員等の同意を得て行う当社への情報提供
４．共同利用者

⑴　当社
⑵　nimoca交通事業者およびnimoca加盟店のうち、当社が要求する個人情報の保

護・管理に関する万全の措置をとり、それを遵守する旨の覚書を当社と締結
した下記の者
○西日本鉄道株式会社
　事業創造本部ICカード事業部
　都市開発事業本部営業部
　鉄道事業本部
　自動車事業本部
○株式会社西鉄ストア

※個人情報の共同利用について、当社は、覚書締結後も定期的に当該措置の遵守
状況について確認・監査し、問題がある場合はいつでも共同利用を休止・解除
いたします。

５．共同利用の管理責任者
株式会社ニモカ（当社）

Ⅷ．オールインワンnimoca個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（適用）

本条項は、申込者（以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会
員」という）が株式会社ニモカ（以下「ニモカ」という）が当行および当社と提
携して発行するオールインワンnimoca（以下「本カード」という）の申込を行う
場合に適用します。

第２条（個人情報の提供および利用に関する同意）
⑴　会員は、当行および当社が保護措置を講じた上で、ニモカに対し、ニモカに

おける会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、ニモカがこれを利
用することに同意します。

　ⅰ九州カード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しくは会員が当社
に提出する書類等に記載されている情報

　ⅱ本カードの申込により発行されるカードの番号・有効期限および変更後のカ
ード番号・有効期限

　ⅲカード会員番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
　ⅳカード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
　ⅴ本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）
⑵　会員は、当行および当社が保護措置を講じた上で、ニモカに対し、ニモカの

nimocaポイントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、ニ
モカがこれを利用することに同意します。

　ⅰ会員の本カードのクレジット機能のご利用状況をポイント化した情報
⑶　会員は、当社が保護措置を講じた上で、ニモカのICカード発行事業および

IC乗車券サービス事業、電子マネーサービス事業、ポイントサービス事業
におけるⅰ本カードの機能、付帯サービス、特典等の提供、ⅱサービスおよ
びそれに関するシステム等の開発、ⅲ宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を
目的として、本項⑴ⅰおよび本項⑵ⅰの個人情報を提供し、ニモカがこれら
を利用することに同意します。

⑷　会員は、本項⑶の同意の範囲内でニモカが当該情報を利用している場合であ
っても、ニモカに対しその中止を申出ることができます。なお、これらの情
報の一部または全部の利用を中止した場合、前項の利用目的に沿ったサービ
スの提供ができなくなる場合があります。

株式会社ニモカ
住所：〒812−0011 福岡市博多区博多駅前3丁目5番7号
電話：0570−092−111 または 092−303−7000
　　　（ニモカコールセンター 受付時間：８時～ 20時）

Ⅸ．サービサーへの債権管理回収業務の委託についてご同意いただく条項
サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀
行とサービサー間、保証会社とサービサー間で相互に私の個人情報が提供または
利用されることに同意します。

以　上

オールインワンカード会員規定（VISA用）
第１条（オールインワンカード）

１．本カードは、株式会社西日本シティ銀行（以下「当行」という）と九州カー
ド株式会社（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するもので、
カード名称は「オールインワンカード（VISA）」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金のキャッシュカードとしての機能、デビットカ
ードとしての機能（西日本シティキャッシュカード規定、デビットカード

（J-Debit）取引規定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての
機能（九州カード会員規約（VISA）に定められた機能）を一体化し、双方
の機能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、西日本シティキャッシュカード規定、デビットカード
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（J-Debit）取引規定により発行されるキャッシュカードおよび九州カード会
員規約（VISA）により発行されるクレジットカードに代えて本カードを発
行し貸与するものとします。なお、当行および当社が会員（第２条第２項に
定義します）として認めなかった場合は西日本シティキャッシュカード（普
通預金）を発行または既存のキャッシュカードを利用できるものとします。
また本カードの利用申込が会員と認められる前に本カードの利用申し込みを
取り下げられた場合も、西日本シティキャッシュカード（普通預金）を発行
または既存のキャッシュカードを利用できるものとします。

４．本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座
（以下「決済口座」という）は、本カードが発行される普通預金口座とし、
それ以外の口座は決済口座に指定できないものとします。

第２条（会員）
１．本規定ならびに普通預金規定、西日本シティキャッシュカード規定、デビッ

トカード（J-Debit）取引規定および九州カード会員規約（VISA）を承認の
うえ、当行および当社に利用を申し込み、当行と当社が適格と認めた方を本
会員とします。

２．本会員が指定した家族で、当行と当社が適格と認めた方１名を限度として家
族会員とします。なお本規定では、本会員と家族会員の両者を会員といいま
す。

３．本会員は、本カードの利用申込と同時に、NCBポイントサービス規定を承
認のうえ、NCBポイントサービスの利用を申し込むものとします。

第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社もしくは当行または当社が指定する第三

者に委託して行うものとします。また、本カードの交付についても当行また
は当社もしくは当行または当社が指定する委託先から、本会員が当行に届け
出た自宅住所あてに郵送するものとします。

２．本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却された場合
には、当行および当社で所定の期間のみ保管します。この場合、当行および
当社にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を
経過した場合は、当該本カードは破棄しますので、利用をご希望の場合は、
あらためて本カードのお申し込みが必要となります。この場合、新たにカー
ドが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不利
益、損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。

第４条（カードの貸与）
１．本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、会員に貸与される

ものとします。
２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カードには

Visaカードの機能を有するゴールドカード、ベーシックカード、レディース
カード、キャンパスカードの種別があります。

３．本会員と家族会員に貸与される本カードは、同一種別、同一色デザインとし
ます。

４．会員は本カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面署名欄に自署す
るものとします。

５．本カードは、カード表面に表示された会員本人以外使用できません。また会
員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理するものとしま
す。

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カードの占有を第
三者に移転させること、またはカード情報を使用させることは一切できませ
ん。

第５条（別にカードを発行する場合）
１．本カードの普通預金口座について、普通預金用と貯蓄預金用の２本の磁気ス

トライプがある形態のキャッシュカードと本カードは同時に発行できないも
のとします。

２．本カードの普通預金口座について、普通預金用と貯蓄預金用の２本の磁気ス
トライプがある形態のキャッシュカードが発行されている場合において、新
たに本カードを発行する場合は、当行は本カードとは別に貯蓄預金専用のカ
ードを発行し貸与するものとします。

第６条（オールインワンカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、キャッシュカー

ド機能とクレジットカード機能を使い分けるものとします。
２．会員が本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカード機能

の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する場合には、本カー
ドを提示する際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申し
出るものとします。

３．第１項および第２項において、会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・
損害等については、会員が負担するものとし、また会員は、この場合の取引
に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。

第７条（サービスの範囲）
　会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。

①　当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または現金自動預
入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座の預入れ。

②　国内のデビットカード機能を使用できる加盟店での利用。
③　九州カード会員規約（VISA）の定めによるクレジットカード機能サービ

スの利用。
第８条（特典および付帯サービス）

１．当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、
店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。

２．会員は当行の提供する特典・サービスを受ける場合は、当行の所定の方法に
従うものとします。

３．当行は会員に事前に通知することなく、特典・サービスの内容を変更または
中止する場合があります。

第９条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に、当行および当社に対しキャッシュカードサービス

の暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るも
のとします。ただし、クレジットカードサービスの暗証番号について会員か
らの申出がない場合、または当社が定める指定禁止番号で申出た場合は、当
社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号について生年月日、電話番号、住所等他人から推測されや
すい番号の登録は避け、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の
注意をもって管理するものとします。

３．会員は当行および当社所定の方法によりおのおの暗証番号を変更することが
できるものとします。ただし、暗証番号の変更に伴ない新たにカードが交付
されるまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴う不利益、損
害等については当行および当社は責任を負わないものとします。

第10条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「九州カード会員規約（VISA）」に違反した場合、

その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金・貯蓄預金共通規
定第12条２項３項４項、九州カード会員規約（VISA）第22条に該当）と認
めた場合は、当行または当社は、何らの通知、催告を要せずしてキャッシュ
カード機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取り消す

（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。

２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能とクレジットカード機能
の利用停止等を行った場合には、利用者は本カードをただちに当行および当
社の指示する方法に従い、当行または当社に返却するものとします。なお、
当行はキャッシュカード機能とクレジットカード機能の利用停止等を行った
場合には、西日本シティキャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに西日本シティキャッシュカード（普通預金）が交付され
るまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴う不利益、損害等
については、当行および当社は責任を負わないものとします。

４．利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通知・催告等をす
ることなく、当行および提携行または当社の現金自動支払機や当社の加盟店
等を通じて、本カードを回収することができるものとします。

第11条（カードの紛失・盗難等）
　九州カード会員規約（VISA）、第12条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以
下により取扱うものとします。

①　会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛失盗
難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行および当社に電
話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を行うとともに、最寄警
察署に届出を行うものとします。

②　紛失盗難・偽造の通知を当行が受けた場合は、当行はキャッシュカード機
能を停止するものとします。また紛失盗難・偽造の通知を当社が受けた場
合は、当社はクレジットカード機能を停止するものとします。

③　紛失盗難・偽造の通知が当行にあった場合は当社のクレジットカード機能
を、当社にあった場合は当行のキャッシュカード機能を、それぞれ停止す
ることができるものとします。

④　紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および当社所定
の方法により取り扱うものとします。

第12条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項について変更

があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により届出を行うものとしま
す。また会員が届け出た変更事項は当行から当社に連絡することができるも
のとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本カードを利用

できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任
を負わないものとします。

第13条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービスに共通

の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによるキャッシュカー
ドサービスおよびクレジットカードサービスのご利用はできなくなります。

２．有効期限到来時には新しい更新カードを本会員が当行に届け出た自宅住所あ
てに郵送するものとします。当行および当社がクレジットカード機能の引き
続きの利用を認めない場合は、西日本シティキャッシュカード（普通預金）
を送付するものとします。

第14条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当社に所定の

書面を提出するものとします。
２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本カードを利用

できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任
を負わないものとします。

第15条（オールインワンカードの機能分離等）
　会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社に所定の書
面により申し込みまたは届出を行うものとします。

①　本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離しキャッ
シュカード機能が利用できる当行所定のカードと、当社発行のクレジット
カードを希望する場合。

②　クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利用で
きるカードを希望する場合。

第16条（再発行手数料）
　当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発行手数料を
支払うものとします。

第17条（規定の適用）
　本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能については「普
通預金規定」、「西日本シティキャッシュカード規定」、「デビットカード（J-Debit）
取引規定」を、クレジットカード機能については、「九州カード会員規約（VISA）」
をそれぞれ適用するものとします。

第18条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由が

あると認められる場合には、下記のいずれかの方法により変更できるものと
します。

①　当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相当の方法で
公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際に定める１ヶ月以上
の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

②　変更内容を当行または当社から通知すること、もしくは新規定を送付する
こと。この場合、その変更内容は、変更内容を当行または当社から通知し
た後、もしくは新規定を送付した後に本カードを利用したときに会員が承
認したものとみなし、その変更内容は通知後のカード利用日から適用され
るものとします。

２．本規定の変更等を前項の１号および２号双方により行う場合、その変更内容
は、１ヶ月以上の相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先
に到来した日から適用されるものとします。

オールインワンカード会員規定（JCB用）
第１条（オールインワンカード（JCB））

１．本カードは、株式会社西日本シティ銀行（以下「当行」という）と九州カー
ド株式会社（以下「当社」という）および株式会社ジェーシービー（以下当
社と合わせて「JCB等」という）が提携し、所定の方法で発行するもので、
カード名称は「オールインワンカード（JCB）」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金のキャッシュカードとしての機能、デビットカ
ードとしての機能（西日本シティキャッシュカード規定、デビットカード

（J-Debit）取引規定に定められた機能）とJCB等のクレジットカードとして
の機能（JCB会員規約に定められた機能）を一体化し、双方の機能を１枚で
提供するものとします。

３．当行および当社は、西日本シティキャッシュカード規定、デビットカード
（J-Debit）取引規定により発行されるキャッシュカードおよびJCB会員規約
により発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与するもの
とします。なお、当行および当社が会員（第２条第２項に定義します）とし
て認めなかった場合は西日本シティキャッシュカード（普通預金）を発行ま
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たは既存のキャッシュカードを利用できるものとします。また本カードの利
用申込が会員と認められる前に取り下げられた場合も、西日本シティキャッ
シュカード（普通預金）を発行または既存のキャッシュカードを利用できる
ものとします。

４．本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座
（以下「決済口座」という）は、本カードが発行される普通預金口座とし、
それ以外の口座は決済口座に指定できないものとします。

第２条（会員）
１．本規定ならびに普通預金規定、西日本シティキャッシュカード規定、デビッ

トカード（J-Debit）取引規定およびJCB会員規約を承認のうえ、当行およ
びJCB等に利用を申し込み、当行とJCB等が適格と認めた方を本会員としま
す。

２．本会員が指定した家族で、当行とJCB等が適格と認めた方１名を限度として
家族会員とします。なお本規定では、本会員と家族会員の両者を会員といい
ます。

３．本会員は、本カードの利用申込と同時にNCBポイントサービス規定を承認
のうえ、NCBポイントサービスの利用を申し込むものとします。

第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行またはJCB等、もしくは当行またはJCB等が指定す

る第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交付についても当
行またはJCB等、あるいは当行またはJCB等が指定する委託先から、本会員
が当行に届け出た自宅住所あてに郵送するものとします。

２．本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却された場合
には、当行およびJCB等で所定の期間のみ保管します。この場合、当行およ
びJCB等にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期
間を経過した場合は、当該本カードは破棄しますので、利用をご希望の場合
は、あらためて本カードのお申し込みが必要となります。この場合、新たに
カードが交付されるまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴
う不利益、損害等については、当行およびJCB等は責任を負わないものとし
ます。

第４条（カードの貸与）
１．本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、会員に貸与される

ものとします。
２．当行およびJCB等は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カードは

JCBカードの機能を有するカードとなります。
３．本会員と家族会員に貸与される本カードは、同一種別、同一色デザインとし

ます。
４．会員は本カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面署名欄に自署す

るものとします。
５．本カードは、カード表面に表示された会員本人以外使用できません。また会

員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理するものとしま
す。

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カードの占有を第
三者に移転させること、またはカード情報を使用させることは一切できませ
ん。

第５条（別にカードを発行する場合）
１．本カードの普通預金口座について、普通預金用と貯蓄預金用の２本の磁気ス

トライプがある形態のキャッシュカードと本カードは同時に発行できないも
のとします。

２．本カードの普通預金口座について、普通預金用と貯蓄預金用の２本の磁気ス
トライプがある形態のキャッシュカードが発行されている場合において、新
たに本カードを発行する場合は、当行は本カードとは別に貯蓄預金専用のカ
ードを発行し貸与するものとします。

第６条（オールインワンカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、キャッシュカー

ド機能とクレジットカード機能を使い分けるものとします。
２．会員が本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカード機能

の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する場合には、本カー
ドを提示する際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申し
出るものとします。

３．第１項および第２項において、会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・
損害等については、会員が負担するものとし、また会員は、この場合の取引
に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。

第７条（サービスの範囲）
　会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。

①　当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または現金自動預
入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座の預入れ。

②　国内のデビットカード機能を使用できる加盟店での利用。
③　JCB会員規約の定めによるクレジットカード機能サービスの利用。

第８条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、

店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
２．会員は当行の提供する特典・サービスを受ける場合は、当行の所定の方法に

従うものとします。
３．当行は会員に事前に通知することなく、特典・サービスの内容を変更または

中止する場合があります。
第９条（暗証番号等）

１．会員はカードの申込時に、当行およびJCB等に対しキャッシュカードサービ
スの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出る
ものとします。ただし、クレジットカードサービスの暗証番号について会員
からの申出がない場合、またはJCB等が定める指定禁止番号で申出た場合は、
JCB等所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号について生年月日、電話番号、住所等他人から推測されや
すい番号の登録は避け、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の
注意をもって管理するものとします。

３．会員は当行およびJCB等所定の方法によりおのおの暗証番号を変更すること
ができるものとします。ただし、暗証番号の変更に伴ない新たにカードが交
付されるまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴う不利益、
損害等については当行およびJCB等は責任を負わないものとします。

第10条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「JCB会員規約」に違反した場合、その他当行また

はJCB等が会員として不適格（当行普通預金・貯蓄預金共通規定第12条２項
３項４項、JCB会員規約第39条に該当）と認めた場合は、当行またはJCB等
は、何らの通知、催告を要せずしてキャッシュカード機能とクレジットカー
ド機能の利用停止または利用資格を取り消す（以下「利用停止等」という）
ことができるものとします。

２．当行またはJCB等が前項によりキャッシュカード機能とクレジットカード機
能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カードをただちに当行および
JCB等の指示する方法に従い、当行またはJCB等に返却するものとします。
なお、当行はキャッシュカード機能とクレジットカード機能の利用停止等を
行った場合には、西日本シティキャッシュカード（普通預金）を発行し貸与

するものとします。
３．前項の場合、新たに西日本シティキャッシュカード（普通預金）が交付され

るまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴う不利益、損害等
については、当行およびJCB等は責任を負わないものとします。

４．利用停止等の場合には、当行またはJCB等は利用者に事前に通知・催告等を
することなく、当行および提携行またはJCB等の現金自動支払機やJCB等の
加盟店等を通じて、本カードを回収することができるものとします。

第11条（カードの紛失・盗難等）
　JCB会員規約第40条（カードの紛失・盗難による責任の区分）および第41条

（偽造カードが使用された場合の責任の区分）によるほか、以下により取扱うも
のとします。

①　会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛失盗
難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およびJCB等に
電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を行うとともに、最寄
警察署に届出を行うものとします。

②　紛失盗難・偽造の通知を当行が受けた場合は、当行はキャッシュカード機
能を停止するものとします。また紛失盗難・偽造の通知をJCB等が受けた
場合は、JCB等はクレジットカード機能を停止するものとします。

③　紛失盗難・偽造の通知が当行にあった場合はJCB等のクレジットカード機
能を、JCB等にあった場合は当行のキャッシュカード機能を、それぞれ停
止することができるものとします。

④　紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行およびJCB等所
定の方法により取り扱うものとします。

第12条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項について変更

があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により届出を行うものとしま
す。また会員が届け出た変更事項は当行からJCB等に連絡することができる
ものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本カードを利用

できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行およびJCB等は責
任を負わないものとします。

第13条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービスに共通

の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによるキャッシュカー
ドサービスおよびクレジットカードサービスのご利用はできなくなります。

２．有効期限到来時には新しい更新カードを本会員が当行に届け出た自宅住所あ
てに郵送するものとします。当行およびJCB等がクレジットカード機能の引
き続きの利用を認めない場合は、西日本シティキャッシュカード（普通預金）
を送付するものとします。

第14条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行およびJCB等に所定

の書面を提出するものとします。
２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本カードを利用

できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行およびJCB等は責
任を負わないものとします。

第15条（オールインワンカードの機能分離等）
　会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行およびJCB等に所定の
書面により申し込みまたは届出を行うものとします。

①　本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離しキャッ
シュカード機能が利用できる当行所定のカードと、当社発行のクレジット
カードを希望する場合。

②　クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利用で
きるカードを希望する場合。

第16条（再発行手数料）
　当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発行手数料を
支払うものとします。

第17条（規定の適用）
　本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能については「普
通預金規定」、「西日本シティキャッシュカード規定」、「デビットカード（J-Debit）
取引規定」を、クレジットカード機能については、「JCB会員規約」をそれぞれ
適用するものとします。

第18条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化、その他相当の事由

があると認められる場合には、下記のいずれかの方法により変更できるもの
とします。

①　当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相当の方法で
公表すること。この場合、その変更内容は、公表等の際に定める適用開始
日から適用されるものとします。

②　変更内容を当行またはJCB等から通知すること、もしくは新規定を送付す
ること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行またはJCB等から通
知した後、もしくは新規定を送付した後に本カードを利用したときに会員
が承認したものとみなし、その変更内容は通知後のカード利用日から適用
されるものとします。

２．本規定の変更等を前項の１号および２号双方により行う場合、その変更内容
は、１ヶ月以上の相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先
に到来した日から適用されるものとします。

以　上

九州カード会員規約（抜粋版）
第１部　一般条項

第１章　会員の資格
第１条（本会員）

九州カード株式会社（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ入会申
込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。また、当社が
入会申込みを認めた日を契約成立日とします。

第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し本条第２項及び第３項の責任を負うこ

とを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員（以下本会員と家族
会員を「会員」という）とします。本会員は、本会員の代理人として家族会
員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード（以下「家族カー
ド」という）及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会
員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用
することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を
喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

２．本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、
家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本
会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全
ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カード
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の利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するもの
とします。

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員
は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害（家族
カードの管理に関して生じた損害を含む）を賠償するものとします。

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定する代理人でな
くなった場合又は代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカー
ド利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前２項
の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはでき
ません。

第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします（但し、当社が年会
費を無料と定めているカードを除く）。なお、年会費の支払期日はクレジットカ
ード（以下「カード」という）送付時に通知するものとします。なお、当社の責
に帰す事由により退会又は会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返
還しません。

第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、

取引を行う目的、及びその他の項目（以下総称して「届出事項」という）に
変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出
用紙の提出又は電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により
変更事項を届出るものとします。

２．氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合に
は、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うも
のとします。

３．前２項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法によ
り取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理
的に判断した場合には、当該変更内容に係る前２項の届出があったものとし
て取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述
べないものとします。

４．本条第１項及び第２項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類そ
の他の物が延着又は不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到
着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得
ない事情があるときを除きます。

５．会員が第22条第１項第７号又は第８号に該当すると具体的に疑われる場合
には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応
じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。

６．当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても
会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものと
みなすことができるものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新会員規約を送付
した後にカードを利用したときは、変更事項又は新会員規約を承認したものとみ
なします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定
める手続きによる変更も可能なものとします。

第２章　カードの管理
第６条（カードの貸与と取扱い）

１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情報」とい
う）をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じたカード（以下家族カ
ードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直
ちに当該カードの署名欄に自署するものとします（カードに署名欄がある場
合に限る）。本会員は、カード発行後も、届出事項（第４条第１項の届出事
項をいう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場合に
はこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレ
ジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人（以下「提携会
社」という）と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番
号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカー
ド情報をカード券面上に印字したカード（カード券面のデザイン変更を含む）
を発行し、貸与します。

第９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッ

ピング、海外キャッシュサービス及びキャッシングリボの利用代金を合算し
て未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が
所定の方法により定めるものとします。

２．カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカー
ドショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金
額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとし
ます。

３．割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング
のうちリボルビング払い並びに分割払い（３回以上のものをいう。以下同様）、
２回払い及びボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理
します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が
所定の方法により定めるものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシン
グリボ、海外キャッシュサービスの未決済残高を合算して管理します。その
金額は本条第１項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるも
のとします。

７．キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のう
ち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。

８．海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第６項のキャッシン
グ利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。

第12条（紛失・盗難、偽造）
１．カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等（以

下まとめて「紛失・盗難」という）により他人に不正利用された場合、本会
員は、そのカード又はカード情報の利用により発生するすべての債務につい
て支払いの責を負うものとします。

２．会員は、カード若しくはカード情報又はチケット等が紛失・盗難にあった場
合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当
社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。但し、カード
情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。

３．偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないも
のとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失
があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの
責を負うものとします。

５．当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因し
て不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無
効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。

第13条（会員保障制度）
１．前条第１項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカ

ード若しくはカード情報又はチケット等を不正利用された場合であって、前
条第２項に従い警察及び当社への届出がなされたときは、これによって本会
員が被るカード又はチケット等の不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から１年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故

意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないもの
とします。

①　会員の故意又は重大な過失に起因する損害
②　損害の発生が保障期間外の場合
③　会員の家族・同居人・当社から送付したカード又はチケット等の受領の代

理人による不正利用に起因する場合
④　会員が本条第４項の義務を怠った場合
⑤　紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥　カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引

等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録さ
れている暗証番号の管理について、会員に故意又は過失がないと当社が認
めた場合はこの限りではありません）

⑦　前条第２項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた
損害

⑧　戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損
害

⑨　その他本規約に違反する使用に起因する損害
４．本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場

合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と
認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するも
のとします。

７．本会員は、前条第２項に従って当社に対して通知し又は届け出た事項、及び
第４項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害
保険会社に提供することを予め承諾するものとします。

第14条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードシ

ョッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

３．当社はカード又はカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社
が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシ
ングリボ及び海外キャッシュサービスの全部若しくは一部の利用を保留又は
お断りすることがあります。

６．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を
明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求める
ことができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確
認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

７．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要
と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事
項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整
備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてカードを利用す
る場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利
用を制限することができるものとします。

８．当社は、会員の情報及び具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、
提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確
認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引
目的等の確認に応じるものとします。

　　当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員
に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答い
ただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。

第３章　カード利用代金等の決済方法
第16条（代金決済口座及び決済日）

１．本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年
会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定し
た本会員名義の預金口座からの口座振替又は通常貯金（以下預金口座又は通
常貯金を総称して「決済口座」という）からの自動払込みにより支払うもの
とします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の
指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本
規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更す
ることはないものとします。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに
当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知しま
す（但し、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カ
ード利用代金明細書を郵送による方法で送付します）会員はVpass会員規約、
カードご利用代金ＷＥＢ明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方
法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができま
す。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、
当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合
あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を
送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が当社の
義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる当社所定
の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細
情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に
当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知に
かかる手数料又は年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合
があります。

４．本会員が当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボの
返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について
本条第１項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落とし又は自動
払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完
了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第９条第６項に定める
未決済残高から減算しないものとします。

第17条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日本国内であ

るものを含む）は、外貨額をＶＩＳＡインターナショナルサービスアソシエ
ーション又はマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド（以
下両者を「国際提携組織」という）の決済センターにおいて集中決済された
時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経
費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッ
シュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

第18条（決済口座の残高不足等による再振替等）
１．決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振

替又は自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日に
おいて、その一部又は全部につきこれを行うことができるものとします。但
し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・
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方法で支払うものとします。
２．本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につ

き当社に支払うべき債務の口座振替又は自動払込みにかかる費用（以下「再
振替等にかかる費用」という）を負担するものとします。

３．再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
第19条（支払金等の充当順序）

本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する
一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によ
りいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払
いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の５の規定による
ものとします。

第20条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、
海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他
相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第５条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通
知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済
残高又は融資残高に対し、分割払い及び海外キャッシュサービスについては変更
後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章　期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第21条（期限の利益の喪失）

１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務
について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

①　仮差押、差押、競売の申請、又は破産若しくは再生手続開始の申立等の法
的な債務整理手続の申立があったとき。

②　租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき。
③　自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを

停止したとき。
④　リボルビング払い、分割払い、２回払い又はボーナス一括払いの債務の履

行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催
告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第22条第１項
の規定（但し、第22条第１項第７号又は第８号の事由に基づく場合を除き
ます）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、２
回払い及びボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利
益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約
に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支
払うものとします。

①　当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったと
き。

②　本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③　本会員の信用状態が悪化したとき。

４．本会員は、第22条第１項第７号又は第８号の事由により会員資格を取消さ
れた場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直
ちに債務の全額を支払うものとします。

５．本会員は、前４項の債務を支払う場合には、当社の本社又は支店へ持参又は
送金して支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた場合は、
第18条第１項の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第１項から第４項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッ
シュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第１条第１項に規定する利
率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。

第22条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員とし

て不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことがで
きるものとします。

①　カード、キャッシング等の申込みに際し、氏名、住所、勤務先、年収、家
族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告を
した場合

②　本規約のいずれかに違反した場合
③　カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④　換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当又

は不審があると当社が判断した場合
⑤　カード発行後２ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥　会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があっ

た場合
⑦　会員が、暴力団、暴力団員、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、社会運動等標ぼうゴ
ロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済
制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者（以
下これらを「暴力団員等」という）に該当した場合、又は次のイからロの
いずれかに該当した場合

イ　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認め
られる関係を有すること

ロ　暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を
していると認められる関係を有すること

⑧　会員が、自ら又は第三者を利用して、次のイからホまでのいずれかに該当
する行為をした場合

　　イ暴力的な要求行為　ロ法的な責任を超えた不当な要求行為　ハ取引に関し
て、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為　ニ風説を流布し、偽計若し
くは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　ホ
その他前記イからニに準ずる行為

⑨　当社又は当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次のイからホに掲げる
行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をし
た場合（第三者を利用して行った場合を含む）

　　イ暴力、威嚇、脅迫、強要等　ロ暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー
行為その他人格を攻撃する言動　ハ人種、民族、門地、職業その他の事項に
関する差別的言動　ニ長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ　ホ金品の要
求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容若しくは態様が社会通
念に照らして著しく不相当と認められる要求等

⑩　会員に対し第４条第５項又は第14条第７項又は第８項の調査等が完了し
ない場合や調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や会員がこ
れらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑪　会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他の
カードについて上記①から⑩に記載した事項のいずれかに該当する事由が
生じたとき

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用し又は利用されたと

き（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生じたカード利用に係る全

ての債務について支払いの責を負うものとします。
第23条（退会）

１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは当社に所定の
届出用紙を提出する方法等の当社所定の方法により届出るものとします。こ
の場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び
貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁
済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支
払うものとします。また、退会後においても、カードを利用し又は会員番号
を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うも
のとします。

第24条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料そ
の他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料（但し、当社
が受領するものは除きます）、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税
その他公租公課を負担するものとします。

第25条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員
の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易
裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第26条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章　カードによるショッピング

第27条（カードショッピング）
６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
　　会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に

発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。
この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前
に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会
員番号・有効期限等に変更が生じたとき又は退会若しくは会員資格の取消等
によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知
のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。本会員は、退会・会員資格
取消後であったとしても、カードを利用し又は会員番号を使用して生じたカ
ード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、
当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番
号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店（加盟店がカード決済を
可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。）
に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カー
ドの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与し
ている場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

７．カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、
利用する取引、購入商品の種類又は利用金額等により、当社が直接又は提携
クレジットカード会社若しくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店
又は会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾す
るものとします。

第28条（立替払の承諾等）
１．会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、

当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締
結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。
会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを
代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の
法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、
加盟店等に有する抗弁（同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の
抗弁を含むがこれらに限りません）を放棄するものとします。

①　当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと（立替払の現実
の実行の前後を問わない）により、当社が会員に対し、立替金相当額の債
権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者
を経由する場合があること。

②　当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場
合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレ
ジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があること。

③　提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカ
ード会社が当該加盟店等に立替払いし又は当該加盟店等から提携クレジッ
トカード会社に債権譲渡し（これらの場合、当社が適当と認めた第三者を
経由する場合があります）、当社が当該提携クレジットカード会社に立替
払いすること。

④　海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカ
ード会社が当該加盟店等に立替払いし又は当該加盟店等から海外クレジッ
トカード会社に債権譲渡し（これらの場合、当社が適当と認めた第三者を
経由する場合があります）、当社が当該海外クレジットカード会社に立替
払いすること。

２．カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するもの
とします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との
合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方
法によるものとします。

３．会員は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用に
より購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する
情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示される
ことを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前
の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。

４．会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、
当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。

第２章　カード利用代金の支払区分
第29条（カード利用代金の支払区分）

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として１回払いとなります。
第30条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）

１回払い、２回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び分割支払金の額は次の
通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあり
ます。

①　１回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の
支払期日。

　　支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。
②　２回払いについては、以下によって対象となる利用額（現金価格）の半額

（端数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
　　支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。
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③　ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年６月15日までの利
用分につき８月の支払期日、７月16日から11月15日までの利用分につき
翌年１月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合が
あります。

第31条（リボルビング払い）
２．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金（毎月支

払額）の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額（５千円、又は、１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円単位。但し、締
切日の残高が弁済金に満たないときはその金額）又は当社が適当と認めた金
額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第４
項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、
本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定め
る日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額又は減額できるものとします。

３．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項以外の支
払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払い
の未決済残高に応じて、次項に定める手数料（包括信用購入あっせん手数料）
と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済
金（毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たない
ときはその合計額）を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員
が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金
を加算した額を支払う方法又は下表とは異なる金額区分にすることができま
す。

毎月の締切日
時点での残高

翌月の弁済金
長期コース 標準コース 短期コース 定額コース

10万円以下 ５千円 １万円 ２万円
２万円（プラチナカ
ード･ゴールドカー
ド会員の場合は３万
円）以上１万円単位

10万円を超えて
20万円まで １万円 ２万円 ４万円

以後残高10万円
増加毎に ５千円増加 １万円増加 ２万円増加

４．毎月の手数料額（包括信用購入あっせん手数料の額）は、毎月の締切日まで
の日々のリボルビング払い未決済残高（付利単位100円）に対し、当社所定
の手数料率により年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を１ヵ月
分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算
して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。な
お、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の
翌日から手数料計算の対象とします。

６．第28条第２項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算し
て最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第４項に定め
る手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

第32条（分割払い）
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は１月及び８月とし、最初に到来し

たボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加
算総額は１回当りの利用金額の50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但
し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来し
たボーナス支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うも
のとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏
期６月・７月・８月、冬期12月・１月・２月のいずれか、ボーナス支払月
の加算総額を１回当りの利用金額の50％以内で指定することができます。

６．第28条第２項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算し
て最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第２項に定め
る分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

第33条（遅延損害金）
１．2009年12月10日より前の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとしま

す。
①　本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失した

ときは、当該債務残高（付利単位1,000円）に対し期限の利益喪失の日の
翌日から完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いに係る
債務については分割支払金の合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し
期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率（2020年４
月１日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率）を乗じ
年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、支払うも
のとします。

②　前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支
払金の支払を遅延したときは、当該支払金（付利単位1,000円）に対し支
払期日の翌日から完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）
で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの
支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額（付利単位
1,000円）に対し商事法定利率（2020年４月１日以降に遅延した場合は民
法の定める法定利率）を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額を超えないものとします。

２．2009年12月10日以降の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。
①　本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失した

ときは、当該債務残高（付利単位1,000円）に対し期限の利益喪失の日の
翌日から完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、２回
払い及びボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金
金額（付利単位1,000円）に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日
まで、商事法定利率（2020年４月１日以降に期限の利益を喪失した場合
は民法の定める法定利率）を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算
した額の遅延損害金を支払うものとします。

②　前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支
払金の支払いを遅延したときは、当該支払金（支払分及び弁済金を含む。
付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6％を
乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を支払う
ものとします。但し、分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの支払分
に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額（付利単位1,000円）
に対し商事法定利率（2020年４月１日以降に遅延した場合は民法の定め
る法定利率）を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超え
ないものとします。

第３部　キャッシング条項
第１章　キャッシングリボ

第36条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自ら又は家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング
リボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費
資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができま
す。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを
取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし、当社の営業時間内
であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用
できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた
場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみ
なします。

第37条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記

＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等＞
に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないも
のとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超え
るものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場
合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、こ
の上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更
されることがあります。

第38条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方式は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額

は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。但し、会員
が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、又はボーナス月増額
返済によることができるものとします。

２．キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第４項の経過利息の合計として
当社が指定した金額を、第16条の定めにより支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部又は一部
を繰上げて返済することができます。

第39条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金（付利単位

1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の
場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0％を乗じ年365
日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第40条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）

１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているＡＴＭ等を利用し
てキャッシングリボを借り受け、又は臨時に返済する場合、当社所定のＡＴ
Ｍ手数料を負担するものとします。その場合は、第37条第４項にて定める
毎月の締切日までのＡＴＭ利用に係る手数料について、当月の支払期日に支
払うものとします。

２．ＡＴＭ手数料は、利用金額・返済金額が１万円以下の場合は110円（含む消
費税等）、利用金額・返済金額が１万円を超える場合は220円（含む消費税等）
とします。但し、当社が認める場合は割引又は無料とすることがあります。

第２章　海外キャッシュサービス
第41条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）

本会員は、自ら又は家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシ
ュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範
囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受ける
ことができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金
とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッ
シングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし、当社
の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由
により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金
を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領
したものとみなします。

第42条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、

下記＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率
等＞に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えな
いものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下
げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられ
た場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、
この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変
更されることがあります。

第43条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方式は、元利一括返済、返済回数は１回とし

ます。
２．毎月の返済額は、第37条の毎月の締切日までの借入金と前条第３項の経過

利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払期日に支払うものとしま
す。

３．海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、
海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定めにより換算された
円貨とします。

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部又
は一部を繰上げて返済することができます。

５．海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシ
ングもあとからリボの申込みを行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャ
ッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。そ
の場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降
をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対す
る利息を日割計算します。

第44条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するＡＴＭ等を利用して借り受け、
又は当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているＡＴＭ等を利
用して臨時に返済する場合においても、第40条の定めに従うものとします。

第３章　書面の交付
第45条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第１項に規定さ
れた書面の交付に代えて、同第６項に規定された書面、及び貸金業法第18条第
１項に規定された書面の交付に代えて、同第３項に規定された書面を交付するこ
とができることを承諾するものとします。
※貸金業法施行日（2007年12月19日）以前に入会した本会員は、当社から上記

第45条に関する通知又は上記第45条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、
１ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。



− 11 −

＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法＞
本会員 家族会員

キャッシング
リボ

海外キャッシュ
サービス

キャッシング
リボ

海外キャッシュ
サービス

当社が指定するＡＴＭ等で暗証番
号を入力して所定の操作をし、直
接現金を受領する方法

○ ○ ○ ○

国際提携組織と提携した日本国外
の金融機関の本支店のうち当社の
指定する店舗においてカードを提
示し、所定の伝票に署名し、直接
現金を受領する方法

― ○ ― ○

電話・インターネット等で申込み
を行い、借入金を決済口座への振
込みにより受領する方法

○ ― × ―

「キャッシングもあとからリボ」
の申込みを行い、海外キャッシュ
サービスの借入金をキャッシング
リボへ変更する方法

○ ― ○ ―

＜キャッシングリボご利用時のご注意＞
キャッシングリボの返済方式が毎月元利定額返済の場合、毎月のご返済額はご利
用残高により以下のとおり変更となり一度上がった返済額はご利用残高が減って
も下がりません。
また、当社が定める会員規約（改定があった場合には改定前の会員規約を含みま
す。）により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボの
ご利用がない限り毎月の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシング
リボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が変更される
場合があります。

項番 対象条件 締切日時点
残高

変更前
毎月返済金額

変更後
毎月返済金額

①

以下いずれかの条件に合致する方
・2018年４月２日以降にキャッシングリボ

のご利用枠を設定又は増枠された方
・2018年４月２日以降に会員の申出により

右の条件を希望された方
・2018年４月２日以降に会員の申出により

カードを切替された方
ただし、カード種類（プラチナ、ゴールド、
クラシック、クラシックＡ、アミティエ等）
変更のみの切替は除きます。
・切替前カードに②の条件が設定されてお

り、2018年４月２日以降に会員申出によ
りカード種類（プラチナ、ゴールド、ク
ラシック、クラシックＡ、アミティエ等）
変更のみのカード切替をされた方

10万円超 1万円未満 1万円

20万円超 1万5千円
未満 1万5千円

50万円超 2万円未満 2万円

70万円超 2万5千円
未満 2万5千円

90万円超 3万円未満 3万円

200万円超 4万円未満 4万円

②

①に該当しない方で、以下いずれかの条件
に合致する方
・2007年12月16日から2018年４月１日ま

でにキャッシングリボのご利用枠を設定
又は増枠された方

・2007年12月15日以前にキャッシングリ
ボのご利用がない方

・2017年２月13日以降2018年４月１日ま
でに会員の申出によりカードを切替いた
だいた方

ただし、カード種類（プラチナ、ゴールド、
クラシック、クラシックＡ、アミティエ等）
変更のみの切替は除きます。

20万円超 2万円未満 2万円

70万円超 3万円未満 3万円

200万円超 4万円未満 4万円

③ 上の①②に該当しない方
50万円超 2万円未満 2万円
100万円超 3万円未満 3万円
200万円超 4万円未満 4万円

当社と会員の間で同意に基づき、上記と異なる変更条件を適用する場合、当社所
定の方法により別途通知することとします。また、当社と会員の間で同意なく上
記条件を変更することはありません。
＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等＞

名　　称 返済方式 返済期間・返済回数 実質年率

キャッシング
リボ

元利定額返済
（ボーナス月
増額返済あり）

最長4年・48回（新規ご契
約ご利用枠100万円、実質
年率14.4％、毎月ご返済額
２万円、70万円をご利用の
場合）
※返済期間・回数はご利用

内容によって異なります。

一般会員
　…実質年率
　　15.0 ～ 17.4％
プラチナカード・ゴ
ールドカード会員
　…実質年率
　　14.1 ～ 14.4％

海外キャッシュ
サービス 元利一括返済 23日～ 56日（但し暦によ

る）・１回
実質年率
15.0 ～ 18.0％

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ＡＴＭ手数料（取扱金額１万円以下：110

円（含む消費税等）、取扱金額１万円超：220円（含む消費税等））・再振替等
にかかる費用

●本会員において、利息が利息制限法第１条第１項に規定する利率を超えるとき
は、超える部分についての支払義務を負いません。

●貸金業法第17条第１項の規定により交付する書面又は同第６項で規定する書
面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載
する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。

＜割賦販売法における法定用語の読み替え＞
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等におい
て割賦販売法における法定用語を以下の通り読み替えます。

割賦販売法における法定用語 読み替え後の用語
・現金販売価格
・現金提供価格
・現金価格
・利用金額
・利用額

・利用代金

・支払回数
・分割回数

・支払区分
※「ご利用代金明細書」のみ読み替え

・支払総額
・分割払価格
・分割価格

・分割支払金合計
・お支払い総額
・カードショッピングの支払い総額

・包括信用購入あっせんの手数料
・分割払手数料
・分割手数料
・リボ手数料

・手数料
・手数料額

・実質年率 ・リボルビング払いの手数料率
・分割払いの手数料率
・手数料率

・支払分
・分割支払額
・分割支払金
・分割払金

・お支払い予定額
・カードショッピングの支払い金

・弁済金
・各回の支払金額

・リボ払いお支払額
・毎月支払額
・今回お支払額
・臨時元金返済額
・約定お支払額
・ボーナス月増額

＜リボルビング払い、分割払いの返済方式・回数、手数料率等＞
・リボルビング払い　　実質年率15.0％
・分割払い
支払回数 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36
支払期間（ヵ月） 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36
実質年率（％） 1２.00 13.２５ 13.７５ 1４.２５ 1４.５0 1４.７５ 1４.７５ 1４.７５ 1４.７５ 1４.７５ 1４.５0
利用金額100円
当りの分割払手
数料の額（円）

２.01 3.3５ ４.0２ ６.７0 ８.0４ 10.0５ 1２.0６ 13.４0 1６.0８ ２0.10 ２４.1２

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース１万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
　８月16日から９月15日までに利用金額50,000円のリボ払いをご利用された場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50,000円）

①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）…50,000円−10,000円

＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い（ご利用残高40,000円）

①手数料（９月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途
中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日÷365日＋
　40,000円×15.0%×５日÷365日＝595円

②お支払い元金
 ・元金定額コースの場合…10,000円
 ・標準コースの場合………　9,405円（③10,000円−①595円）

③弁済金
 ・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
 ・標準コースの場合………10,000円

④お支払い後残高
 ・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円−10,000円）
 ・標準コースの場合………30,595円（40,000円−9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
　利用金額50,000円、10回払いで分割払いをご利用された場合

①分割払手数料　50,000円×（6.70円÷100円）＝3,350円
②支払総額　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　53,350円÷10回＝5,335円

＜２回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料＞
支払区分 支払回数 支払期間 手数料

２回払い ２回 ２ヵ月 不要
ボーナス一括払い １回 ２ヵ月～８ヵ月 不要

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・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．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、当社サービスデスクまでお

願いします。
九州カード株式会社＜福岡財務支局長（13）第00025号＞
　　　　　　　　　＜日本貸金業協会会員　第001045号＞
＜サービスデスク＞
〒812−0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3−18 サンライフセンタービル
電話番号　092−452−4500
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却

ください。
３．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合わせ・ご相

談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面につ

いては、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒812−0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3−18 サンライフセンタービル
電話番号　092−452−4520

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記の九州カード紛失・盗難デスクま
でお願いします。
＜九州カード紛失・盗難デスク＞
フリーダイヤル 　0120−742494
※携帯電話・PHSからの通話も可能　　受付時間／ 24時間年中無休

貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
（当社が契約する指定紛争解決機関）
日本貸金業協会　貸金業相談・紛争解決センター
〒108−0074　東京都港区高輪3−19−15　　電話番号　03−5739−3861

（2022年４月改定）

JCB CARD規約・規定集　九州カード株式会社（抜粋版）
第１条（会員）

１． 九州カード株式会社（以下「当社」という。）および株式会社ジェーシービ
ー（以下「JCB」という。）が運営するカード取引システム（以下「JCBカ
ード取引システム」という。）に当社およびJCB（以下「両社」という。）所
定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し
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込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
２．JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認

のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査の
うえ入会を承認した方を家族会員といいます。

３．本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード（第２条第１項で
「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。）を使
用して、本規約に基づくカード利用（第３章（ショッピング利用、金融サー
ビス）に定めるショッピング、キャッシング１回払いおよびキャッシングリ
ボ払い（以下併せて「金融サービス」という。）ならびに第５条に定める付
帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。）を行う一切の権
限（以下「本代理権」という。）を授与します。なお、本会員は、家族会員
に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由があ
る場合は、第39条第５項所定の方法により家族会員によるカード利用の中
止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅し
たことを、両社に対して主張することはできません。

４．本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて
本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支
払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、
本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族
会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違
反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。

５．本会員と家族会員を併せて会員といいます。
６．会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
７．会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、

カード（第２条第１項に定めるものをいう。）の利用可能枠、利用範囲、利
用方法、家族会員の有無等が異なります。

第２条（カードの貸与およびカードの管理）
１．当社は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード（以下「カード」

という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族
カード」という。）を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたIC
カード（以下「ICカード」という。）を含みます。会員は、カードを貸与さ
れたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりませ
ん。

２．カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等（以下「会
員番号等」という。）が表示されています。また、カードの裏面にはセキュ
リティコード（サインパネルに印字される７桁の数値のうち下３桁の数値を
いう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。）
が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示するこ
となくカード情報によりショッピング利用（第22条に定めるものをいう。
以下同じ。）をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等
を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、
カード情報を管理するものとします。

３．カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもって
カードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カード
は、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを
貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しも
しくは使用させることを一切してはなりません。

第７条（暗証番号）
１．会員は、カードの暗証番号（４桁の数字）を両社に登録するものとします。

ただし、会員からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切
と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。

２．会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の
他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号
等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないも
のとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の
注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号
が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本
人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。
ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在し
ない場合には、この限りではありません。

３．会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更するこ
とができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの
再発行手続きが必要となります（両社が特に認めた方法で変更する場合はこ
の限りではありません。）。

第10条（会員区分の変更）
１．本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になりま

す。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に
伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更
を申し出た場合であっても、当社が暗証番号として不適切と判断した場合に
は、暗証番号は変更となりません。

２．本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取
引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対
する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがありま
す。暗証番号は第７条第１項を準用するものとします。

３．会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当社が定めた利用
可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新た
に適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引
き継がれないことがあります。

第11条（取引時確認等）
　犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認（本人特定事項等
の確認をいう。）が当社所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必
要と当社が判断した場合は、当社は入会を断ること、カードの利用を制限するこ
とおよび会員資格を喪失させることがあります。

第11条の２（反社会的勢力の排除）
１．会員および入会を申し込まれた方（以下併せて「会員等」という。）は、暴

力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、
暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼう
ゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済
制裁の対象として指定する者（以下、上記の９者を総称して「暴力団員等」
という。）、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者（以下、上記のす
べてを総称して「反社会的勢力」という。）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、および自らまたは第三者を利用して、
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、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまた
は威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、そ
の他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。

２．当社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、
会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を
一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カー
ドの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまで
の間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社は、会員

が前項の規定に違反していると認めた場合には、第38条第１項⑹および同
条第２項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第39条
第４項⑹⑺の規定に基づき会員資格を喪失させます。

３．前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該
損害等について両社に請求をしないものとします。

４．第１項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者
をいいます。

⑴　暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
⑵　暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑶　自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加え

る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる
関係を有する者

⑷　暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与を
していると認められる関係を有する者

⑸　暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑹　その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報

力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第13条（個人情報の収集、保有、利用、預託）

１．会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以
下のとおり取り扱うことに同意します。

⑴　本契約（本申し込みを含む。以下同じ。）を含む当社もしくはJCBまたは
両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②
③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。

①　氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセージサービス
の送信先番号を兼ねる）、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメール
アドレス等、会員等が入会申込時および第９条等に基づき入会後に届け
出た事項。

②　入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契
約内容に関する事項。

③　会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判
断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事
項。

④　会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、
当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。

⑤　犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載
事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。

⑥　当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類の記載事項（公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、
法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合
があります。）。

⑦　電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧　インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取

引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアド
レス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報（以
下「オンライン取引情報」という。）。

⑨　インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取
引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフ
ォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報（OSの種類・言語、
IPアドレス、位置情報、端末識別番号等）（以下「デバイス情報」という。）。

⑵　以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、
会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の
媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当社またはJCBに中
止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止する
ものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡
するものとします。

①　カードの機能、付帯サービス等の提供。
②　当社もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当社もし

くはJCBまたは両社の事業（当社またはJCBの定款記載の事業をいう。
以下「両社事業」という場合において同じ。）における取引上の判断（会
員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含
む。）。

③　両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④　両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段

等の方法による、当社、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸
付の契約に関する勧誘。

⑤　刑事訴訟法第197条第２項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に
基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公
的団体等への提供。

⑶　本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の
遂行に必要な範囲で、本項⑴①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委
託先に預託すること。

⑷　割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業
務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用
いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項⑴
⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、
当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対
的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図る
ため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッ
ピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、
本項⑴⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当
該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者
は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定で
きないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内にお
いて、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにお
ける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホー
ムページ内のJ/Secure（TM）サービスに関する案内にて確認できます。

２．会員等は、当社、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携
会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、
第１項⑴①②③④の個人情報（第14条により個人信用情報機関からのみ取
得された個人情報を除く。）を共同利用することに同意します。（JCBカード
取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できま
す。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/）なお、本項に基づく共同利用に係る個
人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。

３．会員等は、当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会
社（以下「共同利用会社」という。）が、共同利用会社のサービス提供等の
ため、第１項⑴①②③の個人情報を共同利用することに同意します。（共同
利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。）なお、本項に
基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなり
ます。

第14条（個人信用情報機関の利用および登録）
１．本会員および本会員として入会を申し込まれた方（以下併せて「本会員等」
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という。）は、当社が利用・登録する個人信用情報機関（個人の支払能力に
関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせ
ん業者等（以下「加盟会員」という。）に対する当該情報の提供を業とする
もの）について以下のとおり同意します。

⑴　本会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関（以
下「加盟個人信用情報機関」という。）および当該機関と提携する個人信
用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」という。）に照会し、本会員
等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録さ
れている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、
登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確
認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機
関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれ
ます。

⑵　加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に
基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登
録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関およ
び提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供さ
れ、自己の与信取引上の判断（本会員等の支払能力の調査または転居先の
調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関
する情報については支払能力の調査の目的に限る。）のために利用される
こと。

⑶　前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個
人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵
守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と
適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関およ
び当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。

２．2005年３月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申
し込まれた方（以下「家族会員等」という。）は、家族会員等の入会時の同
意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な
取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録され
ている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員
等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。

３．加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の
個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末
尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社が新
たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のう
え同意を得るものとします。

第15条（個人情報の開示、訂正、削除）
１．会員等は、当社、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、

共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関が
それぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができ
ます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。

⑴　当社に対する開示請求：本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
⑵　JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用

会社に対する開示請求：本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
⑶　加盟個人信用情報機関に対する開示請求：本規約末尾に記載の各加盟個人

信用情報機関へ
２． 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速

やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条（個人情報の取り扱いに関する不同意）

　両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、また
は本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断るこ
とや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第１項⑵③に定め
る市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定
める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、
入会を断ることや退会の手続きをとることはありません（本条に関する申し出は
本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。）。

第17条（契約不成立時および退会後の個人情報の利用）
１．両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしな

い理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的（ただし、第13条第１
項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送
付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。）お
よび第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用され
ることはありません。

２．第39条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める
目的（ただし、第13条第１項⑵③に定める市場調査を目的としたアンケー
ト用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店
等の営業案内等を除く。）および開示請求等に必要な範囲で、法令等または
両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

第22条（ショッピングの利用）
10．会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の

提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠（第19条第２項
に定めるものをいう。）を利用すること（以下「ショッピング枠現金化」と
いう。）はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等があ
りますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、
方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。

⑴　商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、
カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの
交付を受ける方式

⑵　商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、
当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に
有償で譲渡する方式

⑶　現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用し
て購入する方式

第23条（立替払いの委託）
１．会員は、第22条第１項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用した

ことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当社
が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うた
めに、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。
なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合
があります。

⑴　当社が加盟店に対して立替払いすること。
⑵　JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払い

すること。
⑶　JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの

提携会社に対して立替払いすること。
⑷　JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの

関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いするこ
と。

２．商品の所有権は、当社が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払い
をしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保さ

れることを、会員は承認するものとします。
３．第１項にかかわらず、当社が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行う

ために、例外的に、当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加
盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が
行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。

第34条（明細）
１．当社は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピン

グ分割払い利用残高（ショッピングスキップ払い利用残高を含む。）および
キャッシングリボ払い利用残高等（以下「明細」という。）を約定支払日の
当月初め頃、当社所定の方法により、本会員に通知します。なお、第24条
第２項⑵に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の
明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略
することがあります。

２．当社は、会員がキャッシング１回払い、キャッシングリボ払いを利用した場
合、貸金業法第17条第１項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかに
した書面（以下「貸金業法第17条第１項の書面」という。）を、前項の明細
とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希
望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容
を通知します。なお、貸金業法第17条第１項の書面に記載された返済期間、
返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利
用または本会員が返済をした場合は変動します。

３．会員は、当社が貸金業法第17条第１項の書面および貸金業法第18条第１項
に基づき本会員に交付する書面を、貸金業法第17条第６項および貸金業法
第18条第３項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を
記載した明細（電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。）
に代えることができることを承諾するものとします。また、当社は、当社が
定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による
運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失し
た場合には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。

（KKB01・00034・20210730）

ETCスルーカード規定（要約）
１．「ETC会員」とは、カード発行会社（以下「当社」という。）および株式会

社ジェーシービー（以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。）
所定の会員規約（個人用、一般法人用、使用者支払型法人用または法人債務・
カード使用者立替用をいい、以下総称して「会員規約」という。）に定める
会員のうち、本規定および道路事業者（第４号に定めるものをいう。）が別
途定めるETCシステム利用規程（以下「ETCシステム利用規程」という。）
を承認のうえ、本規定に定めるETCスルーカードの利用を両社所定の方法
により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。

２．両社は、ETC会員に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうち会
員が指定し両社が認めたカード（以下「親カード」という。）に追加して、
本カードを発行し、当社が貸与します。なお、本カードの所有権は当社にあ
り、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理し
なければなりません。

３．ETC本会員またはETC法人会員（会員規約（使用者支払型法人用）が適用
される場合はETCカード使用者をいう。）は、当社に対し、当社が通知また
は公表する本カードにかかる年会費（ETC家族会員またはETCカード使用
者の有無・人数によって異なる。）を、親カードの年会費とは別に、親カー
ドにかかる年会費と同様の方法で支払うものとします。なお、当社または
JCBの責に帰すべき事由によらず本規定を解約または解除した場合、すでに
お支払い済みの本カードにかかる年会費はお返ししません。

４．ETC会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるもの
とし、本カード利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カー
ドと同様の方法で支払われるものとします。なお、親カードの利用可能な金
額の計算にあたり、本カードの利用金額は、親カードの利用残高に合算され
ます。

５．本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗
難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車
内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみ
なします。

６．当社またはJCBの故意または過失による場合を除き、両社は、ETC会員に
対して、道路上での事故、ETCシステム、車載器に関する紛議に関し、こ
れを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
また、両社は、本カードの毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC会員
の損失、不利益に関して責任を負いません。ただし、本カードの毀損、変形、
機能不良などが両社の責に帰すべき事由（JCBがETC会員に本カードを発
送する前に既に発生していた事由に限られます。）により生じた場合は、こ
の限りではありません。

７．ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除
された場合、ETC会員は直ちに、ETC家族会員またはETCカード使用者に
貸与された本カードを含む全ての本カードを返還または本カードに切り込み
を入れて破棄するものとし、本カードの使用を停止しなければならないもの
とします。ETC会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込
みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した
場合には、ETC会員に重大な過失があったものと推定し、会員規約（カー
ドの紛失、盗難による責任の区分）を準用し、そのカードの利用代金は
ETC本会員またはETC法人会員（会員規約（使用者支払型法人用）が適用
される場合はETCカード使用者をいう。）の負担とします。ただし、本カー
ドの管理につき、ETC会員に故意または重大な過失が存在しない場合には、
この限りではありません。

８．以下それぞれの規約を承認のうえ申し込んだ場合についえて次の通りとしま
す。

⑴　会員規約（一般法人用）を承認のうえ申し込んだ場合
 ETC法人会員および同規約に定める代表使用者は、本カード利用代金そ

の他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について連帯し
て当該債務を負担するものとし（民法436条）、ETC法人会員および代表
使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者
に対しても、その効力を生じるものとします。また、連帯保証人は、本カ
ード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務
について、ETC法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。

⑵　会員規約（使用者支払型法人用）を承認のうえ申し込んだ場合
 ETC法人会員およびETCカード使用者は、本カード利用代金その他本規

定に基づきETCカード使用者が負担する一切の債務について連帯して当
該債務を負担するものとし（民法436条）、ETC法人会員およびETCカー
ド使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の
者に対しても、その効力を生じるものとします。

⑶　会員規約（法人債務・カード使用者立替用）を承認のうえ申し込んだ場合
 本カード利用代金その他本規定に基づく一切の支払債務は法人会員に帰

属、本カード利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カー
ドと同様の方法（法人会員に代わってカード使用者が立替金を支払う方法）
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で支払われるものとします。なお、当社は会員規約（法人債務・カード使
用者立替用）に基づき、カード使用者から支払いを受けられなかった場合
等には、ETC法人会員に対して、直接支払いを請求することができます。

９．本規定の改定は、会員規約の「会員規約およびその改定」にかかる条項が準
用されます。

　【個人情報の取り扱いに関する同意条項】
10．ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で両社が道

路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
⑴　ETC会員が、ETCマイレージサービスのユーザー登録（本条において変

更登録を含む。）に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、
道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社
がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会
員番号にかかる情報を通知すること。

⑵　道路事業者が自ら料金を徴収するため（項番４．の規定にかかわらず、当
社が、破産、民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収
することが困難になった場合、道路事業者が自ら料金を徴収することがあ
ります。）に、両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番
号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報
を提供すること。

　本規定に定めのない事項は会員規約によるものとします。
（ETY99・00555・20200331）

QUICPay会員規定（個人用／モバイルなし用－抄－）
第１条　目的等

１．本規定は、株式会社ジェーシービー（以下「JCB」という。）が単独または
JCBの提携するカード発行会社（以下「当社」といい、JCBと併せて「JCB
等」という。）と共に運営する『QUICPay』と称するICチップを用いた非接
触式クレジット決済システム（以下「本決済システム」という。）の内容、
利用方法、並びに第２条第１項⑵に定める指定本会員および第２条第１項⑷
に定めるQUICPay会員とJCB等との間の契約関係等について定めるもので
す。

２．本規定は、第２条第１項⑷に定めるQUICPay会員の本決済システム利用に
ついて第２条第１項⑵に定める指定本会員および第２条第１項⑷に定める
QUICPay会員に適用されます。なお、JCBが単独で本決済システムを運営
する場合には、本規定における「当社」、「当社またはJCB」および「JCB等」
は、いずれも「JCB」と読み替えて適用されます。

第２条　用語の定義
　本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特
に定めのない用語については、JCB等所定の会員規約（以下「会員規約」という。）
におけるのと同様の意味を有します。

⑴　「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を有するJCB
等所定の非接触式ICチップを搭載したカード等をいいます。

⑵　「指定本会員」とは、会員規約に定める本会員のうち、本規定を承認のうえ、
本決済システムの利用を申し込み、JCB等がこれを承認した方をいいます。

⑶　「指定カード」とは、指定本会員が会員規約に定める本会員として貸与さ
れまたは貸与されているクレジットカード（以下「JCBカード」という。）
のうち、指定本会員が本決済システム利用代金の支払方法として予め指定
するJCBカードをいいます。

⑷　「QUICPay会員」とは、以下の各号のいずれかに該当する方をいいます。
①　指定本会員
②　指定本会員にかかる会員規約に基づく家族会員または指定本会員の家族

のうち、本規定を承認のうえ指定本会員の同意を得て本決済システムの
利用を申し込み、JCB等がこれを承認した方（以下「QUICPay家族会員」
という。）

第３条　本カードの発行および貸与
２．当社は、QUICPay入会申込者のうち、JCB等が審査のうえ承認した方に対し、

JCB等が発行する本カードを貸与します。なお、JCB等は、以下の各号に該
当すると判断した場合には、入会を承認しません。

⑴　本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入もしくは申告し、または偽造も
しくは変造にかかる資料を添付した場合。

⑵　本入会申し込みに際し、あらかじめ指定した指定カードが無効である場合。
５．QUICPay会員は、自己に貸与された本カードおよび本カード情報を、善良

なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。本カード
の所有権は当社にあり、QUICPay会員は、本カードの譲渡、貸与、預託も
しくは担保提供等一切の処分または本カードの占有移転を行わないものとし
ます。

第11条　立替払いの委託
１．QUICPay会員は、第９条第１項の定めのとおり、QUICPay加盟店において

本カードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなり
ます。指定本会員は、当社がQUICPay会員からの委託に基づき、QUICPay
会員のQUICPay加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法
をとることについて予め異議なく承諾するものとします。なお、QUICPay
加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があり
ます。

⑴　当社がQUICPay加盟店に対し立替払いすること。
⑵　JCBがQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当社がJCBに立替払いす

ること。
⑶　JCBの提携会社がQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当社が当該

JCBの提携会社に立替払いすること。
２．商品の所有権は、当社がQUICPay加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対

して支払いをしたときに当社に移転し、本カード利用代金が完済されるまで、
当社に留保されることをQUICPay会員は承認するものとします。

３．第１項にかかわらず、当社が、QUICPay会員のQUICPay加盟店に対する支
払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCBまたはJCBの提携会社と
QUICPay加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。指定本会
員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとし
ます。

４．JCBが単独で本決済システムを運営する場合、第１項⑵は適用となりません。
第12条　本カード利用代金の支払区分および支払方法

２．本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は指定カードの利用
とみなされます。

３．指定本会員は、会員規約に定める指定カードの利用代金の支払方法と同様の
方法で、本カード利用代金を支払うものとします。

（QPB98・0055・20200331）
MyJCB利用者規定
第１条（定義）

１．「会員」とは、⑴株式会社ジェーシービー（以下「JCB」という）、もしくは
⑵JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード、または
JCB所定のカード（以下、総称して「カード」という）の貸与を受けた者（家
族会員を含む）をいいます。

２．「MyJCBサービス」（以下「本サービス」という）とは、JCBおよびカード
発行会社（以下、併せて「両社」という）が、両社所定のWebサイト（以下

「本Webサイト」という）において提供する第４条の内容のサービスをいい
ます。

３．「利用登録」とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社（以下「カ
ード発行会社」という）およびJCBに対して、本サービスの利用を申込み、
両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利
用者として登録することをいいます。

４．「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に
承認されて利用登録を完了した会員をいいます。

５．「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出たEメールアドレス、
秘密の合い言葉（第２条第６項に定めるものをいう）その他の情報および
ID・パスワードの情報をいいます。

６．「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合い言葉およびワンタイムパス
ワード（第５条第４項に定めるものをいう）の総称をいいます。

第２条（利用登録等）
１．利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カー

ド会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
２．本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法

により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を
申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。

３．本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure（TM）利用者規定に同意するも
のとします。ただし、一部JCBの提携するカード発行会社の会員およびJCB
所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。

４．両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承
認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を
特定する番号（以下「ID」という）を発行します。

５．IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受けた利用者は、
任意のパスワードを指定するものとします。

６．利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え（以下、
併せて「秘密の合い言葉」という）を登録する必要があります。ただし、一
部のカードについては、この限りではありません。

７．利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利
用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとしま
す。

８．利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができ
るものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできな
いものとします。

第３条（届出情報）
１．利用者は、利用者が日常的にメール受信を確認することが可能なEメールア

ドレスを、両社に対して届け出なければならず、利用登録がなされている期
間、両社、JCBまたはカード発行会社から送信されるEメールを速やかに受
信し確認することが可能な状態を維持しなければならないものとします。

２．利用者は、両社に届け出たEメールアドレスを変更する場合、直ちに両社所
定の届出を行うものとします。

第４条（本サービスの内容等）
１．両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用

者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
⑴　カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・

交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング１回払いから
キャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メー
ル配信、⑦その他のサービス

⑵　JCBの提供する、①J/Secure（TM）、②メール配信、③MyJCB優待、④
その他のサービス

⑶　両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャン
ペーン情報照会、③その他のサービス

⑷　その他両社所定のサービス
２．両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することがで

きるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームペ
ージ等で公表またはEメール等で通知します。

３．利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約
に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに
係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされま
す。

第５条（本サービスの利用方法）
１．利用者は、本規定のほか、第４条第１項の各種サービスにおける「ご案内」、

「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等（以下、本規定、
注記事項および規約を総称して「本規定等」という）を遵守するものとしま
す。

２．利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し（以下「ロ
グイン」という）、本規定等に従うことにより、本サービスを利用すること
ができるものとします。

３．前項にかかわらず、両社は、IDおよびパスワードの入力に加えて、利用者
が事前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める場合があり
ます。この場合、利用者は、IDおよびパスワードに加えて、さらに当該答
えを入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入
力することで、本サービスを利用することができるものとします。

４．前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両
社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨時のパスワード（以下「ワ
ンタイムパスワード」という）を送信します。なお、当社の規定回数を超え
て、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該IDの利
用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改め
て利用登録をする必要があります。

５．両社は、入力されたIDとパスワードの一致を確認することにより、その入
力者を利用者本人と推定します。なお、第５条の２に基づきおまとめログイ
ン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか１つお
よびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおま
とめ対象IDに係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。

第５条の２（おまとめログイン設定）
１．同一の利用者がJCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与

を受け、当該カードごとにIDの発行を受けている場合に、JCB所定の方法
でそれら複数のIDを相互に紐付ける設定（以下「おまとめログイン設定」
という）をすることができます（おまとめログイン設定によって相互に紐付
けられたIDを「おまとめ対象ID」という）。おまとめログイン設定後は、以
下の機能が適用されます。

⑴　おまとめ対象IDのいずれか１つでログインすることにより、他のすべて
のおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サ
ービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリテ
ィ上必要と判断した場合はこの限りではありません。

⑵　利用者がおまとめ対象IDのいずれか１つに係るカードについて、次の情
報（自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番
号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有
無・家賃支払いの有無等）の変更を本サービスを利用して届け出た場合、
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すべてのおまとめ対象IDに係るカードについて当該属性情報が一括して
変更されます。（これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあ
ります。対象外となるカードについては、【https://www.jcb.co.jp/myjcb/
pop/omatome-login.html】に公表します。）

⑶　利用者がおまとめ対象IDのいずれか１つに係るカードについて、Eメール
アドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場
合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適
用有無を選択することができます。

２．おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。
各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、【https://www.jcb.
co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html】に公表します。なお、家族カードは
おまとめログイン設定することができません。

３．会員区分の変更（一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変
更等をいう）があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録に
より発行されていたIDは、自動的に変更後のカードのIDとして引き継がれ、
変更前のカードには自動的に新規のIDとパスワードが発行されます。この
とき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規
発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。

４．おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方法で解除をす
るものとします。

第６条（特定加盟店への情報提供サービス）
１．JCBブランドの一部の加盟店（以下「特定加盟店」という）において、本サ

ービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サー
ビスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象
となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加
盟店に提供されることに、同意するものとします。

２．両社は特定加盟店サービスに第１項で定める情報を提供するのみであり、利
用者は、特定加盟店のWebサイト等において、自ら特定加盟店サービスの内
容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社
は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。

第７条（利用者の管理責任）
１．利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サー

ビスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うも
のとします。

２．利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注
意をもって管理するものとします。

３．自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または
過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。

４．利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与
えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。

第８条（利用者の禁止事項）
　利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないもの
とします。

⑴　自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
⑵　他人の認証情報を使用する行為
⑶　本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
⑷　コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本Webサイトを通じて、

または本サービスに関連して使用または提供する行為
⑸　JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれ

のある行為
⑹　法令または公序良俗に反する行為

第９条（知的財産権等）
　本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標
権その他の知的財産権等は、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属
するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある
行為をしてはならないものとします。

第10条（利用登録抹消）
　両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要す
ることなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるも
のとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとし
ます。

⑴　カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
⑵　本規定のいずれかに違反した場合
⑶　利用登録時に虚偽の申告をした場合
⑷　本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わ

なかった場合
⑸　同IDで連続してログインエラーとなった場合
⑹　その他両社が利用者として不適当と判断した場合

第11条（利用者に対する通知）
１．両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報

提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、
両社が必要と判断する通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依
頼することができるものとします。

２．両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことに
より、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意ま
たは過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。

３．利用者は第3条に基づき届け出たEメールアドレス宛にEメールが受信してい
ないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第3条第1項および
第2項に定める義務を遵守しなかったために、JCBまたはカード発行会社か
ら利用者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通
常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得な
い事情があり、第3条第2項に基づく変更届出が遅延した場合はこの限りで
はないものとします。

第12条（個人情報の取扱い）
１．利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関

する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のた
めに利用することに同意するものとします。

⑴　宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
⑵　業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
⑶　市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
⑷　統計資料などに加工して利用すること（なお、個人が識別できない情報に

加工されます。）
２．両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、

個人情報を当該業務委託先に提供します。
第13条（免責）

１．両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつ
き、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、
保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するもので
はありません。

２．両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に
起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。

３．両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益
および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、い
かなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害に
ついては責任を負わないものとします。

第14条（本サービスの一時停止・中止）
１．両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れの

あるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全
部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。

２．両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維
持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提
供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、
事前にJCBホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急
的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する
場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供
を停止します。

３．両社は、第１項または第２項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に
生じた損害について、一切責任を負わないものとします。

第15条（本規定の改定）
１．両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規

定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる
日を定めたうえで、原則としてEメールを送信する方法により、利用者に対
して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益とな
るものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、
その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場
合があります。

２．前項にかかわらず、利用者が第3条の義務を遵守していない場合、両社は、
前項但書の場合に該当するか否かにかかわらず、本規定の改定を、当該改定
の効力が生じる日を定めたうえで、本Webサイトに掲載する方法により周知
することで足りるものとします。

第16条（準拠法）
　本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものと
します。

第17条（合意管轄）
　本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社またはJCBと
の間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社（会員とカード発
行会社との間の訴訟の場合）もしくはJCB（会員とJCBとの間の訴訟の場合）の
本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄
裁判所とすることに同意するものとします。

第18条（本規定の優越）
　本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本
規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
　カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、

「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは（もしくは）両社」をJCBと読み替
えるものとします。

JCBデビット会員向け特則
第１条（本特則の適用）

１．本特則は、「MyJCB利用者規定」（以下「本規定」という）に定める本サー
ビス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの会員に適
用されます。

２．本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が
適用されます。

第２条（本規定の変更）
１．本規定第１条第１項を以下のとおりに変更します。
 「１．｢会員」とは、株式会社ジェーシービー（以下「JCB」という）の提携

するカード会社が発行するJCBカード（以下「カード」という）の貸与を受
けた者（家族会員を含む）をいいます。」

２．本規定第４条第１項を以下のとおりに変更します。
 「１．両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利

用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
 ⑴　カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照

会・交換、③利用限度額の設定変更、④メール配信、⑤その他のサービス
 ⑵　JCBの提供する、①J/Secure（TM）、②メール配信、③MyJCB優待、

④その他のサービス
 ⑶　両社の提供する、①属性照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペー

ン情報照会、③その他のサービス
 ⑷　その他両社所定のサービス」
３．本規定第４条第３項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。

第３条（デビットショッピング利用時等の通知）
１．カード発行会社は、本特則第２条第２項による変更後の本規定第４条第１項

⑴④メール配信サービスの一部として、次の各号の場合に本規定第11条に
基づきEメールにて通知を行うものとします。なお、家族カードによるデビ
ット取引に関する次の各号の通知も本会員のEメールアドレス宛に行われ、
家族会員のEメールアドレス宛には行われません。
①　会員に貸与されたカードによるデビットショッピング（国外での利用も

含む）または海外現地通貨引き出しサービスの利用があり、JCBデビッ
ト会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とさ
れた場合

②　会員に貸与されたカードによりデビットショッピング（国外での利用も
含む）または海外現地通貨引き出しサービスの利用がされようとしたに
もかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その
理由がカード発行会社所定の理由に該当する場合

③　JCBデビット会員規約第23条第１項から第３項に定める、カード発行会
社から本会員への連絡を行う場合

２．本会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出たEメ
ールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。

３．カード発行会社は、本会員が両社に届け出たEメールアドレス宛へのEメー
ルの送信手続きの完了をもって第１項に定める通知を行ったものとします。

４．本会員が第２項に定める義務を怠ったことにより、本会員に対して損害が発
生した場合には、両社は一切責任を負わないものとします。

５．第１項に定める通知は、本会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われ
ません。

６．第１項に定める通知は、本規定第14条第１項に該当する場合、遅延、一時
停止または中止することがあります。

MyJチェック利用者規定
第１条（目的）

　本規定は、株式会社ジェーシービー（以下「JCB」という）および株式会社ジ
ェーシービーの指定するカード発行会社（以下「カード発行会社」という）が提
供するサービス「MyJCB」（以下「MyJCB」という）の利用登録（以下「利用
登録」という）を受けた会員（以下「利用者」という）が第２条に定める「MyJ
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チェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。
第２条（定義）

　「MyJチェック」（以下「本サービス」という）とは、利用者が、カード発行会
社から、カード発行会社所定のご利用代金明細書（以下「ご利用代金明細書」と
いう）の送付を受けている場合において、一定の条件を満たす場合に、ご利用代
金明細書の送付を受けないようにするものです。

第３条（対象会員）
１．本サービスを利用することができる者は、JCBおよびカード発行会社（以下

併せて「両社」という）が定めるものとします。
２．MyJCB利用登録者を対象とします。

第４条（利用の申請）
　本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している
方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとします。

第５条（ご利用代金の明細等の通知）
１．カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者（以下「MyJ

チェック利用者」という）に対して、ご利用代金明細書を送付しないものと
し、MyJチェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより
明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類は
Adobe Reader 6.0以上とします。

２．前項にかかわらず、当面の間、MyJチェック利用者のご利用代金の明細（家
族会員利用分を含む）の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJ
チェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書をMyJチェック利用
者に送付することを承諾するものとします。

⑴　法令等によって書面の送付が必要とされる場合
⑵　コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合
⑶　その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合

３．第１項にかかわらず、キャッシング１回払いまたはキャッシングリボ払いの
利用がある場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金
業法第17条第１項に基づき、利用内容を明らかにした書面（以下「貸金業
法第17条第１項の書面」という）を、ご利用の都度MyJチェック利用者に送
付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める
会員規約に貸金業法第17条第１項の書面を発送する旨の記載がない場合は、
送付しないものとします。

４．両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17条第１項の書面に代えて
貸金業法第17条第６項に規定された書面、および貸金業法第18条第１項に
規定された書面の交付に代えて、同第３項に規定された書面を交付すること
ができるものとします。

５．MyJチェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金の明細を確認するも
のとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、

「MyJCB」による確認ができない場合、MyJチェック利用者は両社に問い合
わせすることにより確認することができます。

６．JCBは、MyJチェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知（以
下「確定通知」という）を、MyJチェック利用者が申請したEメールアドレ
ス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は
確定通知を送信しないものとします。

⑴　確定通知が正しく受信されないことがあった場合
⑵　本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合
⑶　その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
⑷　確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはシ

ョッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合
７．JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MyJ

チェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」による
ご利用代金の明細の確認を行うことができるものとします。

８．MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請したEメールアドレスは常
に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、
MyJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は
責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない
場合に限ります。

第６条（本サービスの提供終了）
　両社は、MyJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利
用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するも
のとします。

⑴　本規定のいずれかに違反した場合
⑵　その他両社がMyJチェック利用者として不適当と判断した場合
⑶　MyJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同

一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りでは
ありません

第７条（終了・中止・変更）
１．両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、また

は内容を変更することができるものとします。
２．本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。

第８条（本規定の改定）
　両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を
改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定め
たうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改
定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると
認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表の
みとする場合があります。

第９条（本規定の優越）
　本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本
規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
　カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カー
ド発行会社およびJCB」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」をJCBと読み替
えるものとします。

MyJチェック利用者規定にかかる特則
第１条（本特則の適用）

１．本特則は、「MyJチェック利用者規定」（以下「本規定」という）に定める本
サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの本会
員に適用されます。

２．本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が
適用されます。

第２条（本規定の変更）
１．本規定第５条第２項から第４項の規定はJCBデビットカードの会員には適用

されません。
２．本規定第５条第６項⑷を以下のとおりに変更します。

「⑷確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合」
３．本規定第６条の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。

（MJ100001・20200331）
J/Secure（TM）利用者規定
第１条（定義）

１．「J/Secure（TM）」とは、株式会社ジェーシービー（以下「JCB」という。）、
およびJCBの提携するカード発行会社（以下、併せて「両社」という。）が
提供する第３条の内容のサービスをいいます。

２．「J/Secure（TM）利用登録」とは、会員がMyJCB利用者規定第１条および
第２条に基づきMyJCBへの新規登録時またはログイン時に、併せて本規定
に同意することにより、両社が当該会員をJ/Secure（TM）利用者として登
録することをいいます。ただし、一部のJCBの提携するカード発行会社の会
員については、この限りではありません。

３．「J/Secure（TM）利用者」とは、J/Secure（TM）利用登録を完了し、両社
からJ/Secure（TM）の利用の承認を得た者をいいます。

４．「J/Secureワンタイムパスワード（TM）利用者」とは、J/Secure（TM）利
用者のうち、両社所定の「J/Secureワンタイムパスワード（TM）利用者規定」
を承認のうえ、両社所定の方法でJ/Secureワンタイムパスワード（TM）の
利用を申し込み、両社が承認した者をいいます。

５．「J/Secure（TM）登録情報」とは、 J/Secure（TM）利用者がJ/Secure（TM）
利用登録時に申請した情報をいいます。

６．「J/Secure（TM）参加加盟店」とは、両社所定の会員規約における加盟店
（以下「加盟店」という。）のうち、当該加盟店の運営するWEBサイト等
（以下「加盟店サイト等」という。）において両社が定めるJ/Secure（TM）
の標識および両社所定の内容を表示し、J/Secure（TM）利用者からカード
を利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付
けるに際し、両社所定の認証方式による認証手続（以下「認証手続」という。）
に対応した加盟店をいいます。

第２条（J/Secure（TM）利用登録等）
１．J/Secure（TM）利用登録は、MyJCBへの新規登録時またはログイン時に表

示されるJ/Secure（TM）利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、
一部のカード発行会社の会員については、この限りではありません。

２． 一部の提携カード発行会社の会員におけるJ/Secure（TM）利用登録は、本
規定に同意のうえ、JCBおよび一部のJCBの提携カード発行会社所定の方法
により申請し、当該カード発行会社の承認を得た場合になされる登録完了画
面の表示をもって完了とします。

３．J/Secure（TM）利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカー
ドについて再度J/Secure（TM）利用登録を行った場合、従前のJ/Secure

（TM）利用登録は効力を失うものとします。
４．J/Secure（TM）利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure

（TM）利用登録を解除することができるものとします。
第３条（J/Secure（TM）の内容等）

１．両社の提供するJ/Secure（TM）のサービス内容は、以下のとおりとします。
⑴　J/Secure（TM）参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサ

ービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ/Secure
（TM）利用者に対して認証手続を行うサービス

⑵　前号に付随するその他サービス
２．両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secure

（TM）のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、
両社は、Eメール、WEBサイトその他の方法で、J/Secure（TM）利用者に
対し、公表または通知します。

第４条（J/Secure（TM）の利用方法等）
１．J/Secure（TM）利用者は、加盟店サイト等において、カードを利用した商

品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、両社
がパスワードの入力を要求した場合、両社の指示に基づき、次項のパスワー
ドを入力しなければならないものとします。

２．J/Secure（TM）利用者がJ/Secure（TM）において使用するパスワードは、
MyJCBサービスのパスワードと同一のパスワードとします。ただし、
J/Secureワンタイムパスワード（TM）利用者は、J/Secureワンタイムパス
ワード（TM）利用者規定の定めに従い、J/Secure（TM）を利用の都度発
行され、１回限り利用できるワンタイムパスワード（J/Secureワンタイム
パスワード（TM）利用者規定において「J/Secureワンタイムパスワード

（TM）」と定義されるものをいう。）を使用するものとします。（以下、
MyJCBサービスのパスワードとワンタイムパスワードを併せて、「パスワー
ド」という。）

３．両社は、第１項に基づき入力されたパスワードと予め登録されたMyJCBサ
ービスのパスワード（ただし、J/Secureワンタイムパスワード（TM）利用
者の場合はワンタイムパスワード）が一致した場合は、その入力者を
J/Secure（TM）利用者かつ会員と推定して扱います。

４．両社は、前項の認証結果をJ/Secure（TM）参加加盟店に通知します。
５．J/Secure（TM）利用者は、本規定のほか、MyJCB利用者規定、その他の注

記事項および別途定める規約等（以下、本規定、注記事項および規約を総称
して「本規定等」という。）を遵守するものとします。

第５条（J/Secure（TM）利用者の管理責任）
１．J/Secureワンタイムパスワード（TM）利用者には、J/Secureワンタイムパ

スワード（TM）利用者規定第６条（J/Secureワンタイムパスワード（TM）
利用者の管理責任）が適用されるものとし、本条は適用されません。

２．J/Secure（TM）利用者は、自己のパスワードがJ/Secure（TM）において
使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。

３．J/Secure（TM）利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure（TM）
利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載のカード発行会社へ届け出る
とともに、被害状況およびパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力す
るものとし、J/Secure（TM）利用者に責任がない場合にはその支払いが免
除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の
支払いは免除されないものとします。

⑴　J/Secure（TM）利用者が第三者に自己のパスワードを使用させ、または
第三者に自己のパスワードを開示もしくは漏洩するなど、善良なる管理者
の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合

⑵　故意・過失にかかわらずJ/Secure（TM）利用者本人およびその家族、親
族、同居人などJ/Secure（TM）利用者の関係者による利用である場合

⑶　カード発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理状況・使用状況
の調査に協力しない場合

⑷　前号の調査における、J/Secure（TM）利用者のカード発行会社に対する
報告内容が虚偽である場合

⑸　カード発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」
を通知後、60日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実がカード
発行会社へ届けられなかった場合

⑹　購入商品などが、カード発行会社に登録のJ/Secure（TM）利用者の住所
に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIP
アドレスがJ/Secure（TM）利用者および関係者の自宅・勤務地などであ
る場合

⑺　J/Secure（TM）利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
⑻　戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛

失・盗難である場合
⑼　その他カード発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure（TM）利用者

本人の利用であると判断した場合
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第６条（J/Secure（TM）利用者の禁止事項）
１．J/Secure（TM）利用者は、J/Secure（TM）のサービスの利用にあたって、

以下の行為を行ってはならないものとします。
⑴　自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為
⑵　他人のパスワードを使用する行為
⑶　コンピュータウィルス等の有害なプログラムをJ/Secure（TM）のサービ

スに関連して使用または提供する行為
⑷　JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれ

のある行為
⑸　法令または公序良俗に反する行為

第７条（知的財産権等）
　J/Secure（TM）の内容、情報などJ/Secure（TM）に含まれる著作権、商標
その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、
J/Secure（TM）利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある
行為をしてはならないものとします。

第８条（利用登録抹消）
　両社は、J/Secure（TM）利用者が次のいずれかに該当する場合、何らかの催
告または通知を要することなく、その利用登録を抹消することができるものとし、
また、当該利用者のJ/Secure（TM）のサービスの利用を制限することができる
ものとします。

⑴　カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
⑵　MyJCBの利用登録が抹消された場合
⑶　本規定のいずれかに違反した場合
⑷　利用登録時に虚偽の申告をした場合
⑸　その他両社がJ/Secure（TM）利用者として不適当と判断した場合

第９条（個人情報の取扱い）
１．J/Secure（TM）利用者は、両社がJ/Secure（TM）の利用に関する情報等

の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用す
ることに同意します。

⑴　宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
⑵　業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
⑶　統計資料などに加工して利用すること（なお、個人が識別できない情報に

加工されます。）
２．両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、

個人情報を当該業務委託先に預託します。
第10条（免責）

１．両社は、J/Secure（TM）のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、
暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシ
ステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性
を保証するものではありません。

２．両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure（TM）の
サービスの利用に起因して生じたJ/Secure（TM）利用者の損害について、
責任を負わないものとします。

３．通信障害、通信状況、J/Secure（TM）の利用する端末やソフトウエアに起
因する事由、J/Secure（TM）参加加盟店に起因する事由その他両社の責め
に帰すべきでない事由により、J/Secure（TM）利用者が正常に本規定に定
めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなか
ったことにより、J/Secure（TM）利用者または第三者に損害または不利益
が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。

４．両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure（TM）利用者
に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負い
ません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情に
より生じた損害については責任を負わないものとします。

５． J/Secure（TM）を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品
質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure（TM）利用
者は、J/Secure（TM）参加加盟店との間で処理するものとします。

第11条（J/Secure（TM）の一時停止・中止）
１．両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれ

のあるときは、事前に公表またはJ/Secure（TM）利用者に通知することなく、
J/Secure（TM）のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとる
ことができるものとします。

２．両社は、システムの保守等、J/Secure（TM）の維持管理またはセキュリテ
ィの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure（TM）の全部ま
たは一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は
J/Secure（TM）利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはE
メール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、シス
テムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および
通知をすることなく、J/Secure（TM）のサービスの提供を停止します。

３．両社は、第１項または第２項に基づくJ/Secure（TM）のサービスの停止に
起因してJ/Secure（TM）利用者に生じた損害について、一切責任を負わな
いものとします。

第12条（本規定の改定）
　両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を
改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定め
たうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改
定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると
認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表の
みとする場合があります。

第13条（準拠法）
　本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものと
します。

第14条（合意管轄裁判所）
　J/Secure（TM）の利用に関する紛争について、J/Secure（TM）利用者と両
社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両
社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意
管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第15条（本規定の優越）
　J/Secure（TM）の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規
約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。ただ
し、「J/Secureワンタイムパスワード（TM）利用者規定」は、本規定に優先し
ます。
　カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、

「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは（もしくは）両社」をJCBと読み替
えるものとします。

（JS100000・20200331）
スマリボ特約
第１条（総則）

１．本特約は、会員規約（個人用）（以下「会員規約」という。）第24条（ショ
ッピング利用代金の支払区分）第２項⑴号に基づき、会員がショッピング利
用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および
利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語に

ついては、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
２．本特約と会員規約その他の付随規定（以下「会員規定等」という。）との間

に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めの
ない事項については、会員規定等が適用されます。

第２条（定義）
１．「スマリボ」（以下「本サービス」という。）とは、会員規約第24条第２項⑴

号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピ
ングリボ払いとするサービスをいいます。

２．「利用者」とは、本特約第３条に基づき、本サービスの利用登録が完了した
会員をいいます。

第３条（利用登録）
１．本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法に

より、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申
し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。

２．前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約（個人用）の適用を受
ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うこ
とができません。

第４条（本サービスの内容）
１．本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を

受けることができるサービスに制限のある場合があります。
⑴　利用者が会員規約第22条（ショッピングの利用）および第24条第１項に

基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング１回払いを指定し
た場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピン
グリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービ
ス料金その他両社が指定するもの（JCBのホームページ等で公表します。）
の支払区分はショッピング１回払いとなります。なお、利用者がショッピ
ング利用をするに当たり、ショッピング１回払い以外の支払区分を指定し
た場合、本サービスの適用は受けません。

⑵　本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第20条（利用可能な
金額）第１項から第３項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算
定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第19条（利用
可能枠）第１項②に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となりま
す。

⑶　⑴号および⑵号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠
を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分
については、会員規約第25条（ショッピング利用代金の支払い）第１項
⑴号に基づき、ショッピング１回払いとしてお支払いいただくものとしま
す。

⑷　ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第26条（ショッピングリボ
払い）第１項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾
の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スラ
イドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支
払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」
に記載のとおりです。

⑸　利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公
表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受
けることができます。

２．両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することがで
きるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、３ヶ月前まで（た
だし、重要な変更については６ヶ月前まで）に公表または通知します。ただ
し、緊急を要する場合には、この限りではありません。

第５条（本サービスの利用方法）
　利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング１回払いをご指
定ください。

第６条（利用登録の抹消）
１．利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利

用登録を抹消することができます。
２．両社は、⑴利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、⑵利用

者が会員規定等または本特約に違反したとき、⑶利用者のショッピングリボ
払い利用可能枠が０円となったとき、⑷その他利用者のカード利用状況また
は信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合に
は、当該利用者の利用登録を抹消することができます。

３．前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくな
り、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利
用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみ
が適用されます。

４．第１項または第２項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それま
でのショッピング利用については、本特約第４条第１項⑴号から⑷号が適用
されます。ただし、利用者が会員規約第38条（期限の利益の喪失）第１項
または第２項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありま
せん。

第７条（本サービスの終了）
　両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。
この場合、両社は本サービス終了の６ヶ月前までに利用者に通知します。本サー
ビスが終了した場合、前条第３項および第４項が準用されます。

第８条（本特約の改定）
　本特約の改定は、会員規約第46条（会員規約およびその改定）が適用されます。

第９条（「支払い名人」からの移行）
１．「支払い名人」（両社が会員規約第24条第２項⑴号に基づき2019年４月15日

利用分、2019年５月10日支払日まで会員に提供していたサービスをいう。
以下同じ。）から本サービスに移行した利用者については、本特約第４条第
１項⑷号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約
末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、「支払
い名人」から本サービスへの移行時点で当該会員に対して適用されていた支
払いコース（以下「既存コース」という。）または残高スライド標準コース
となります。

２．利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースか
ら、本特約第４条第１項⑷号に定める支払いコースに変更することができま
す。ただし、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはでき
ません。

　カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本特約は次のように変更さ
れます。
１．条文中の「両社」を「JCB」と読み替えます。
２．会員規約の引用条項について、第13条以降の条番号が、１番繰り上がります。

（TK430002・20200331）
＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご

連絡ください。
２．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。
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株式会社ジェーシービー　JCBインフォメーションセンター
　東京　0422−76−1700　　大阪　06−6941−1700
　福岡　092−712−4450　　札幌　011−271−1411

３．本規約についてのお申し出、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ご連絡ください。なお、当社では個人
情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者（お客様相
談室担当役員）を設置しております。

（GSM00999・20090301）

九州カード株式会社　お客様相談室
〒812−0011 福岡市博多区博多駅前4−3−18（サンライフセンタービル）
　　　　　   092−452−4520

（00034・20200518）
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

（00000・20200331）
＜共同利用会社＞
　本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
　〒171−0033 東京都豊島区高田3−13−2 高田馬場TSビル
　利用目的：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式

会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する
「J-Basketサービス」等の提供

○株式会社ジェーシービー・サービス
　〒107−0062 東京都港区南青山5−1−20 青山ライズフォート
　利用目的：保険サービス等の提供

（KRG00777・20170331）
＜加盟個人信用情報機関＞
　本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●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
　電話番号　0120−810−414　https://www.cic.co.jp/
●株式会社日本信用情報機構（JICC）（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
　〒110−0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
　電話番号　0570−055−955　https://www.jicc.co.jp/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳

細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
　登録情報および登録期間

CIC JICC
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番

号、勤務先、運転免許証等の番号、本
人確認書類の記号番号等の本人情報

左記②③④⑤のいずれかの情報が登録
されている期間

②加盟個人信用情報機関を利用した日お
よび本契約に係る申し込みの事実

当該利用日より６
ヵ月間

当該利用日から６
ヵ月以内

③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、
割賦残高、年間請求予定額等の本契約
の内容および債務の支払いを延滞した
事実、完済等のその返済状況

契約期間中および
契約終了日（完済
していない場合は
完済日）から５年
以内

契約継続中および
契約終了日（完済
していない場合は
完済日）から５年
以内

④登録情報に関する苦情を受け、調査中
である旨　 当該調査中の期間

⑤本人確認資料の紛失、盗難等の本人申
告情報　 登録日より５年以内

※上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤となり
ます。

※上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、そ
の抗弁に関する調査期間中登録されます。

※上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る
情報は契約終了日から５年以内（入会年月日が2018年３月31日以前の場合は
延滞解消日から１年以内）、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日か
ら１年以内が登録されます。

＜提携個人信用情報機関＞
　本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター
　電話番号　03−3214−5020　https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とす

る個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会
員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームペー
ジをご覧ください。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報

CIC JICC、全国銀行個人信用情報センター ＊
JICC CIC、全国銀行個人信用情報センター ＊

＊提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払
いを延滞した事実等」となります。

（KSK77C・20181101）
＜貸金業務にかかる指定紛争解決機関＞
●日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
　〒108−0074 東京都港区高輪3−19−15
　電話番号　03−5739−3861

（ADR00555・20101008）
キャッシングサービスのご案内　20200331〈ウ’〉
＜資金使途／自由（ただし、事業資金は除く）＞

名称 融資利率
（年利）＊1 返済方式 返済期間／返済回数 担保・

保証人
キャッシン
グ１回払い

（国内･海外）

15.00
～ 18.00％

元利一括払い 23 ～ 56日（ただし暦によ
る）／１回

不要

JCBキ ャ ッ
シングリボ
払い

15.00
18.00％

（ザ･クラス
会員の方は
14.10％）

毎月元金定額払い

ボーナス併用払い

ボーナス月のみ
元金定額払い

利用残高および返済方式に
応じ、返済元金と利息を完
済するまでの期間、回数。
＜返済例＞貸付金額50万
円で返済元金１万円の毎月
元金定額払いの場合、50
ヵ月／ 50回。

不要

※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当社が
交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間、返済回数、返
済期日、返済金額」は、交付後に新規でご利用またはご返済をされた場合には、
変動します。

※CD・ATMでのキャッシング１回払い（国内）･キャッシングリボ払いの利用
手数料（１回のご利用金額が１万円以下の場合は110円（税込）、１万円を超
える場合は220円（税込））は会員負担となります。（カード発行会社により、
手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。）

※海外キャッシング１回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都
合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属す
る月の２ヵ月後または３ヵ月後の約定支払日となる場合がございます（最大返
済期間は101日、ただし暦による。）。この場合であっても、手数料は、融資日
の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗
じた金額となります。

＊１　１年365日（うるう年は366日）による日割計算。
（JOU1K020・20200331）

●遅延損害金（＊１）年20.00％
　取扱会社：九州カード株式会社
　登録番号＜福岡財務支局長（13）第00025号＞
　　　　　＜日本貸金業協会会員　第001045号＞
　〒812−0011 福岡市博多区博多駅前4−3−18
　　　　　　   092−452−5005

キャッシングサービス利用可能枠が０円の方へのご案内
　以下は、貸金業法第16条の２に基づき、カード発行前にキャッシングサービ
スに関してご案内する内容です。対象の方は、以下のご案内をお読みください。

【キャッシングサービス利用可能枠が０円となる対象の方】
１．ご入会お申し込みの際に、キャッシングサービス利用可能枠を希望されなか

った方。
２．キャッシングサービスのご利用を希望された方で、当社所定の審査に必要な

事項を記入いただいていない方（一部、記入内容が不鮮明・不明確な方も含
む）、またはカードの種類によりもしくはその後の当社の審査によりキャッ
シングサービス利用可能枠が０円となった方。

※キャッシングサービスのご利用を希望される方（上記２の方を除く）につきま
しては、別途、当社よりご案内をいたします。

【キャッシングサービス設定内容のご案内】

キャッシング
１回払い

海外
キャッシング

１回払い
キャッシング

リボ払い

キャッシング総枠 ０円
ご利用可能枠 ０円

融資利率（年利）＊１ 18.00%
18.00％

（ザ･クラス会員の方は
14.10％）

返済方式 元利一括払い 毎月元金定額払い

利用時の返
済の目安

返済総額 ０円
返済期間
／回数 ０日／０回 ０ヵ月／０回

＊１　１年365日（うるう年は366日）による日割計算
●遅延損害金（＊１）年20.00％

●返済金額の算出方法
【キャッシング１回払い／海外キャッシング１回払い】
　前月16日から当月15日までのご利用額合計および下記計算方法より算出した
手数料を翌月のお支払日にお支払いいただきます。
＜手数料計算方法＞
　ご利用額×融資利率（年利）×ご利用日数＜ご利用日翌日から今回お支払日ま
での日数＞÷365（うるう年は366）

【キャッシングリボ払い】
　設定の元金および下記計算方法より算出した利息を毎月のお支払日にお支払い
いただきます。ご利用残高が元金よりも少ない場合は、ご利用残高の金額が元金
となります。
＜利息計算方法＞

［新規利用分］ 新規ご利用額×融資利率（年利）×ご利用日数＜ご利用日翌日か
ら今回お支払日までの日数＞÷365（うるう年は366）

［残　高　分］ 前回ご返済後残高×融資利率（年利）×ご利用日数＜前回お支払
日翌日から今回お支払日までの日数＞÷365（うるう年は366）

【繰上返済方法】
　「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料・利息の全額
または一部を随時支払うことができます。

キャッシング
１回払い

（国内・海外）
キャッシング

リボ払い

１．当社が指定するATM等から入金して返済する
方法 × ○

２．事前に当社に申し出ることにより、約定支払
日に口座振替により返済する方法 × ○

３．事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座へ
の振込により返済する方法 ○ ○

４．当社に現金を持参して返済する方法 ○ ○

※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払
うものとします。

※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものと
し（充当金額は１千円以上１千円単位または１万円以上１万円単位となりま
す。）次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利
息を支払うものとします。

※海外キャッシング１回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の
事務処理の都合上、海外キャッシング１回払いのご利用日から、JCBに売上票
が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到
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着するまで、本会員は繰上返済することができません。
【期限の利益の喪失】
　次のいずれかに該当する場合、⑴においては相当期間を定めた当社からの催告
後に是正されない場合、⑵、⑶または⑷においては何らの通知、催告を受けるこ
となく当然に、⑸、⑹または⑺においては当社の請求により、当社に対する一切
の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
なお、⑴については利息制限法第１条第１項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ有効とします。

⑴　約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
⑵　自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを

停止したとき。
⑶　差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
⑷　破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自

らこれらの申立てをしたとき。
⑸　⑴、⑵、⑶、⑷のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
⑹　会員規約に違反し、その違反が会員規約の重大な違反となるとき（会員規

約（反社会的勢力の排除）に定める確約に違反する場合を含むが、それに
限らない。）。

⑺　会員規約（退会および会員資格の喪失等）に基づき会員資格を喪失したと
き。

【その他】
※コンビニエンスストアでのお支払いや金融機関等での振込によるお支払いの場

合の手数料、費用・手数料等に課される公租公課、当社が債権保全実行に要し
た費用、およびCD・ATMでのキャッシング１回払い（国内）・キャッシング
リボ払いの利用手数料（１回のご利用金額が１万円以下の場合は110円（税込）、
１万円を超える場合は220円（税込））は、会員負担となります。（カード発行
会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合がありま
す。）

※お支払い期日：毎月10日支払い（金融機関等休業日は翌営業日）
※お支払いはご指定の口座より自動振替いたします。ご指定の口座については
「カード発行のご案内」をご確認ください。

（JKS996・00555・20200331）

日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて
　日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行の
ご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
日本クレジット協会が定める自主規制
規則における標準用語 読み替え後の用語

現金販売価格、現金提供価格 ショッピング利用代金、ショッピング
利用代金額

支払総額 分割支払金合計額

包括信用購入あっせんの手数料 ショッピングリボ払い・分割払い・ス
キップ払い手数料、手数料

分割支払額 毎月の支払額、お支払金額、今回のお
支払明細、お支払予定情報

支払回数 支払区分

（KHY00555・20180601）

以下の規定については、Oki Dokiポイントプログラムの対象となる方に適用さ
れます。
・Oki Dokiポイントプログラム利用規定
　https://www.jcb.co.jp/terms-and-conditions/

（OKB777・20200331）

預金口座振替規定
⑴　銀行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を

預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座
勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振り出
しはしません。

⑵　振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額（当
座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。）をこえるときは、私に通知するこ
となく、請求書を返却してもさしつかえありません。

⑶　この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届
出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、
とくに申し出をしない限り、銀行はこの契約が終了したものとして取り扱って
さしつかえありません。

⑷　この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除
き、銀行には迷惑をかけません。

以　上

オールインワン JQ SUGOCA に関する特約
第１条（オールインワン　JQ SUGOCAの定義）

１．本カードは、株式会社西日本シティ銀行（以下「当行」という）と九州カー
ド株式会社（以下「当社」という）及び九州旅客鉄道株式会社（以下「JR
九州」という。また、JR九州と当行及び当社をあわせ「３社」という）が
提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は、「オールインワン 
JQ SUGOCA」（以下「本カード」という）と称します。

２．本カードは、当行のキャッシュカードとしての機能、デビットカードとして
の機能（西日本シティキャッシュカード規定、デビットカード（J-Debit）
取引規定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能（九州
カード会員規約に定められた機能）、JR九州のSUGOCAカード（ICカード
乗車券取扱規則、SUGOCA電子マネー取扱規則に定められた機能）として
の機能を１枚で提供するものとします。

第２条（会員）
１．本特約ならびに「オールインワンカード会員規定」、「西日本シティ銀行普通

預金規定」、「西日本シティキャッシュカード規定」、「デビットカード
（J-Debit）取引規定」、「九州カード会員規約」、「ICカード乗車券取扱規則」、
「SUGOCA電子マネー取扱規則」「SUGOCAオートチャージサービス取扱規
則」、JR九州が定める「JR九州Web会員規約」並びに「JRキューポ利用規約」、

「SUGOCAに関する特約」を承認のうえ、３社に利用を申し込み、３社が適
格と認めた方を本会員とします。

２．本会員が指定した家族で、３社が適格と認めた方１名を限度として家族会員
とします。なお本特約では、本会員と家族会員の両者を会員といいます。

第３条（年会費）
　会員は、通知または公表する年会費を支払う場合は、クレジットカード利用代

金と同様の方法で支払うものとします。
第４条（カードの貸与）

１．本カードの所有権は３社に帰属、またその回収権は、当行及び当社に帰属す
るものとし、会員に貸与されるものとします。

２．本カードのクレジット機能については、Visaカードの機能を有し、ゴールド
カード、ベーシックカードの種別があります。

３．会員は、レディースカードを申込むことはできません。
４．会員が学生の場合、その在学期間中オールインワンカードのキャンパスカ

ードと同様のサービスの提供を受けることができるものとします。
第５条（個人情報の取り扱い及び開示、訂正、削除）

１．会員及び入会を申し込まれた方（以下併せて「会員等」という）は、３社が
会員等の個人情報（本条⑴に定めるものをいう）につき、必要な保護措置を行
ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。

⑴　３社のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報（以下「個人
情報」という）を収集、利用すること。

①　生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時及び第９条において
届け出た事項

②　入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容
③　本カードの利用内容（第10条において共有する情報）

⑵　宣伝物の送付等、３社の営業に関する案内の目的で、個人情報を利用する
こと。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、３社は
業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。（中止の申
し出は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。）

⑶　３社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人
情報を当該業務委託先に預託すること。

２．会員等は、JR九州に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求す
ることができます。（開示の請求は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡す
るものとします。）万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した
場合には、JR九州はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。

３．会員等は、本特約末尾に記載するJR九州のグループ会社が、第１項⑴の個
人情報を、JR九州のグループ会社各社のサービスの提供及び宣伝物の送付
等営業案内の目的で、共同して利用することに同意するものとします。（共
同利用に関する問い合わせは本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するもの
とします。）

第６条（オールインワン JQ SUGOCAの取扱い）
１．会員は現金自動預入支払機（ATM）等利用可能な機器、または、複数利用

可能な機器において本カードを利用する場合は、キャッシュカード機能と
クレジットカード機能を使い分けるものとします。

２．会員が本カードのデビットカード機能、クレジットカード機能、SUGOCA
電子マネー機能について複数利用可能な加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するかについて、
当該加盟店に申し出るものとします。

３．前記１および２において、会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損
害等については、会員が負担するものとし、また会員は、この場合の取引に
基づく債務についての支払義務を免れないものとします。

４．第７条３項におけるクレジット機能サービスの利用については、本カード
の形状が、エンボスレスカード（カード上の会員氏名、会員番号、カードの
有効期限等の記載がエンボス（カードに施された凹凸のよる刻印をいう）加
工以外の手法によって印字されたクレジットカードをいう）であり、本カー
ドをインプリンター加盟店（カード上のエンボス部分を売上伝票に複写する
小型の機械（以下「インプリンター」という）を利用して、売上票に印字
を行う加盟店で利用することはできません。また、会員は金融機関等（海
外を含む）においてインプリンターが利用されている場合、当該金融機関等
では、本カードでキャッシュサービスを利用することはできません。

第７条（サービスの範囲）
　会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
１．当行、および当行が提携した金融機関（以下「提携行」という）の現金自動

支払機または現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口
座の預入れ。

２．国内のデビットカード機能を使用できる加盟店での利用。
３．九州カード会員規約及び本特約等の定めによるクレジットカード機能サービ

スの利用。（JR九州が指定する窓口、乗車券類発売機等を含む）
４．SUGOCAカード機能の利用。　
　　但し、ICカード乗車券取扱規則によるSUGOCA定期券としては利用できま

せん。
５．SUGOCAオートチャージサービスの利用。　
　　但し、入会申込書もしくは、JR九州が定める所定の機器等によるSUGOCA

オートチャージの提供を申し出る場合に限り、当該サービスを利用できるも
のとします。

６．JR九州が提供するサービス（JR九州が提携するサービス会社を含む）　
　　本サービスの提供及びその内容については、JR九州が書面その他の方法によ

り通知または公表します。JR九州が必要と認めた場合、JR九州はサービス及
びその内容を変更するものとします。

７．本カードには、当社が提供するワールドプレゼントポイントは付与されません。
第８条（本カードの盗難・紛失等）

１．会員が、本カードを紛失、盗取された場合、本カードが偽造、盗難、紛失等
により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたこと
を認知した場合には、速やかに３社に連絡を行うものとします。

２．第１項の連絡を受けた場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続きに従っ
て、JR九州は、SUGOCA機能を停止し、当行が受けた場合は、当行はキャ
ッシュカード機能を停止し、クレジット機能やSUGOCA機能についても停
止することができるものとします。また当社が受けた場合は、当社はクレジ
ットカード機能を停止し、キャッシュカード機能及びSUGOCA機能を停止
できるものとします。３社またはそのいずれかのシステムが休止している間
に連絡を受け付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の
措置をとります。これは本カードのご利用の安全を図るための措置であり、
万が一当該連絡における会員の誤りなどで本カードが使用できないことが
生じても、３社は責任を負いません。

３．盗難・紛失等により被る損害については、キャッシュカード機能に関しては、
「西日本シティキャッシュカード規定」が、クレジットカード機能に関して
は「九州カード会員規約」が、SUGOCA機能に関しては「SUGOCAに関す
る特約」が、それぞれ適用されるものとします。

第９条（届出事項の変更及び共有）
１．会員が、３社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変

更があり、３社の一方に対して変更の届け出があった場合には、当該の届け
出いただいた情報について、３社で共有することに、会員はあらかじめ同意
するものとします。

２．前項に関わらず、本カードの決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本カードを利用

できなくなることに伴う不利益・損害等については、３社は責任を負わない
ものとします。
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第10条（利用内容の共有）
　会員は、当社が会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会
員の本カードの利用内容に関する情報を３社で共有することに、あらかじめ同意
するものとします。

第11条（本カードの再発行）
１．本カードの紛失・盗難、破損・汚損及び氏名変更等を理由に会員が当行およ

び当社に所定の方法にて届出をすることにより、本カードの再発行の申し出
を行い、３社が適格と認めた場合には、本カードを再発行するものとします。

２．本カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、
キャッシュカード機能、クレジットカード機能及びSUGOCA機能の利用はで
きないものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても３社
は責任を負いません。

第12条（本カードの有効期限）
１．本カードには有効期限があり、キャッシュカード機能、クレジットカード機

能およびSUGOCA機能に共通の有効期限です。
２．本カードの有効期限が到来し、３社が適格と認めた場合には、有効期限を更

新した新しいカード（以下「更新カード」という）を届出住所宛に送付する
ものとします。

３．前項の場合において、３社が適格と認めないときは、有効期限をもって会員
資格を喪失します。

４．会員が第９条の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない
場合、これに伴う不利益、損害等については、３社は責任を負わないものと
します。

第13条（機能・サービスの停止等）
１．３社は、会員が次のいずれかに該当する場合、本カードの機能、サービスの

一部又は全部を会員に通知することなく停止（機能・サービスの停止）で
きるものとします。

①　会員が別途定める「西日本シティ銀行普通預金規定」「西日本シティキャ
ッシュカード規定」に違反した場合。

②　会員が別途定める「九州カード会員規約」に違反した場合。
③　会員が別途定める「ICカード乗車券取扱規則」、「SUGOCA電子マネー取

扱規則」、「SUGOCAオートチャージサービス取扱規則」、JR九州が定め
る「JR九州Web会員規約」並びに「JRキューポ利用規約」に違反した場合。

④　会員が本特約に違反した場合。（但し、①②③に記載の各規定等を除く）
２．当行は、会員が前項②、③、④に該当し、機能・サービス停止を受けた場合に

おいて、西日本シティキャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するもの
とします。

３．当社及びJR九州は、会員が第１項のいずれかに該当し、機能・サービスの
停止を受けた場合には、会員が希望し、新たに申込を行わない限り、当社が
発行するクレジットカード（以下、他カードという）やJR九州が発行する
他のSUGOCAカードを発行することはありません。

４．前項に関わらず、会員が希望し、新たに申込を行った場合においても、当社
及びJR九州は、所定の審査を行い、他カードや他のSUGOCAカードの発行
をお断りすることがあります。

５．第２項の場合、新たに西日本シティキャッシュカード（普通預金）が交付さ
れるまでの間、会員がキャッシュカードを利用できなくなることに伴う不利
益、損害等については、３社は責任を負わないものとします。

６．利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通知・催告等をす
ることなく、当行および提携行または当社の現金自動支払機や当社の加盟店
等を通じて、本カードを回収することができるものとします。

７．第１項①②④に基づき利用停止となった本カードに、電子マネー（以下「SF」
という）残高が残っている場合には、速やかに、本件カードのSFの残高が
０になるまでご利用いただくか、払い戻しを受けた上で、当行および当社の
指示する方法に従い、当行または当社に本カードを返却するものとします

８．本カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、
キャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSUGOCA機能の利用はで
きないものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても３社
は責任を負いません。

第14条（解約）
１．会員が、本カードを任意に解約する場合は、当行に届出をするとともに、

SF残高を０になるまでご利用いただくか、若しくは払い戻しを行った後、
本カードを当行に対して返却するものとします。

２．前項の場合、SF残高については、会員自身で管理するものとし、３社は一
切責任を負わないものとします。会員が当行に本カードを返却した後、返却
したカードにSFの残高が残っていた場合においても、３社はSFの残高をお
返しすることはありません。

第15条（種類変更等）
１．会員は本カードの種類変更等を申し込む場合には、当行および当社に所定の

書面を提出するものとします。
２．種類変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本カードを利用

できなくなることに伴う不利益・損害等については、３社は責任を負わない
ものとします。

第16条（特約の適用）　
　本特約に定めがない場合は「オールインワンカード会員規定」及び本カードの
キャッシュカード機能については「西日本シティ銀行普通預金規定」、「西日本シ
ティキャッシュカード規定」、「デビットカード（J-Debit）取引規定」を、クレ
ジットカード機能については、「九州カード会員規約」を、JR九州のSUGOCA
カードとしての機能については、「ICカード乗車券取扱規則」、「SUGOCA電子マ
ネー取扱規則」、「SUGOCAオートチャージサービス取扱規則」、JR九州が定め
る「JR九州Web会員規約」並びに「JRキューポ利用規約」、「SUGOCAに関する
特約」をそれぞれ適用するものとします。
　本特約と「西日本シティ銀行普通預金規定」、「西日本シティキャッシュカード
規定」、「デビットカード（J-Debit）取引規定」、「九州カード会員規約」、「ICカ
ード乗車券取扱規則」、「SUGOCA電子マネー取扱規則」、「SUGOCAオートチャ
ージサービス取扱規則」、JR九州が定める「JR九州Web会員規約」並びに「JR
キューポ利用規約」、「オールインワンカード会員規定」が相反する場合には、本
特約が優先されるものとします。
　但し、本特約が「SUGOCAに関する特約」と相反する場合には、「SUGOCA
に関する特約」が優先されるものとします。

【個人情報に関するご相談窓口】
株式会社西日本シティ銀行…当行の全営業店窓口及び、
　　　　　　　　　　　　　総務部お客様サービス室
　　　　　　　　　　　　　福岡市博多区博多駅前1丁目3番6号
　　　　　　　　　　　　　TEL　0120−162−105
九州カード株式会社
　　ご利用中止の申し出……サービスデスク
　　　　　　　　　　　　　福岡市博多区博多駅前4−3−18
　　　　　　　　　　　　　サンライフセンタービル
　　　　　　　　　　　　　TEL　092−452−4500
　　個人情報に関する
　　問い合わせ………………お客様相談室

　　　　　　　　　　　　　福岡市博多区博多駅前4−3−18
　　　　　　　　　　　　　サンライフセンタービル
　　　　　　　　　　　　　TEL　092−452−4520
九州旅客鉄道株式会社………福岡市博多区博多駅前3−25−21
　　　　　　　　　　　　　TEL　0570−097−888
＜グループ会社＞
　第５条第３項のグループ会社は次の通りです。
　以下のホームページに掲載するJR九州グループ会社
　http://www.jrkyushu.co.jp/profile/works/group.jsp

JRキューポ利用規約
（本規約の目的）

第１条　本規約は、九州旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が、次
の各号に定めるサービスの利用者（以下「利用者」といいます。）に対して提
供するポイント（以下「JRキューポ」といいます。）の内容及び適用条件など
に関する基本的事項を定めたものです。
⑴　当社が、「JR九州Web会員規約」などに基づいて提供するサービスの利用

者
⑵　当社が、「JR九州インターネット列車予約サービス利用規約」などに基づ

いて提供するJR九州インターネット列車予約サービスの利用者
⑶　当社及び当社が提携するクレジットカード会社が、会員規約などに基づい

て発行する ｢JQ CARD」の利用者
⑷　当社が、「ICカード乗車券取扱規則」などに基づいて発行するICカード乗

車券「SUGOCA」の利用者
⑸　当社が、「JRキューポアプリ会員規約」などに基づいて提供するサービス

の利用者
⑹　当社が、「JR九州エクスプレス予約サービス会員規約」または「スマート

EXサービス会員規約」などに基づいて提供するサービス（以下「EXサー
ビス」といいます。）の利用者

⑺　当社が定めるその他の利用者
（適用範囲）

第２条　JRキューポのサービス内容などについては、本規約の定めるものによ
ります。

２　利用者は、本規約ならびに第１条の⑴から⑸の規約・規則などに定めていな
い事項については、当社、当社グループ会社、当社が提携する企業がJRキ
ューポの利用に対して別途定める規約、特約、規則及び規定など（以下、「利
用規約など」といいます。）に従うものとします。

（用語の定義）
第３条　本規約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

⑴　「JRキューポ」とは、本規約に従って利用者に付与されるポイントをいい
ます。

⑵　「ボーナスポイント」とは、通常付与されるポイント以外に、当社が定め
る特別の条件下で付与されるポイントをいいます。

⑶　「ポイントチャージ」とは、SUGOCA用の自動券売機で、JRキューポを
使用して、SUGOCAのSF（ストアードフェアカードの機能により
SUGOCAに記録される金銭的価値をいいます。）にチャージすることをい
います。

⑷　「ポイントセンター」とは、利用者へのJRキューポの付与、管理を行うシ
ステムセンターをいいます。

（ポイントの付与）
第４条　当社は、利用者に対して、次の各号に定めるJRキューポを付与します。

⑴　JR九州インターネット列車予約サービスの利用金額などに応じた付与
⑵　JQ CARDによるカードショッピングのご利用金額などに応じた付与
⑶　当社が指定するJRキューポ付与の対象となるSUGOCAのSF利用及び加盟

店における電子マネー利用に応じた付与
⑷　JRキューポアプリの利用金額などに応じた付与
⑸　当社が指定するJRキューポ付与の対象となるEXサービスの利用金額など

に応じた付与
⑹　利用者の各サービスの利用実績や懸賞・キャンペーンへの応募状況などに

もとづいた付与
⑺　その他当社が別途定める方法により付与

２　当社はJRキューポ付与対象サービスの利用取消しを行った場合は、JRキュ
ーポは付与しません。当社が当該利用に対してすでにJRキューポを付与し
ている場合は、後日JRキューポの減算処理を行う場合があります。

３　付与されたJRキューポの換金、または第三者への譲渡などはできません。
（ポイントの効力）

第５条　JRキューポは、ポイントセンターで付与処理が完了した時点で有効と
なり、その日をポイント付与日とします。なお、第４条１項の各号に定めるポ
イントごとに、付与日が異なる場合があります。

２　JRキューポは、付与された日から２年後の月末まで有効です。有効期限を
過ぎたJRキューポは自動的に失効します。

３　利用者が、本規約及び第１条各号に記載される各サービスの規約などに違反
した場合、利用者に付与されているJRキューポは失効します。

（ポイントの照会・合算）
第６条　利用者は、JRキューポの付与日、付与状況、残高、交換状況、失効予

定などについて、当社指定の方法に基づいて照会することができます。
２　JR九州Web会員に登録した利用者は、当社サイトから当社所定の手続きに

より、利用者本人名義のJQ CARDおよび記名式SUGOCAを、各々最大５枚
まで登録すること、また、JRキューポアプリに登録することにより第４条
第１項の各号に基づいて付与するJRキューポの合算、照会が行えます。

３　利用者が、JR九州Web会員サービスを退会した場合には、インターネット
列車予約サービス及びJRキューポアプリなどの利用に基づいて付与された
ポイントはすべて失効し、また利用者本人名義のJQ CARDおよび記名式
SUGOCAの利用に基づいて付与されたJRキューポは各々のJQ CARD及び
記名式SUGOCAごとに個別に管理されるようになります。

４　利用者が、本条第２項で定めるJRキューポの合算のための登録を解除した
場合には、利用者本人名義のJQ CARD及び記名式SUGOCAの利用に基づい
て付与されたJRキューポは各々のJQ CARDまたは記名式SUGOCAごとに
個別に管理されるようになります。

（ポイントの交換）
第７条　利用者は、付与されたJRキューポを当社指定の手続きにより、当社が

指定する商品・サービスと交換することができます。
２　前項に定める手続きによって一旦交換したJRキューポは、その交換を取消

すことはできません。
３　交換した商品・サービスの換金、または第三者への譲渡、販売はできません。
４　交換した商品・サービス、もしくはこれらに関する通知または送付書類など

のお届け先は、利用者が当社所定の手続きによって指定した当社に届け出ら
れている自宅住所とし、それ以外の場所をお届け先として指定することはで
きません。
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５　前項の定めるところにより、当社に届けられている事項に関する変更の届出
がないために、商品・サービスなどが延着または不着となった場合であって
も、通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。

６　JRキューポを商品・サービスに交換した後に、JR九州インターネット列車
予約、JQ CARDのカードショッピング、当社が指定するJRキューポ付与の
対象となるSUGOCAのSF利用及び加盟店における電子マネー利用など、JR
キューポ付与のもととなった取引の一部、または全部を取消した場合、交換
したJRキューポに相当する価額の返還を当社より利用者に対してご請求す
る場合があります。

（ポイントのSUGOCAチャージ）
第８条　利用者は、第６条第２項で規定するJRキューポの合算対象として予め

登録したSUGOCAのSF、または利用者のうちJQ CARD会員が当社が別に定
めるSUGOCAオートチャージ取扱規則第４条に基づき、オートチャージサー
ビス利用契約を締結した当該オートチャージSUGOCAのSFに、JRキューポを
ポイントチャージすることができます。

２　ポイントチャージの取扱はSUGOCA用の自動券売機に限ります。
３　JRキューポをSFにポイントチャージする場合は、１ポイント１円として換

算 し、100円、200円、300円、400円、500円、1,000円、2,000円、3,000円、
5,000円、10,000円のいずれかの金額をチャージすることができます。ただし、
１枚あたりのSF残額は20,000円を超えることはできません。

４　一度SUGOCAのSFにポイントチャージしたJRキューポは、再びJRキュー
ポに戻すことはできません。

５　ポイントチャージ後のSFの取扱いについては、当社のICカード乗車券取扱
規則などに従うものとします。

６　当社は、交換したSFの紛失、盗難などを理由とするSFの再提供及び保証の
義務を負いません。

７　交換後のSFの取扱いについては、当社のICカード乗車券取扱規則及び
SUGOCA電子マネー取扱規則の定めによるものとします。

（ポイントの利用）
第９条　利用者は第６条第２項で規定するJRキューポの合算対象として予め登

録したJRキューポアプリの提供するサービスの利用により、当社が別途定め
る加盟店における商品、役務またはサービスの対価として代金の一部または全
部を支払うことができます。

（業務委託）
第10条　利用者は、当社が指定する委託先（以下「委託先」といいます。）に対

して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
⑴　JRキューポの加減算・利用に関する業務
⑵　JRキューポの情報処理・電算機処理に付随する業務
⑶　その他、当社が指定したJRキューポのサービスにかかる業務

２　利用者は、当社が前項の委託業務範囲を追加・変更することがあることを、
予め承諾するものとします。

３　利用者は、委託先が本条第１項の業務を行うために必要な範囲で、利用者に
関する情報を当社が委託先に提供することを、予め承諾するものとします。

（免責事項）
第11条　JR九州Web会員の会員IDなどの漏洩・盗難、または保有するJQ CARD

やSUGOCAのSFの盗難・紛失などにより、第三者がJRキューポを不正に使用
した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

２　利用者が、オートチャージSUGOCAのSFの盗難・紛失などの際、ICカード
乗車券取扱規則第32条及び第46条に定める紛失再発行の手続きを行わなか
った場合、及び再発行登録を行い当社の使用停止措置が完了するまでの間に、
当該SUGOCAのSFへのポイントチャージなどにより生じた損害について
は、当社は一切の責任を負いません。

３　機器の障害や輸送障害または運営上の都合により、やむを得ず当社が指定す
るJRキューポ付与の対象となるSUGOCAのSF利用及び加盟店における電子
マネーが利用できないことによって、当該利用に対するJRキューポの付与
ができない場合であっても、当社及び加盟店は一切の責任を負いません。

４　その他、当社の責任に帰すことのできない事由から発生した損害については、
当社は一切責任を負いません。

（ポイントサービスの終了、中止、変更）
第12条　利用者は、当社が、利用者がすでに取得したJRキューポの価値に影響

を及ぼすか否かにかかわらず、JRキューポのサービスを終了、中止または本
規約を変更することができることを予め承諾するものとします。

２　当社は、JRキューポのサービスの終了、中止及び本規約を変更する場合は、
その旨を当社ホームページにて告知しまたはその旨を利用者へ通知するもの
とし、当該告知、または通知にて指定する期日をもって、JRキューポのサ
ービスの終了、中止、または規則の変更がなされるものとします。

（ポイントサービスの制限、停止、廃止）
第13条　当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常な

どの不可抗力の発生により、本規約に定めるJRキューポのサービス提供を、
予告なく一時的に制限、停止することがあります。

２　当社が前項に基づき、JRキューポのサービスについて一時的な制限または
停止を行った場合に、利用者に何らかの損害または不利益が生じても、当社
は一切の責任を負いません。

（管轄裁判所）
第14条　利用者と当社との間で紛争が生じた場合には、当事者間で誠意をもっ

て解決するものとします。
２　利用者と当社との紛争については、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を

専属的合意管轄裁判所とします。
（規約の発効）

第15条　本会員規約は、日本標準時間2022年6月25日から有効とします。

JQ CARD利用者に関する附則
（定義）

　この附則は、JQ CARD会員に対するJRキューポの提供に関する事項を規定す
るものです。

（ポイントサービスの変更）
第１条　JQ CARD会員は、本規約第６条に定める当社サイトからのJRキューポ

の照会・合算のためには、別途JR九州Web会員に登録する必要があります。
（JQ CARDの利用に対して付与されたポイントの効力）

第２条　以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。
⑴　JQ CARD会員が、JQ CARDを退会した、または会員規約などで定められ

た会員資格を喪失した場合
⑵　JQ CARD会員が、本規約、会員規約など、または当社の規則などに違反

した場合

SUGOCA利用者に関する附則
（定義）

　この附則は、SUGOCA利用者に対するJRキューポの提供に関する事項を規定
するものです。

（SUGOCAのSF利用時のポイント付与）
第１条　当社は、次の各号に定めるSUGOCAのSF利用について、JRキューポを

当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。
⑴　SUGOCAで、当社筑肥線下山門・唐津線西唐津間各駅と姪浜接続地下鉄

線各駅間相互発着となる区間を自動改札機による入出場を行った場合
⑵　当社が指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店で、SUGOCAのSFを

SUGOCA電子マネーとして使用した場合
⑶　当社若しくはICカード乗車券取扱規則第59条第２項に規定する事業者（以

下「SUGOCA事業者」といいます。）が実施する施策などにより定めた条
件のもとで、SUGOCAのSFによる当社線若しくはSUGOCA事業者線の
利用または加盟店での電子マネー利用を行った場合

２　前項第１号及び第３号に基づいてJRキューポを付与する当社線または
SUGOCA事業者線利用の運賃は、自動改札機で改札を受けて入場及び出場
しSUGOCAのSFから減額されたものが付与対象となります。

３　SUGOCA定期券の有効期間内に券面表示区間内を利用する場合は、JRキュ
ーポの付与対象となりません。

４　SUGOCAのSF利用が次の各号の１に該当する場合は、ポイントの付与対象
となりません。

⑴　SUGOCAのSFと乗車券類など（SUGOCA事業者が発売する乗車券を含
みます。）を引き換えた場合。

⑵　自動精算機での他の乗車券類の精算にSUGOCAのSFを使用した場合
５　自動改札機による出場以外の方法によりSUGOCAのSFから運賃を減額する

場合、JRキューポの付与対象とならない場合があります。
６　第１項に定めるもののほか、当社線及びSUGOCA事業者線ならびに加盟店

の利用促進を図るため、当社が別に定めるところによりボーナスポイントを
付与することがあります。

７　第１項及び前項の規定による付与のほか、利用者は、当社とポイント交換の
提携を行う事業者で付与されたポイントをJRキューポに交換することがで
きます。

８　JRキューポは、付与対象となるSF利用があった日の翌々日以降に、ポイン
トセンターで当該ポイント口座への付与処理を行います。ただし、第１項第
３号に基づいて付与するJRキューポは付与対象となるSF利用があった日の
４日後以降に付与処理を行います。

９　当社は、JRキューポの付与基準を予告なく改定することがあります。
（SUGOCAのSF利用に対して付与されたポイントの効力）

第２条　次の各号の１に該当する場合は、当該SUGOCAに付与処理が実施され
る前のJRキューポを含め、付与されているすべてのJRキューポは無効となり
ます。
⑴　ICカード乗車券取扱規則第31条及び同第44条に定める払いもどしを行う

場合
⑵　ICカード乗車券取扱規則第27条、同第28条及び同第43条の規定により

SUGOCAが無効となる場合
⑶　SUGOCA事業者において前各号に準ずる取扱いを行う場合

２　偽造、変造または不正に作成されたJRキューポを使用しようとした場合に
は、IC規則第28条及び同第43条の定めを準用して、当該SUGOCAはSF及び
定期券部分を含めて無効として回収します。

（SUGOCA再発行時の取扱い）
第３条　ICカード乗車券取扱規則第32条及び同第46条の規定に基づき紛失再発

行の取扱いを行うとき（SUGOCA事業者において取扱うときを含みます。）な
らびにICカード乗車券取扱規則第34条及び同第48条の規定に基づき障害再発
行の取扱いを行うとき（SUGOCA事業者において取扱うときを含みます。）は、
再発行前のSUGOCAに付与されているJRキューポの残高は再発行を受けた日
の翌々日以降に、再発行したSUGOCAに引き継がれます。

（自動券売機等におけるポイント履歴の確認）
第４条　JRキューポ履歴は、当社の定めるSUGOCA用の自動券売機及び当社が

別に定める方法により次の各号に定めるとおり確認することができます。
⑴　履歴の内容はJRキューポの付与、交換、失効の取扱い月日、取扱いポイ

ント数とします。
⑵　履歴は、最近の履歴から20件までさかのぼって表示または印字し、確認

することができます。
⑶　次の場合は履歴の確認はできません。

ア　26週間を経過した履歴
イ　履歴の印字をした自動券売機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機

により印字し、確認する履歴
２　SUGOCA用の自動券売機でのJRキューポの履歴確認の取扱い箇所は、最新

のSUGOCAご利用ガイド、印刷物又は当社ホームページによります。
３　第１項の規定によらず、JR九州Web会員が、保有する記名式SUGOCAを本

規約第６条第２項に定める方法によって登録した場合には、JRキューポ履
歴はJR九州Web会員サイト、JR九州アプリ及びJRキューポアプリにより次
の各号に定めるとおり確認することができます。当該SUGOCAに関するJR
キューポ履歴の照会を自動券売機で行うことはできません。

⑴　履歴の内容はお取引内容、お取引詳細、JRキューポの付与、交換、失効
の取扱い月日、取扱いポイント数とします。

⑵　履歴は、最近の履歴から23 ヶ月までさかのぼって表示し、確認すること
ができます。

（返品・払いもどし時の処理）
第５条　当社の指定するJRキューポ付与の対象となる加盟店において、商品の

購入時・サービスなどの申込時にJRキューポ付与の対象となった商品・サー
ビスなどの返品、払いもどし、取消しなどを請求する場合は、当該ポイントが
付与されたSUGOCA及び当該商品などに係わるレシート一式を提示しなけれ
ばなりません。この際、付与されたJRキューポに相当するポイントの差し引
きまたは対価の返還を当社より請求する場合があります。

JRキューポアプリ利用者に関する附則
（定義）

　この附則は、JRキューポアプリ利用者に対するJRキューポの提供に関する事
項を規定するものです。

（JRキューポアプリ利用時のポイント付与）
第１条　当社は、次の各号に定めるJRキューポアプリの利用について、JRキュ

ーポを当社の定める付与基準に基づき提供するものとします。
⑴　当社は、JRキューポアプリ利用者の加盟店における会員証機能の利用に

より、JRキューポを付与するものとします。
⑵　会員証機能の利用によりJRキューポがたまる店舗、支払ができる店舗、

付与率などについては別途定めるものとします。
（JRキューポアプリ利用者に対して付与されたJRキューポの効力）

第２条　以下に示す場合、利用者に付与されているポイントは失効します。
⑴　JRキューポアプリ仮会員が、別途定める期間までにJR九州Web会員ID及

びパスワードを用いた認証を行わない場合
⑵　JRキューポアプリ利用者が、本規約、会員規約など、または当社の規則

などに違反した場合
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ICカード乗車券取扱規則（抜粋版）
（この規則の目的）

第１条　この規則は、九州旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が、
ICカードを媒体としたストアードフェアカード及び定期乗車券（以下「ICカ
ード乗車券」といいます。）による当社線に係る旅客の運送等について、その
サービス内容と利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的と
します。

（適用範囲）
第２条　当社が発売するSUGOCAによる当社線に係る旅客の運送等については、

この規則の定めるところによります。
２　前項の規定にかかわらず、当社が当社以外の者（以下「提携先」といいます。）

と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行するICカード
乗車券（以下「一体型ICカード乗車券」といいます。）について、当社線に
係る旅客の運送等のサービス内容又はご利用条件に別段の定めがある場合
は、その定めるところによります。

（注）一体型ICカード乗車券による提携先のサービス内容等については、当
該提携先の定めるところによります。

３　この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等に
ついては、改定された規則の定めるところによります。

４　この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
（注）別に定めるものの主なものは、次のとおりです。

⑴　旅客営業規則（1987年４月九州旅客鉄道株式会社公告第２号。以下「旅
客規則」といいます。）

⑵　学校及び救護施設指定取扱規則（1987年４月九州旅客鉄道株式会社公告
第３号）

⑶　身体障害者旅客運賃割引規則（1987年４月九州旅客鉄道株式会社公告第
５号）

⑷　特定者用定期乗車券発売規則（1987年４月九州旅客鉄道株式会社公告第
９号）

⑸　知的障害者旅客運賃割引規則（1991年11月九州旅客鉄道株式会社公告第
38号）

⑹　旅客連絡運輸規則（1987年４月九州旅客鉄道株式会社公告第15号。以下
「連絡規則」といいます。）

⑺　SUGOCA電子マネー取扱規則（2009年２月九州旅客鉄道株式会社公告第
26号）

⑻　JRキューポ利用規約
（用語の意義）

第３条　この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
⑴　「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
⑵　「SUGOCA」とは、当社が発行し、当社及び第59条第２項に規定する事業

者が発売するICカード乗車券をいい、第３号から第７号までに定義する
用語の総称です。

⑶　「SUGOCA乗車券」とは、ストアードフェアカードの機能のみをもつ
SUGOCAをいいます。

⑷　「無記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参
人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。

⑸　「記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行ったものであっ
て、記名人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。

⑹　「SUGOCA定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の
記名を行ったものであって、定期乗車券の機能のみ又は定期乗車券とスト
アードフェアカードの機能をもつ、記名人のご利用に供するSUGOCAを
いいます。

⑺　「小児用SUGOCA」とは、「記名式SUGOCA乗車券」又は「SUGOCA定
期券」のうち、旅客規則第73条に規定する小児（以下「小児」といいます。）
の記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。

⑻　「自動改札機」とは、SUGOCAの改札を行う改札機をいいます。
⑻の２　「新幹線乗換改札機」とは、自動改札機のうち、新幹線停車駅において、

新幹線と新幹線以外の線区とを乗り継ぐ旅客の乗車券等の改札を行うもの
をいいます。

⑼　「SF」とは、ストアードフェアカードの機能によりSUGOCAに記録され
る金銭的価値をいいます。

⑽　「チャージ」とは、当社の定める方法でSUGOCAに入金してSFを積み増
しすることをいいます。

⑾　「デポジット」とは、当社がICカードの利用権の代価として収受するもの
をいいます。

⑿　「乗車券類等」とは、SUGOCA用の自動券売機によりSFと引換えに発売
する旅客規則に定める乗車券類及び入場券並びに当社が別に認めたものを
いいます。

２　この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによ
るものとします。

（契約の成立時期）
第４条　SUGOCAに関する契約の成立時期は、SUGOCAを交付したときとしま

す。
（規則等の変更）

第５条　この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更される
ことがあります。

（旅客の同意）
第６条　旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、

これに同意したものとします。
（SUGOCAの発売箇所）

第７条　当社におけるSUGOCAの発売箇所は、当社が別に定めるところにより
ます。

２　第59条第２項に規定する事業者におけるSUGOCAの発売箇所は、当該事業
者の定めるところによります。

（制限又は停止）
第８条　旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、

SUGOCAの発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限又は停止
をすることがあります。

２　前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
３　本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。

（ICカードの所有権）
第９条　SUGOCAに使用するICカードの所有権は当社に帰属し、当社は

SUGOCAを発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。
２　旅客は、SUGOCAが無効となったとき、その使用資格を失ったとき又は

SUGOCAが不要となったときは、当該ICカードを当社に返却しなければな
りません。

３　SUGOCAの改良その他当社が適切と認める場合には、当社は貸与したICカ
ードの交換及びそれに相当する措置をSUGOCAの利用者に求めることがあ
ります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。

４　前項に定める交換等を行う場合、裏面に刻印されたカードの番号と異なる番

号のICカードを発行したことによりSUGOCAの利用者に不利益又は損害が
生じたときであっても、当社はその責めを負いません。

（デポジット）
第10条　当社はICカードを旅客に貸与する際に、デポジットとしてICカード１

枚につき500円を収受します。
２　SUGOCAとして貸与したICカードを旅客が返却したときは、第11条、第27

条、第28条又は第43条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。
３　デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。

（SUGOCAの失効）
第11条　SUGOCAの発売若しくはICカードの交換、SFの使用、SFのチャージ

又はSUGOCA定期券の発売、払いもどし若しくは更新のいずれかの取扱いを
行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合に
は、当該SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。ただし、当社が特に認
めた場合は、失効しないものとします。

２　前項の規定にかかわらず、遺失物法（平成18年法律第73号）の適用を受け、
公告期間を経過した記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券に係る利用
者の権利は失効します。

３　旅客は、前各項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求
することはできません。

４　故意にICカードを破損させ、本規則の定めるサービスの提供に支障を生じ
させた場合には、当該SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。

（チャージ）
第12条　SUGOCAは、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機又はチャージ機で

チャージすることができます。
２　SUGOCAには、１回当たり別表第１に定めるいずれかの額をチャージする

ことができます。ただし、１枚当たりのSF残額は20,000円を超えることは
できません。

３　別のICカードのSFによるチャージはできません。
（SF残額の確認）

第13条　SUGOCAのSF残額は、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機、チャ
ージ機又は自動改札機（入出場する場合に限ります。）により確認することが
できます。

（SF利用履歴の確認）
第14条　SUGOCAの利用履歴は、SUGOCA用の自動券売機又はチャージ機によ

り次の各号に定めるとおり確認することができます。
⑴　利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し、若しくは乗車券類等

との引換えを行った場合又はチャージ等を行った場合の取扱月日、運賃収
受対象区間又は取扱箇所及び取扱後のSF残額とします。

⑵　利用履歴は、最近の利用履歴から20件までさかのぼって表示又は印字し、
確認することができます。

⑶　次の場合は利用履歴の確認はできません。
ア　出場処理がされていない利用履歴
イ　第17条第１項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処

理が完全に行われなかったときの利用履歴
ウ　26週間を経過した利用履歴
エ　利用履歴の印字をした自動券売機又はチャージ機で、一定時間を経過せ

ずに当該自動券売機又はチャージ機により印字し、確認する利用履歴
（SUGOCA乗車券が無効となる場合）

第27条　SUGOCA乗車券は、次の各号の１に該当する場合は、SFを含めて無効
として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
⑴　第19条第６項の規定に違反して乗車した場合
⑵　第19条第７項の規定に違反して乗車した場合
⑶　第19条第８項の規定に違反して乗車した場合
⑷　第19条第９項の規定に違反して乗車した場合
⑸　旅行開始後のSUGOCA乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
⑹　係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
⑺　係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
⑻　氏名、生年月日を偽って購入した記名式SUGOCA乗車券を使用した場合
⑼　券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
⑽　その他不正乗車の手段として使用した場合

２　前項第１号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
３　偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA乗車券を使用した場合は、前各

項の規定を準用します。
（SUGOCA乗車券不正使用未遂の場合の取扱方）

第28条　偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA乗車券を使用しようとした
場合は、これを無効として回収します。

２　前項に規定するほか、SUGOCA乗車券を不正乗車の手段として使用しよう
とした場合は、これを無効として回収することがあります。

３　前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。
（無記名式SUGOCA乗車券の記名式SUGOCA乗車券への変更）

第29条　無記名式SUGOCA乗車券は、記名式SUGOCA乗車券に変更の申し出を
することができます。この場合、第22条の取扱いを準用します。なお、記名
式SUGOCA乗車券から無記名式SUGOCA乗車券への変更はできません。

（SUGOCA乗車券の払いもどし）
第31条　旅客は、SUGOCA乗車券が不要となった場合は、SUGOCA乗車券の払

いもどしを行う駅に差し出して当該SUGOCA乗車券のSF残額（10円未満のは
数を切り上げ、10円単位とした額とします。）の払いもどしを請求することが
できます。この場合、旅客は、手数料としてSUGOCA乗車券１枚につき220円

（SF残額が220円に満たない場合はその額）を支払うものとします。SF残額が
220円以下の場合は、SF残額の払いもどしはありません。

２　前項の規定により記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを請求する場合は、
旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記
名式SUGOCA乗車券の記名人本人であることを証明したときに限って払い
もどしを行います。ただし、別に定めるところにより、当該記名式
SUGOCA乗車券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがありま
す。

３　前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
４　SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。
５　SUGOCA乗車券の払いもどしの請求を受け付けた後、利用者は払いもどし

の取消し及びSUGOCAの機能の復元を請求することはできません。
（SUGOCA乗車券の紛失再発行）

第32条　無記名式SUGOCA乗車券の紛失等による再発行及び使用停止措置の取
扱いはしません。

２　記名式SUGOCA乗車券の記名人が当該記名式SUGOCA乗車券を紛失した場
合で、別に定める申込書を記名式SUGOCA乗車券の再発行を行う駅に提出
したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失した記名式
SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日
以内に、当該記名式SUGOCA乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異
なる番号のICカードにより再発行を行います。

⑴　申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示によ
り、再発行を請求する旅客が当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人で
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あることを証明できること。
⑵　記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されている

こと。
⑶　再発行を行う前に記名式SUGOCA乗車券の処理を行う機器に対して当該

記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了していること。
３　前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式

SUGOCA乗車券１枚につき紛失再発行手数料520円とデポジット500円を現
金で収受します。

４　記名式SUGOCA乗車券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取
り消すことはできません。

５　第２項に規定する期間内に、再発行する記名式SUGOCA乗車券の引取りが
ない場合は、当該請求に対する交付は行いません。

６　第２項及び第３項の取扱いを行った後に、紛失した記名式SUGOCA乗車券
を発見した場合は、旅客は、これを記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを
行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場
合、旅客が紛失した記名式SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書を提
出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したとき
に限って、返却の取扱いを行います。

（注）発見した記名式SUGOCA乗車券を利用者が再び利用することはできま
せん。

７　第２項及び前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該記名式
SUGOCA乗車券の記名人の代理人に対し、当該各項に規定する取扱いを行
うことがあります。

（SUGOCA乗車券の障害再発行）
第34条　ICカードの破損等によってSUGOCA乗車券の処理を行う機器での取扱

いが不能となった場合で、旅客が当該SUGOCA乗車券とともに別に定める申
込書をSUGOCA乗車券の障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が
利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該
SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以
内に、当該SUGOCA乗車券の裏面に刻印されたカードの番号と異なる番号の
ICカードにより、当該SUGOCA乗車券のSF残額と同額のSF残額をもつ
SUGOCA乗車券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカ
ードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行い
ません。

（SUGOCA乗車券の再発行に係る当社の免責事項）
第34条の２　第32条に定める再発行の取扱いを行う場合、紛失した記名式

SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式SUGOCA乗
車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はそ
の責めを負いません。

２　第32条及び前条に定める再発行の取扱いを行う場合、裏面に刻印されたカ
ードの番号と異なる番号のICカードを発行したことによりSUGOCAの利用
者に不利益又は損害が生じたときであっても、当社はその責めを負いません。

（当社以外の事業者が発売するSUGOCAによる乗車等の取扱方）
第59条　当社以外の事業者が発売するSUGOCAについても、当社線内において

乗車等の取扱いを行います。
２　当社線内において乗車等の取扱いを行うSUGOCAを発売する事業者は、次

のとおりとします。
 北九州高速鉄道株式会社
３　前項の規定により乗車等の取扱いを行う場合は、第４条から第６条まで、第

９条第１項、第11条から第14条まで、第15条第２項前段、第16条から第20
条まで、第24条、第25条、第27条、第28条、第32条第１項、第２項及び第
４項、第34条、第34条の２第１項、第35条から第37条まで、第40条、第41条、
第43条、第46条第１項及び第３項、第48条、第48条の２第１項、第49条か
ら第51条まで及び第55条から第57条までの規定を準用します。ただし、第
19条第９項の規定のうち再印字の取扱いについては、当該ICカード乗車券
の発行事業者の定めるところによります。また、第32条第２項、第34条、
第46条第１項、第48条において、当社以外の事業者が発売するSUGOCAは、
当社でも使用停止措置を行うことができますが、再発行の取扱いは当該
SUGOCAを発売した事業者に限り行うことができます。

（当社以外の事業者の会社線におけるSUGOCA利用エリア）
第60条　第18条の規定のほか、第59条第２項に規定する事業者の会社線内にお

けるSUGOCAエリアは次のとおりとします。
 北九州高速鉄道線全線
（注）当社以外の事業者の会社線におけるSUGOCA利用エリアでは、当該事業

者が別に定める規則が適用されます。
別表第１（第12条）チャージ金額

1,000円　2,000円　3,000円　4,000円　5,000円　10,000円
※一部のチャージ機では、10,000円のチャージができません。

SUGOCA電子マネー取扱規則
（この規則の目的）

第１条　この規則は、九州旅客鉄道株式会社（以下、「当社」といいます。）が、
SUGOCA電子マネーの利用者に提供する加盟店におけるサービスの内容と、
利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。

（適用範囲）
第２条　加盟店での商品購入等の取扱いについては、この規則の定めるところに

よります。
２　ICカード等による旅客の運用等については、「九州旅客鉄道株式会社ICカー

ド乗車券取扱規則（平成21年２月九州旅客鉄道株式会社公告第11号）」（以下、
「ICカード乗車券取扱規則」といいます。）その他ICカード等の発行事業者
が別に定めるものによります。

（用語の定義）
第３条　この規則における主な用語の定義は、次の各号の定めがない場合、IC

カード乗車券取扱規則に定めるとおりとします。
⑴　「SUGOCA電子マネー」とは、発行者が発行したICカード等に記録される

金額に相当する対価を得て、当社の定める方法でICカード等に記録した
金銭的価値をいいます。

⑵　「ICカード等」とは、利用者がSUGOCA電子マネーを記録・利用するため
の、ICチップを内蔵する別表第１号のサービスマークの付されたカード
等の情報記録媒体をいいます。

⑶　「発行者」とは、当社又は当社がSUGOCA電子マネーの発行者として指定
する会社若しくは組織をいいます。

⑷　「利用者」とは、本規則に同意し、SUGOCA電子マネーを利用される方を
いいます。

⑸　「チャージ」とは、当社の定める方法でICカード等にSUGOCA電子マネー
を積み増しすることをいいます。

⑹　「端末」とは、当社の定める仕様に合致し、SUGOCA電子マネーの読取り、
引去り及び当社が特に認めた場合は書込みをすることができる機器（リー
ダ・ライタ）をいいます。

⑺　「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、ICカード等
に記録されている一定額のSUGOCA電子マネーを引き去り、発行者の電
子計算機、ICカード等又は加盟店の端末に同額のSUGOCA電子マネーが
積み増しされることをいいます。

⑻　「加盟店」とは、当社がSUGOCA電子マネーに係る加盟店として指定した
店舗等であって、SUGOCA電子マネーの利用により、利用者に商品等を
提供するものをいいます。当社が、SUGOCA電子マネーの利用により、
利用者に商品等を提供する場合においては、当社も加盟店にあたるものと
みなします。

⑼　「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、
ソフトウェア等の商品又は役務（以下、「商品等」といいます。）を購入し
又は提供を受けた際に、金銭等に換えてSUGOCA電子マネーを加盟店の
端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。

⑽　「加盟店の端末」とは、当社から加盟店に設置及び利用が許され、かつ加
盟店が当社のために管理する端末をいいます。

⑾　「SF」とは、ストアードフェアカードの機能により、ICカード等に記録さ
れる金銭的価値をいいます。

（加盟店でのSUGOCA電子マネーの利用）
第４条　利用者は、別表第１号のSUGOCA電子マネーのサービスマークを掲示

した加盟店で、SUGOCA電子マネーを利用して商品等を購入することができ
るものとします。

２　前項の定めにかかわらず、利用者は、１回の電子マネー取引につき２枚以上
のICカード等を同時に使用することはできません。

３　第１項の場合、利用者のICカード等から当該加盟店の端末に、商品等の代
金額に相当するSUGOCA電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当
該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものと
します。

４　利用者は、加盟店において、電子マネー取引を行うに際し、SUGOCA電子
マネーをその利用可能残高の範囲内で、発行者及び加盟店が定める方法によ
り利用することができるものとします。

５　商品等の代金額及びSUGOCA電子マネーの残高は、SUGOCA電子マネーの
移転が完了した時点で、加盟店の端末等に表示され、利用者は、当該代金表
示金額及びSUGOCA電子マネー残高表示金額に誤りのない事を確認するも
のとします。なお、その場で異議の申し出がなかった場合は、利用者は当該
電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなします。

６　当社及び発行者は、利用者が加盟店から購入し又は提供を受けた商品等の瑕
疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題につい
て、責任を追わないものとします。ただし、当社が第３条⑻でいう「加盟店」
にあたる場合はこの限りではありません。

７　記名式SUGOCA及びSUGOCA定期券については、記名人本人以外は利用で
きません。ただし、電子マネー取引に関しては、カード保有者を記名人とみ
なして、本人確認を行うことなく、利用を認めます。よって、当社及び加盟
店は記名人本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責
を負いません。

（前条の利用後に生じた事由）
第５条　前条のSUGOCA電子マネーの移転がなされた後、利用者と加盟店との

間で、SUGOCA電子マネー移転の原因となった行為に無効、取消し、解除そ
の他いかなる事由が生じた場合であっても、当該SUGOCA電子マネーの返還
はできません。

（SUGOCA電子マネーが利用できない場合）
第６条　利用者には、以下の各号に定める場合においては、第４条に基づく利用

ができないことをあらかじめご承認いただきます。
⑴　利用者のICカード等に記録保存されていたSUGOCA電子マネーが、変造

又は不正に作成されたものであるとき。
⑵　SUGOCA電子マネーに係るシステムの通信時、又は同システムの保守管

理等のために利用の制限又は停止が必要な場合。
⑶　SUGOCA電子マネーに係るシステムの障害時、ICカード等もしくは端末

の破損又は電磁波影響その他の事由によるSUGOCA電子マネーの破壊も
しくは消失、その他の事由による端末の使用不能の場合。

⑷　ICカード等が不正乗車の手段としての使用その他の不正使用又はその未
遂等の理由により、ICカード乗車券取扱規則その他ICカードの発行事業
者が別に定めるものに従って、無効となり回収された場合。

⑸　電子マネー取引に際し、SUGOCA電子マネーのチャージと移転をみだり
に複数回繰り返す場合。

⑹　その他やむを得ない事由のある場合。
（取扱対象外商品等）

第７条　当社又は加盟店が定める有価証券、金券等の商品等については、電子マ
ネー取引はできません。

（制限責任）
第８条　SUGOCA電子マネーを利用することができないことにより、利用者に

生じた不利益又は損害については、当社又は発行者はその責任を負わないもの
とします。

（規則の変更）
第９条　当社は、本規則を変更することができるものとします。
２　本規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社所定の方法に

より変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がSUGOCA電
子マネーを購入又は使用したときは、当社は利用者が当該変更内容を承認し
たものとみなします。

（規定の準用）
第10条　ICカード乗車券取扱規則の第９条（ICカードの所有権）、第10条（デポ

ジット）、第11条（SUGOCAの失効）、第12条（チャージ）、第14条（SF利用
履歴の確認）、第32条、第34条、第46条、第48条（再発行）、第31条、第44条（払
いもどし）、その他ICカード乗車券の権利内容に係る基本的事項を定めた規定
のうち旅客運送に関するもの以外の規定は、SUGOCA電子マネーについて、
準用するものとし、この場合、「SF」を「SUGOCA電子マネー」、「SUGOCA」
を「ICカード等」と読み替えることとします。但し、第14条の準用にかかわ
らず、印字及び表示される利用履歴の内容は、取扱月日及び取扱金額のみであ
って、取扱箇所（取扱加盟店）の印字及び表示は行いません。

附則
この公告は、平成24年12月１日から施行します。

別表第１号（第３条、第４条）
ICカード等及び加盟店に対する表示
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SUGOCAオートチャージサービス取扱規則
（本規則の目的）

第１条　この規則は、九州旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が定
めたICカード乗車券取扱規則（平成21年２月公告第11号）に基づいて定める
規則であり、当社とオートチャージサービスの提供に関する契約（以下「オー
トチャージサービス利用契約」といいます。）を行った、ICカード乗車券取扱
規則に定める記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者が、当社が
別に定める自動改札機による改札を受けて入場する際に、SUGOCA内のSF残
額が一定金額以下であるときに、オートチャージ設定情報が記録された
SUGOCAに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし（以下このチ
ャージを「オートチャージ」といいます。）、オートチャージした利用代金をク
レジットカードで決済するサービス（以下これら一連のサービスを「オートチ
ャージサービス」といいます。）の内容及び使用条件を定め、利用者の利便向
上を図ることを目的とします。

（適用範囲）
第２条　SUGOCAにかかわる取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわ

る取扱いは、この規則の定めるところによります。この規則に定めのない
SUGOCAの取扱いについては、ICカード乗車券取扱規則及びSUGOCA電子マ
ネー取扱規則（平成21年２月九州旅客鉄道株式会社広告第26号）及びこれら
に付帯する一切の基準等の定めるところによります。

（用語の定義）
第３条　この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。

⑴　「オートチャージサービス利用者」とは、当社とオートチャージサービス
利用契約を結んだ、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者
をいいます。

⑵　「決済カード」とは、当社とクレジットカード会社が提携して発行するク
レジットカードのうち、オートチャージサービスにかかわる利用代金が生
じるごとに当社への決済手段として使用するために登録したカードをいい
ます。なお、決済カードの取扱いについては、決済カードの規約に定める
ところによります。

⑶　「決済」とは、オートチャージサービス利用者が決済カードにより利用代
金を支払うことをいいます。

⑷　「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するた
めに、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券に記録された情報をい
います。

⑸　「オートチャージSUGOCA」とは、オートチャージ設定情報が記録された
記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券をいいます。

⑹　「新規設定SUGOCA」とは、記名式SUGOCA乗車券発売時にオートチャ
ージ設定情報を記録したオートチャージSUGOCAをいいます。

⑺　「オートチャージ利用開始設定」とは、発売済の記名式SUGOCA乗車券又
はSUGOCA定期券にオートチャージ設定情報を記録することにより、当
該SUGOCAをオートチャージSUGOCAにすることをいいます。

⑻　「オートチャージ判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可
否の判定をする金額をいいます。

⑼　「オートチャージ入金金額」とは、改札機においてオートチャージする金
額をいいます。

２　前各号に定めのない用語については、ICカード乗車券取扱規則及び
SUGOCA電子マネー取扱規則の定めるところによります。

（利用契約の成立）
第４条　オートチャージサービス利用契約は、利用希望者が、この規則及びこれ

に基づいて定められた規程を承認かつ同意し、当社が定めた手続きに基づいて
登録希望の申込みを行い、当社において、新規設定SUGOCAの発売のための
手続きを完了したとき、又は当社においてオートチャージ利用開始設定の手続
きを完了したときに、当社と利用希望者の間において成立します。

２　次の各号のいずれかに該当する場合、当社は利用希望者の利用申込みを承認
しません。この場合、利用希望者が申込みのために提出した書類は、当社が
特に認めた場合を除き、返却しません。なお、本条に基づく利用希望者の不
利益に対し、当社はその責めを負いません。

⑴　申込み方法の誤りや、提出した書類への記入不足、記入不鮮明、提出書類
不足、その他申込みに不備があった場合

⑵　利用希望者、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券の使用者、登録
希望のあったクレジットカードの名義人が同一人でない場合

⑶　登録希望のSUGOCAが無記名式SUGOCA乗車券である場合
⑷　登録希望のSUGOCAが小児用SUGOCA乗車券である場合
⑸　登録希望のSUGOCAがSF利用不可のSUGOCAである場合
⑹　登録希望のSUGOCAがオートチャージSUGOCAである場合
⑺　登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合
⑻　登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの決済カードとし

て登録がされたクレジットカードである場合
⑼　登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、利用希望者の

クレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合
⑽　その他当社が、利用希望者がオートチャージサービスを利用することを、

不適当と判断した場合
（新規設定SUGOCAの契約の成立）

第５条　新規設定SUGOCAを発売する際の、記名式SUGOCA乗車券の使用にか
かわる契約は、ICカード乗車券取扱規則にかかわらず、オートチャージサー
ビスの登録が完了したときに、当社と記名式SUGOCA乗車券の使用者の間に
おいて成立します。

（デポジットの収受方法）
第６条　新規設定SUGOCAを発売する際のデポジットは、決済カードから収受

します。
（オートチャージ利用開始設定）

第７条　当社所定の手続きによりオートチャージ利用開始設定の申込みを行い、
当社からオートチャージ利用開始設定の手続きの通知を受けた利用希望者は、
当社所定の手続により、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券へオート
チャージ利用開始設定を行わなければなりません。

（個人情報の取扱い）
第８条　利用希望者がオートチャージサービス利用契約を申し込むときもしくは

カード会社が当社と提携し発行する決済カードを申し込むときに申込書に記載
した、氏名、生年月日、性別、記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券に
登録する電話番号、オートチャージSUGOCA又はオートチャージSUGOCAに
かかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアド
レス、決済カード番号・有効期限等（以下「オートチャージサービス利用者個
人情報」という。）の取扱いは、次の各号のとおりとします。
⑴　取得したオートチャージサービス利用者個人情報は、当社の定める個人情

報の保護に関する基本方針に基づき、当社が管理します。
⑵　当社は、取得したオートチャージサービス利用者個人情報を、次の目的で

利用します。
ア　オートチャージサービス利用者及び利用希望者の本人確認。
イ　オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済。

ウ　当社からオートチャージサービス利用者へのオートチャージSUGOCA
及びオートチャージSUGOCAにかかわる通知・案内の送付。

エ　当社からオートチャージサービス利用者及び利用希望者に連絡する必要
がある場合の連絡先の確認。

（利用契約の解除）
第９条　次の各号のいずれかに該当する場合、オートチャージサービス利用契約

は解除されます。
⑴　オートチャージサービス利用者の不在等により、新規設定SUGOCAを交

付できなかった場合
⑵　オートチャージサービス利用者が、当社の定める手続に従い、オートチャ

ージサービスの停止を行った場合。
⑶　オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、IC

カード乗車券取扱規則第31条又は第44条に定める払い戻しが行われた場
合。

⑷　オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、IC
カード乗車券取扱規則第27条、第28条又は第43条の規定により失効した
若しくは無効であったことが判明した場合。

⑸　オートチャージサービス利用者のオートチャージSUGOCAについて、IC
カード乗車券取扱規則第11条の規定により失効したことが判明した場合。

⑹　オートチャージサービス利用者の決済カードが無効又は解約となったこと
が判明した場合。

⑺　利用契約成立後に、オートチャージサービス利用者の申込み内容が、利用
申込みを承認しない事項に該当することが判明した場合

⑻　クレジットカード会社が、オートチャージサービス利用者のクレジットカ
ードを決済カードとする承認を取り消した場合

⑼　その他この規則に定める利用契約解除事由に該当した場合
２　オートチャージサービス利用契約の解除によるオートチャージサービス利用

者の損害に対し、当社はその責めを負いません。また、当社が前項の規定に
よらず、特に認めてオートチャージサービス利用契約を解除した場合、解除
までの間のオートチャージサービス利用者の一切の不利益に対し、当社はそ
の責めを負いません。

３　オートチャージサービス利用者は、オートチャージサービス利用契約解除後
であっても、解除前に発生したオートチャージサービスにかかわる利用代金
の支払いについてはこの規則が適用されることを了承するものとします。

（交付できなかった新規設定SUGOCAの失効）
第10条　オートチャージサービス利用者に交付できなかった新規設定SUGOCA

は、ICカード乗車券取扱規則の規定に関わらず、オートチャージ設定情報の
記録日の翌日を起算日として、２ヶ月を経過した場合は失効します。

２　前項により失効した場合、記名式SUGOCA乗車券の使用者はデポジットの
返却を請求することはできません。

（オートチャージ）
第11条　オートチャージSUGOCAは、次の各号の条件をすべて満たすときには、

当社が別に定める自動改札機において当該改札機による改札を受けて入場する
際に、オートチャージすることができます。
⑴　オートチャージSUGOCAのSF残額がオートチャージサービス利用者の設

定したオートチャージ判定金額以下であるとき。ただし、オートチャージ
判定金額は1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャ
ージサービス利用者が特段の設定をしないときは2,000円とします。

⑵　当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が10,000円
以下、かつ当月１日からのオートチャージ累計額が50,000円以下であると
き。

２　オートチャージする金額はオートチャージサービス利用者の設定したオート
チャージ入金金額とし、この金額はオートチャージサービスにかかわる利用
代金として決済カードから収受します。ただし、オートチャージ入金金額は
１回あたり1,000円から10,000円までの千円単位の金額とし、オートチャー
ジサービス利用者が特段の設定をしないときは１回あたり3,000円とします。

３　前各項にかかわらず、クレジットカード会社が利用者の決済カードによる利
用代金の決済を承認しない場合には、オートチャージできないことがありま
す。なお、本項に基づくオートチャージサービス利用者の不利益に対し、当
社はその責めを負いません。

４　実行したオートチャージを取り消すことはできません。
（オートチャージSUGOCAが無効となる場合）

第12条　オートチャージSUGOCAは、次の各号のいずれかに該当する場合は、
ICカード乗車券取扱規則第27条、第28条又は第43条を準用し、無効として回
収します。この場合、デポジット及びSUGOCAに記録されている一切のSF及
び定期券部分ならびに及びJRキューポは返却しません。
⑴　決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って利用申込みしたことが

判明した場合
⑵　その他不正な手段で利用申込みをしたことが判明した場合

（オートチャージSUGOCAの使用方法及び制限事項）
第13条　新規設定SUGOCAには、署名欄に当該SUGOCAに記録されたオートチ

ャージサービス利用者の氏名を記載しなければなりません。
２　オートチャージ利用開始設定を行う記名式SUGOCA乗車券は、第７条に定

めるオートチャージ利用開始設定の手続き完了後に、オートチャージ
SUGOCAとして取り扱います。

３　オートチャージサービス利用者は、オートチャージSUGOCAのオートチャ
ージ判定金額及びオートチャージ入金金額を、当社の定める手続により、変
更することができます。

４　オートチャージサービス利用契約解除後のオートチャージSUGOCAは、記
名式SUGOCA乗車券として取り扱います。

（新規設定SUGOCAの氏名の表示）
第14条　新規設定SUGOCAの署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名

式SUGOCAは使用することができません。
２　前項の場合、当該記名式SUGOCAの使用者は、ICカード乗車券取扱規則第

７条に定めるSUGOCAの取扱箇所に氏名等券面に表示すべき事項の再表示
を請求しなければなりません。

（オートチャージサービスの免責事項）
第15条　オートチャージSUGOCAの盗難、紛失により第三者がオートチャージ

SUGOCAを不正に使用した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
２　オートチャージSUGOCAの盗難、紛失の際、ICカード乗車券取扱規則第32

条及び第46条に定める紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、及び再発
行登録を行い、当社の使用停止措置が完了するまでの間に生じたオートチャ
ージや払いもどし、SFの使用等で生じたオートチャージサービス利用者の
損害については、当社はその責めを負いません。

３　その他当社の責任に帰すことのできない事由から発生したオートチャージサ
ービス利用者の損害については、当社は一切の責任を負いません。

（本規則の追加、変更）
第16条　当社は、この規則を予告なく変更することがあります。
２　当社は、この規則の内容を変更する場合は、当社指定の方法により、オート

チャージサービス利用者に変更事項を通知又は告知するものとします。なお、
オートチャージサービス利用者は、この規則の変更があった場合、改定後の
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規則に従うことを予め承諾するものとします。
（オートチャージサービスの制限又は停止）

第17条　当社は、運営上の都合や、天災、停電、通信事業者のシステム異常、
当社のシステム異常等の不可抗力の発生により、この規則に定めるオートチャ
ージサービスの内容の提供を一時的に制限もしくは停止をすることがありま
す。

２　当社が前項に基づきオートチャージサービスの制限もしくは停止を行った場
合に、オートチャージサービス利用者に何らかの損害又は不利益が生じても、
当社は一切その責任を負いません。

（有効な規則）
第18条　最新の印刷物、又は最新のホームページに記載された規則ならびに告

知内容は、すべて従前の規則及び告知に優先するものとなります。

SUGOCAに関する特約
第１条　目的

　本特約は、九州旅客鉄道株式会社（以下、「JR九州」という。）とカード発行
会社等（以下、「カード発行会社」という。なお、カード発行会社等には提携企
業を含むものとする。）の発行する「クレジット一体型SUGOCA」及び「デビッ
ト一体型SUGOCA」（以下、「カード」という。）を情報記録媒体としたJR九州
所定の乗車券（以下、「ICカード乗車券」という。）において、会員に提供する
サービスの内容と、会員がそれらを受けるために条件を定めることを目的としま
す。

第２条　適用範囲
１．本特約は、各社の定めるクレジットカード会員規約、デビット会員規約やそ

の他会員規約等（以下、「会員規約等」という。）に対する特約であり、会員
規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。

２．会員がICカード乗車券を利用する場合は、ICカード乗車券取扱規則（平成
21年２月九州旅客鉄道株式会社公告第11号。以下、「ICカード取扱規則」と
いう。）による記名式SUGOCA乗車券として取り扱います。

３．会員はカードを、ICカード取扱規則によるSUGOCA定期券としては利用で
きないものとします。

４．IC乗車券の利用等に関し、本特約に定めていない事項については、ICカー
ド取扱規則及びSUGOCA電子マネー取扱規則（平成21年２月九州旅客鉄道
株式会社公告第26号。以下、「電子マネー取扱規則」という。）の定めると
ころとします。また電子マネー取扱規則による場合、「SUGOCA電子マネー」
を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。

第３条　用語の定義
　本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。

⑴　「各社」とは、JR九州及びカード会社をいいます。
⑵　「SF」とは、JR九州が相当の対価を得てICカード乗車券に記録した金銭

的価値をいいます。
⑶　「チャージ」とは、JR九州の定める方法でICカード乗車券にSFを積み増

しすることをいいます。
第４条　デポジット

　カードについては、デポジットに関するICカード取扱規則の定めは適用しな
いものとします。

第５条　チャージ
　会員は、ICカード取扱規則第12条に定める機器等によってチャージすること
ができます。

第６条　SF残高の確認
　会員は、ICカード取扱規則第13条に定める機器等によってSF残高を確認する
ことができます。

第７条　払いもどし
１．JR九州は、本特約第９条、第10条及び第11条に該当する場合で、会員から

請求があった場合、ICカード取扱規則第31条の定めに準じてSF残額を払い
もどします。

２．前項による払いもどしをした以降は、カードのICカード乗車券は使用でき
なくなるものとします。

第８条　再発行時の取扱い
１．各社は、ICカード取扱規則第32条及び第34条にかかわらず、別途定める場合

にICカード乗車券の再発行を行います。
２．ICカード取扱規則第32条及び第34条による再発行を行った場合、従前のカー

ドのSF残額及びJRキューポについては新カードへ引き継がれます。また、
SUGOCAオートチャージ設定については新カードへ引き継がれます。

第９条　カードが無効となる場合等
　各社は、次の各号に該当する場合、ICカード乗車券を無効とし、会員資格の
喪失等の処置をとることがあります。

⑴　ICカード取扱規則第27条または第28条に該当した場合
⑵　電子マネー取扱規則第６条第１号に該当した場合
⑶　会員のICカード乗車券の利用が会員規約等または本特約の規定に違反し

た場合、あるいは違反するおそれがある場合
第10条　更新カード発行時の取扱い

１．会員は、有効期限を更新した新しいカードが送付された場合で従前のカード
にICカード乗車券の情報がある場合は、その有効期限内にSF残額が０円に
なるまでカードをご利用いただき切断の上破棄していただくか、本特約第７
条によるSF残額の払いもどしを行うものとします。

２．前項によるカード更新を行った場合、JRキューポは新しいカードへ引き継
がれます。なお、SUGOCAオートチャージ設定は新カードへ引き継がれま
せんのでSUGOCAオートチャージサービスをご利用になる場合は会員が別
途設定を行う必要があります。

第11条　退会の手続き
　会員がカードを任意に退会する場合は、第７条によるSF残額の払いもどしを
行った上で、会員規約等の定めによるものとします。

第12条　免責事項
１．カードを紛失しまたは盗難にあった場合等に、カードの使用停止措置が完了

するまでの間に他人によるICカード乗車券の使用等（払いもどしを含みま
す。）があった場合、各社はそれらを補償する責めを負いません。

２．カードのICカード乗車券の機能が使用できないことにより会員に生じる不
利益、損害については、各社はその責めを負いません。

第13条　有効な特約
　最新の印刷物、または最新のホームページに記載された特約ならびに告知内容
は、全て従前の特約及び告知に優先するものとなります。

（2017年７月31日時点）

オールインワン nimoca に関する特約
第１条（オールインワン nimocaの定義）

１．本カードは、株式会社西日本シティ銀行（以下「当行」という）と九州カー

ド株式会社（以下「当社」という）及び株式会社ニモカ（以下「ニモカ」と
いう。また、ニモカと当行及び当社をあわせ「３社」という）が提携し、所
定の方法で発行するもので、カードの名称は、「オールインワン nimoca」（以
下「本カード」という）と称します。

２．本カードは、当行のキャッシュカードとしての機能、デビットカードとして
の機能（「西日本シティキャッシュカード規定」及び「デビットカード

（J-Debit）取引規定」に定められた機能）と当社のクレジットカードとして
の機能（「九州カード会員規約」に定められた機能）、ニモカのnimocaカード
としての機能（「nimoca取扱規則」、「クレジットnimoca特約」、「nimocaポイ
ントサービス規則」及びその他nimoca関連規則に定められた機能）を１枚で
提供するものとします。

第２条（会員）
１．本特約ならびに「オールインワンカード会員規定」、「西日本シティ銀行普通

預金規定」、「西日本シティキャッシュカード規定」、「デビットカード
（J-Debit）取引規定」、「九州カード会員規約」、「nimoca取扱規則」、「クレジ
ットnimoca特約」、「nimocaポイントサービス規則」及びその他nimoca関連規
則を承認のうえ、３社に利用を申し込み、３社が適格と認めた方を本会員と
します。

２．本会員が指定した家族で、３社が適格と認めた方１名を限度として家族会員
とします。なお本特約では、本会員と家族会員の両者を会員といいます。

第３条（年会費）
　会員は、通知または公表する年会費を支払う場合は、クレジットカード利用代
金と同様の方法で支払うものとします。

第４条（カードの貸与）
１．本カードの所有権は３社に帰属、またその回収権は、当行及び当社に帰属す

るものとし、会員に貸与されるものとします。
２．本カードのクレジット機能については、Visaカードの機能を有し、ゴールド

カード、ベーシックカードの種類があります。
３．会員は、レディースカードを申込むことはできません。
４．会員が学生の場合、その在学期間中オールインワンカードのキャンパスカー

ドと同様のサービスの提供を受けることができるものとします。
第５条（個人情報の取り扱い及び開示、訂正、削除）

１．会員及び入会を申し込まれた方（以下併せて「会員等」という）は、３社が
会員等の個人情報（本条⑴に定めるものをいう）につき、必要な保護措置を
行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。

⑴　３社のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報（以下「個人
情報」という）を収集、利用すること。

①　生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時及び第９条において
届け出た事項

②　申込日、入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容
③　本カードの利用内容

⑵　宣伝物の送付等、３社の営業に関する案内の目的で、個人情報を利用する
こと。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、３社は
業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。（中止の申
し出は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。）

⑶　３社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人
情報を当該業務委託先に預託すること。

２．会員等は、３社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求するこ
とができます。（開示の請求は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するも
のとします。）万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合
には、３社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。

３．会員等は、ニモカが別途定める「nimocaに関する個人情報の公表事項」に定
める範囲において、ニモカ及びその共同利用者が第１項⑴の個人情報を利用
することに同意するものとします。

　　（共同利用に関する問い合わせは本特約末尾に記載するニモカ相談窓口に連
絡するものとします。）

第６条（オールインワン nimocaの取扱い）
１．会員は現金自動預入支払機（ATM）等利用可能な機器、または、複数利用

可能な機器において本カードを利用する場合は、キャッシュカード機能とク
レジットカード機能を使い分けるものとします。

２．会員が本カードのデビットカード機能、クレジットカード機能、nimocaカー
ド機能について複数利用可能な加盟店において本カードを利用する場合に
は、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加
盟店に申し出るものとします。

３．前記１および２において、会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損
害等については、会員が負担するものとし、また会員は、この場合の取引に
基づく債務についての支払義務を免れないものとします。

４．第７条第１項③におけるクレジットカード機能サービスの利用については、
本カードの形状が、エンボスレスカード（カード上の会員氏名、会員番号、
カードの有効期限等の記載がエンボス（カードに施された凹凸のよる刻印を
いう）加工以外の手法によって印字されたクレジットカードをいう）であり、
本カードをインプリンター加盟店（カード上のエンボス部分を売上伝票に複
写する小型の機械（以下「インプリンター」という）を利用して、売上票に
印字を行う加盟店で利用することはできません。また、会員は金融機関等（海
外を含む）においてインプリンターが利用されている場合、当該金融機関等
では、本カードでキャッシュサービスを利用することはできません。

第７条（サービスの範囲）
１．会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。

①　当行、および当行が提携した金融機関（以下「提携行」という）の現金
自動支払機または現金自動預入支払機による指定口座からの払戻し、お
よび指定口座への預入れ。

②　国内のデビットカード機能を使用できる加盟店での利用。
③　九州カード会員規約及び本特約等の定めによるクレジットカード機能サ

ービスの利用。
④　nimocaカード機能の利用。
⑤　nimocaオートチャージサービスの利用。
　　但し、入会申込書もしくは、ニモカが定める所定の機器等によりnimoca

オートチャージの提供を申し出る場合に限り、当該サービスを利用でき
るものとします。

⑥　その他ニモカが提供するサービス（ニモカが提携するサービス会社が提
供するものを含む）　

　　本サービスの提供及びその内容については、ニモカが書面その他の方法によ
り通知または公表します。ニモカが必要と認めた場合、ニモカはサービス及
びその内容を変更するものとします。

２．本カードには、当社が提供するワールドプレゼントポイントは付与されません。
第８条（本カードの盗難・紛失等）

１．会員が、本カードを紛失、盗取された場合、本カードが偽造、盗難、紛失等
（以下、「盗難・紛失等」という）により他人に使用されるおそれが生じた場
合、または他人に使用されたことを認知した場合には、速やかに３社に届出
を行うものとします。

２．前項に定める手続きは、以下の通りとします。
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①　ニモカに盗難・紛失等の届出を行う場合は、ニモカが別途定める窓口で
手続きを行うものとします。

　　ニモカは、会員からの届出後、nimocaカード機能を停止するものとします。
②　当行に盗難・紛失等の届出を行う場合は、当行への電話等での連絡若し

くは、当行の窓口で手続きを行うものとします。当行は会員からの届出
後、キャッシュカード機能及びクレジットカード機能を停止するものと
します。

③　当社に盗難・紛失等の届出を行う場合は、当社への電話等での連絡若し
くは、当社の窓口で手続きを行うものとします。当社は会員からの届出
後、クレジットカード機能及びキャッシュカード機能を停止するものと
します。

　　上記に関わらず、３社またはそのいずれかの窓口若しくはシステムが休止し
ている間に連絡を受け付けた場合には、その休止期間終了後に遅滞なく同様
の措置をとります。これは本カードのご利用の安全を図るための措置であり、
万が一当該連絡における会員の誤りなどで本カードが使用できないことが生
じても、３社は責任を負いません。

３．盗難・紛失等により被る損害については、キャッシュカード機能に関しては、
「西日本シティキャッシュカード規定」が、クレジットカード機能に関して
は「九州カード会員規約」が、nimoca機能に関しては「nimoca取扱規則」、「ク
レジットnimoca特約」、「nimocaポイントサービス規則」及びその他nimoca関
連規則が、それぞれ適用されるものとします。

第９条（届出事項の変更及び共有）
１．会員が、３社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変

更があり、３社の一方に対して変更の届け出があった場合には、当該の届け
出いただいた情報について、３社で共有することに、会員はあらかじめ同意
するものとします。

２．前項に関わらず、本カードの決済口座の変更はできないものとします。
第10条（利用内容の共有）

　会員は、当社が会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会
員の本カードの利用内容に関する情報を３社で共有することに、あらかじめ同意
するものとします。

第11条（本カードの再発行）
１．本カードの紛失・盗難、破損・汚損及び氏名変更等を理由に会員が当行およ

び当社に所定の方法にて届出をすることにより、本カードの再発行の申し出
を行い、３社が適格と認めた場合には、再発行した本カード（以下「再発行
カード」という）を届出住所宛に送付するものとします。

２．会員は再発行カードの受領後、速やかにニモカ所定の手続きに従い、再発行
カードのnimocaカード機能を使用可能な状態にすることが必要です。

３．会員が前項に定める手続きを行わず、nimocaカード機能が使用できないこと
により会員が不利益・損害を被った場合においても、３社は責任を負いませ
ん。

４．本カードの再発行が必要となる場合、再発行カードが交付されるまでの間は、
キャッシュカード機能、クレジットカード機能及び一部のnimocaカード機能
の利用はできないものとします。これに伴って、万が一損害などが発生した
としても３社は責任を負いません。

第12条（本カードの有効期限）
１．本カードには有効期限があり、キャッシュカード機能、クレジットカード機

能およびnimocaカード機能に共通の有効期限です。
２．本カードの有効期限が到来し、３社が適格と認めた場合には、有効期限を更

新した新しいカード（以下「更新カード」という）を届出住所宛に送付する
ものとします。

３．会員は更新カードの受領後、速やかにニモカ所定の手続きに従い、更新カー
ドのnimocaカード機能を使用可能な状態にすることが必要です。

４．会員が前項に定める手続きを行わず、nimocaカード機能が使用できないこと
により会員が不利益、損害等を被った場合においても、３社は責任を負いま
せん。

５．第２項の場合において、３社が適格と認めないときは、有効期限をもって会
員資格を喪失します。

６．会員が第９条の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない
場合、これに伴う不利益、損害等については、３社は責任を負わないものと
します。

第13条（機能・サービスの停止等）
１．３社は、会員が次のいずれかに該当する場合、本カードの機能、サービスの

一部又は全部を会員に通知することなく停止（機能・サービスの停止）でき
るものとします。
①　会員が別途定める「西日本シティ銀行普通預金規定」「西日本シティキ

ャッシュカード規定」に違反した場合。
②　会員が別途定める「九州カード会員規約」に違反した場合。
③　会員が別途定める「nimoca取扱規則」、「クレジットnimoca特約」、「nimoca

ポイントサービス規則」及びその他nimoca関連規則に違反した場合。
④　会員が本特約に違反した場合。（但し、①②③に記載の各規定等を除く）

２．当行は、会員が前項②、③、④に該当し、機能・サービス停止を受けた場合
において、西日本シティキャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．当社及びニモカは、会員が第１項のいずれかに該当し、機能・サービスの停
止を受けた場合には、会員が希望し、新たに申込を行わない限り、当社が発
行するクレジットカード（以下、他カードという）やニモカが発行する他の
nimocaカードを発行することはありません。

４．前項に関わらず、会員が希望し、新たに申込を行った場合においても、当社
及びニモカは、所定の審査を行い、他カードや他のnimocaカードの発行をお
断りすることがあります。

５．第２項の場合、新たに西日本シティキャッシュカード（普通預金）が交付さ
れるまでの間、会員がキャッシュカードを利用できなくなることに伴う不利
益、損害等については、３社は責任を負わないものとします。

６．利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通知・催告等をす
ることなく、当行および提携行または当社の現金自動支払機や当社の加盟店
等を通じて、本カードを回収することができるものとします。

７．第１項①②④に基づき利用停止となった本カードに、nimoca入金残額がある
場合には、速やかに、本件カードのnimoca入金残額が０になるまでご利用い
ただく、払い戻しを行う、またはスター nimocaへの変更手続きを行った上で、
当行および当社の指示する方法に従い、当行または当社に本カードを返却す
るものとします

第14条（解約）
１．会員は本カードの３つの機能を分離して解約することはできません。
２．会員が本カードを解約し、３つの機能を分離して使用することを希望する場

合は、本カードの解約後、会員自ら、新たに３社各々の定める手続きを行う
ことによりそれぞれの機能を利用するものとします。

３．会員が、本カードを任意に解約する場合は、事前にnimocaカード機能（nimoca
入金残額、定期券、nimocaポイント）の処理手続きをニモカ所定の窓口で行
った後、当行に届出をするとともに、本カードを当行に対して返却するもの
とします。

４．前項の場合、nimoca入金残額については、会員自身で管理するものとし、３
社は一切責任を負わないものとします。会員が当行に本カードを返却した後、
返却したカードにnimoca入金残額がある場合においても、３社はnimoca入金
残額をお返しすることはありません。

第15条（種類変更等）
１．会員は本カードの種類変更等を申し込む場合には、当行および当社に所定の

書面を提出するものとします。
２．会員は種類変更等後の本カードの受領後、速やかにニモカ所定の手続きに従

い、種類変更等後の本カードのnimocaカード機能を使用可能な状態にするこ
とが必要です。

３．種類変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本カードを利用
できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任
を負わないものとします。

第16条（不要カードの取扱いについて）
１．会員は、破損・汚損、種類変更等の理由により、当行および当社に対し、カ

ードの作り変えを申出て、当社から送付された新カードを受領後、速やかに
第11条第２項又は第15条第２項に定める手続きを行い、速やかに作り変え
前のカードを当社に対して返却するものとします。

２．会員が前項に定める返却の遅延もしくは返却しない場合に被る損害について
は、３社は第８条第３項に定める規約・特約等の適用は行わず、全て会員が
支払いの責を負うものとします。

第17条（特約の適用）　
１．本特約に定めがない場合は、「オールインワンカード会員規定」及び本カー

ドのキャッシュカード機能については「西日本シティ銀行普通預金規定」、「西
日本シティキャッシュカード規定」、「デビットカード（J-Debit）取引規定」
を、クレジットカード機能については、「九州カード会員規約」を、ニモカ
のnimocaカードとしての機能については、「nimoca取扱規則」、「クレジット
nimoca特約」、「nimocaポイントサービス規則」、その他nimoca関連規則をそ
れぞれ適用するものとします。　

２．本特約と「西日本シティ銀行普通預金規定」、「西日本シティキャッシュカー
ド規定」、「デビットカード（J-Debit）取引規定」「九州カード会員規約」「nimoca
取扱規則」、「クレジットnimoca特約」、「nimocaポイントサービス規則」、そ
の他nimoca関連規則及び「オールインワンカード会員規定」が相反する場合
には、本特約が優先されるものとします。

【個人情報に関するご相談窓口】
株式会社西日本シティ銀行…当行の全営業店窓口及び、
　　　　　　　　　　　　　お客様サービス室
　　　　　　　　　　　　　福岡市博多区博多駅前1丁目3番6号
　　　　　　　　　　　　　TEL　0120−162−105
九州カード株式会社
　　ご利用中止の申し出……サービスデスク
　　　　　　　　　　　　　福岡市博多区博多駅前4−3−18
　　　　　　　　　　　　　サンライフセンタービル
　　　　　　　　　　　　　TEL　092−452−4500

　　個人情報に関する問い合わせ…お客様相談室
　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市博多区博多駅前4−3−18
　　　　　　　　　　　　　　　　サンライフセンタービル
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　092−452−4520
株式会社ニモカ…ニモカコールセンター
　　　　　　　　電　話：0570−092−111または092−303−7000
　　　　　　　　（受付時間：８時～ 20時）

nimoca取扱規則
第１章　総　則

第１条（目的）この規則は、株式会社ニモカ（以下「当社」という。）が発行する、
金銭的価値等を記録することができるICカード（以下「nimocaカード」という。）
のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な
遂行を図ることを目的とする。

第２条（適用範囲）nimocaカードにかかわる取扱いについては、この規則の定め
るところによる。

２．nimoca交通事業者における、nimocaカードを媒体とする乗車券等の交通乗車
証票（以下「乗車券等」という。）としての使用については、本規則ならび
にnimoca交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。

３．nimoca加盟店における、商品・サービス等の決済手段としてのnimocaカード
の使用（以下「電子マネー取引」という。）については、nimoca電子マネー
取扱規則等の定めるところによる。

４．nimoca交通事業者およびnimoca加盟店におけるnimocaポイントサービスにか
かわる取扱いについては、nimocaポイントサービス規則の定めるところによ
る。

５．この規則が改定された場合、以後のnimocaカードにかかわる取扱いについて
は、改定された規則の定めるところによる。

６．この規則およびこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更され
ることがある。

７．この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
第３条（nimocaカードの種類）当社が発行するnimocaカードの種類は、以下の

各号に定めるところによる。
⑴　「nimoca」…会員登録を行っていない者の利用に供するnimocaカード
⑵　「スター nimoca」…スター nimoca特約にもとづく会員登録手続きを行った

者の利用に供するnimocaカード
⑶　「クレジットnimoca」…クレジットnimoca特約および提携クレジットカー

ド会社が定めるクレジットカード会員規約等にもとづいて発行される、ク
レジット機能を搭載したnimocaカード

⑷　「デビットnimoca」…クレジットnimoca特約および提携クレジットカード
会社が定めるデビットカード会員規約等にもとづいて発行される、デビッ
ト機能を搭載したnimocaカード

２．nimocaカードには定期乗車券の機能を搭載することができる。（以下、券面
に定期乗車券の情報（定期乗車券の有効期間に関わらず）が印字された
nimocaカードを「IC定期乗車券」という）。

３．搭載できる定期乗車券の種類、利用方法等については、nimoca交通事業者の
旅客営業規則等の定めによる。

４．nimocaおよびスター nimocaには、小児用ならびに障害者用のカードも発行
する。発売方法、条件等については別に定める。

５．nimocaカードに関する用語の意義は、以下の各号に定めるところによる。
⑴　「記名式nimoca」とは、nimocaカードのうち個人を特定する氏名、生年月日、

性別、電話番号（以下「個人情報」という。）の情報がカードと当社のセ
ンターシステムに記録され、券面に記名人の記載を行った、記名人本人の
使用に供するnimocaカードをいい、以下に定めるものをいう。

ア　IC定期乗車券（持参人式IC定期乗車券を除く）
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イ　定期乗車券を搭載したことがあるnimoca
ウ　小児用のnimoca
エ　スター nimoca
オ　クレジットnimoca
カ　デビットnimoca
キ　障害者用のnimoca

⑵　「無記名式nimoca」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人の使用
に供するnimocaカードをいう。

第４条（用語の意義）この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げると
おりとする。
⑴　「nimoca交通事業者」とは、別表第１号に規定する鉄道事業者およびバス

事業者をいう。
⑵　「nimoca加盟店」とは、nimoca電子マネー取扱規則に定める加盟店、およ

びnimocaポイントサービス規則に定める加盟店をいう。
⑶　「SF」とは、専らnimoca交通事業者が定める旅客運賃の支払い、nimoca加

盟店における電子マネー取引に充当する、nimocaカードに記録された金銭
的価値をいう。

⑷　「チャージ」とは、nimocaカードに入金すること、または保有するnimoca
ポイントをSFに交換することをいう。

⑸　「nimocaポイント」とは、nimocaポイントサービス規則の規定に従って付
与される、カードポイントおよびセンターポイントをいう。

⑹　「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受するnimocaカー
ドの使用権の代価をいう。

⑺　「クレジットnimoca等」とは、「クレジットnimoca」と「デビットnimoca」
を総称するカードのことをいう。

第５条（契約の成立）nimocaカードの使用に関する契約は、当社が使用者に
nimocaカードを交付したときに両者の間において成立する。

第６条（使用方法および制限事項）nimocaカードは、nimoca交通事業者における
乗車券等としての使用またはnimoca加盟店において電子マネー取引ができる。

２．nimocaカードは、当社が認めたnimoca交通事業者またはnimoca加盟店におい
てnimocaカードを処理する機器（以下「所定の機器」という。）により使用
しなければならない。

３．記名式nimocaは、当該記名式nimocaに記録された記名人本人以外が使用する
ことはできない。

４．前項にかかわらず、nimocaおよびスター nimocaのうち、以下に定める条件
を全て満たすカードに限って、記名人以外による、nimoca交通事業者および
nimoca加盟店における利用を認める。

⑴　IC定期乗車券ではないこと。ただし、持参人式IC定期乗車券機能が搭載
されたIC定期乗車券は除く。

⑵　小児用カードではないこと
⑶　障害者用カードではないこと

５．次の各号のいずれかに該当するときは、nimocaカードは所定の機器で使用で
きないことがある。

⑴　nimocaカードの破損または所定の機器の故障もしくは天災等により、
nimocaカードの内容の読取りが不能となったとき

⑵　nimocaカードの使用、チャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起
算日として、一定期間これらの取扱いが行われなかったとき

６．偽造、変造その他不正に作成されたnimocaカードもしくはSFを使用するこ
とはできない。

第７条（個人情報の取扱い）使用者が記名式nimocaの購入、または無記名式
nimocaから記名式nimocaへの変更を申し込むときに提出した個人情報は、当社
が管理する。

２．当社は、取得した個人情報を次の目的で利用する。
⑴　記名式nimocaの購入・変更・解約・再発行等の申込内容の確認
⑵　当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認

３．統計情報の基礎資料として利用する場合等、個人を特定できないように修正
した上で使用する場合がある。

４．当社は、取得した個人情報を、第２項の範囲内でnimoca交通事業者または
nimoca加盟店からの照会に応じて、その事業者に知らせることがある。

５．記名式nimocaの購入希望者または変更希望者が、前各項に同意しないときは、
記名式nimocaの発売もしくは記名式nimocaへの変更を行わない。

第８条（使用者の同意）使用者は、この規則およびこれに基づいて定められた規
定を承認し、かつ、これに同意したものとする。

第９条（取扱箇所）nimocaカードの取扱箇所は、当社またはnimoca交通事業者も
しくはnimoca加盟店とする。

第10条（制限または停止）当社は以下の場合、nimoca交通事業者およびnimoca
加盟店におけるnimocaカードの取扱いを制限または停止をすることがある。
⑴　天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の

不可抗力によりnimocaカードの取扱いが困難であると当社が認めた場合
⑵　コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により当社がnimocaカー

ドの取扱いの中止を必要と判断した場合
２．本条に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負わない。
第11条（nimocaカードの所有権）nimocaカードの所有権は、当社に帰属する。
２．nimocaカードが不要となったときまたは失効したときは、nimocaカードを返

却しなければならない。
第12条（デポジット）当社はnimocaカードを発売する際に、デポジットとして

nimocaカード１枚につき500円を収受する。
２． 使用者がnimocaカードを返却したときは、第22条または第26条の定めによ

り、当社はデポジットを返却する。
３．デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできない。
 （→第22条「紛失再発行」、第26条「nimocaカードの解約」）
第13条（nimocaカードの失効）カードの交換、使用、チャージのいずれかの取

扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない
場合で、当社が特に定めた場合は失効することがある。

２．前項にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名式
nimocaは失効する。

３．前各項により失効した場合、デポジットおよびnimocaカードに記録されてい
る一切の金銭的価値等の返却を請求することはできない。

第２章　発　売
第14条（nimocaカードの発売）無記名式nimocaの購入希望者が購入を請求した

ときは、無記名式nimocaを発売する。
２．定期乗車券の購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別、電話番号を

記入して提出したときのみ、記名式のnimocaを発売する。
３．前項にかかわらず、小児用のnimocaの購入希望者が購入申込書に氏名、生年

月日、性別、電話番号を記入して提出し、かつ別に定める公的証明書等を呈
示したときは、当該小児が満12歳となる年度の３月31日までを有効期間と
する小児用のnimocaを発売する。ただし、購入希望者が小学校在学中であり、
当該学校長の証明を呈示した場合にはこの限りではない。

４．第２項にかかわらず、障害者用のnimocaの購入希望者が購入申込書に氏名、
生年月日、性別、電話番号を記入して提出し、かつ身体障害者手帳、療育手

帳もしくは精神障害者保健福祉手帳等を呈示し、nimoca交通事業者が別途定
める障害者割引運賃の適用資格を満たすときは、障害者用のnimocaを発売す
る。

５．障害者用のnimocaの有効期限は、次回の誕生日までとする。ただし、初回に
限り次々回の誕生日までとする。

６．小児障害者用のnimocaの購入希望者については、第３項および第４項の規定
を準用し、小児障害者用のnimocaを発売する。

７．小児障害者用のnimocaの有効期限は、次回の誕生日までとする。ただし、初
回に限り次々回の誕生日までとし、満12歳の誕生日以降は、最初に迎える
３月31日までとする。

８．スター nimocaに関する申込み等については、スター nimoca特約の定めると
ころによる。

９．クレジットnimoca等に関する申込み等については、クレジットnimoca等特約
の定めるところによる。

10．小児用のnimocaカード、障害者用のnimocaカードは、当社が認めた場合を除
き、同一使用者に対し２枚以上の発売を行わない。

第15条（発売額）nimocaカードの発売額は2,000円（デポジット500円を含む。）
とする。

２．前項にかかわらず、当社またはnimoca交通事業者もしくはnimoca加盟店は、
発売額を変更して発売することがある。ただし、発売額は1,000円単位とし、
20,000円を超えることはできない。

３．前各項にかかわらず当社が特に認めた場合は、発売額を500円（デポジット
500円を含む。）として発売することがある。

第16条（チャージ）nimocaカードは、所定の機器によってチャージすることが
できる。

２． １枚当たりのSFの残額は20,000円を超えることはできない。
３．前各項にかかわらず別のICカードのSFによるチャージはできない。
第17条（SF残額の確認）nimocaカードのSF残額は、所定の機器により確認する

ことができる。
２．nimocaカードのSF残額履歴の表示または印字は、所定の機器により最新の

SF残額履歴から20件までさかのぼって確認することができる。
３．前項にかかわらず、次の各号に定める場合は表示または印字による確認はで

きない。
⑴　出場処理がされていないSF残額履歴
⑵　所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
⑶　第22条または第23条の規定によりカードを再発行したときの再発行前の

SF残額履歴
⑷　第24条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
 （→第22条「紛失再発行」、第23条、「障害再発行」、第24条「nimocaカー

ドの交換」）
第18条（カード利用履歴の確認）nimocaカードの利用履歴は、所定の機器によ

り確認することができる。
２．カード利用履歴の表示または印字は、一ヶ月前までさかのぼって確認するこ

とができる。ただし最大件数は100件とし、確認できるカード利用履歴情報
は、当社のセンターシステムが保持するもののみとする。

第３章　効　力
第19条（記名式nimocaの再表示）記名式nimocaは、その券面に表示すべき事項（以

下「券面表示事項」という。）が不明となったときは、使用することができない。
２．券面表示事項が不明となった記名式nimocaは、速やかにカードを差し出して、

券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
第20条（改氏名によるnimocaカードの書き替え）使用者が記名式nimocaに記録

された氏名を改めた場合は、当該記名式nimocaは使用することができない。
２．前項の場合、使用者は速やかに別に定める申込書を提出し、氏名の書替えを

請求しなければならない。
第21条（無効となる場合）nimocaカードは、次の各号のいずれかに該当する場

合は、無効として回収する。この場合、デポジットおよびnimocaカードに記録
されている一切の金銭的価値および乗車券等は返却しない。
⑴　記名式nimocaを記名人以外の者が使用した場合（第６条第４項の定めによ

る使用を除く）
⑵　券面表示事項が不明となった記名式nimocaを使用した場合
⑶　使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した記名式

nimocaを使用した場合
⑷　券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
⑸　偽造、変造その他不正に作成されたnimocaカードもしくはSFを使用した

場合
⑹　使用者の故意または重大な過失によりnimocaカードが障害状態となったと

認められる場合
⑺　その他不正行為と認められる場合

第４章　再発行・交換
第22条（紛失再発行）無記名式nimocaの盗難または紛失等による再発行はでき

ない。
２．記名式nimocaの記名人が当該記名式nimocaを紛失した場合で、別に定める申

込書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した記名
式nimocaの使用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票

（以下「再発行登録票」という。）を発行する。
⑴　申込書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する

使用者が記名式nimocaの記名人本人であることを証明できること。
⑵　記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されている

こと。
３．前項により使用停止措置を行った当該記名式nimocaは、次の各号の条件を満

たす場合に限って、再発行登録票発行日の翌々日から14日以内に当該記名
式nimoca裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名式nimocaを再発行
する。

⑴　再発行を行うときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用
者が当該記名式nimocaの記名人本人であることを証明できること。

⑵　使用者が前項により発行した再発行登録票を提出すること。
４．前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式nimoca １枚に

つき紛失再発行手数料520円とデポジット500円を現金で収受する。
５．当該記名式nimocaの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すこと

はできない。
６．第２項から第４項までの取扱いを行った後に、紛失した記名式nimocaが発見

された場合は、使用者は、デポジットの返却を請求することができる。この
場合、使用者が当該記名式nimocaとともに別に定める申込書を提出し、かつ
公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、
返却の取扱いを行う。

第23条（障害再発行）nimocaカードの破損等によって所定の機器で使用できな
い場合で、別に定める申込書を提出し、かつ当該nimocaカードを呈示したとき
は、再発行登録票を発行し、その発行日の翌々日から14日以内に、当該nimoca
カード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のnimocaカードを再発行す
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る。なお、再発行の際、当該nimocaカードは回収する。
２．前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わ

ず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、デポジット500円は返却し
ない。

⑴　裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
⑵　第21条第６号により無効となった場合
 （→第21条「無効となる場合」）

第24条（nimocaカードの交換）当社またはnimoca交通事業者もしくはnimoca加
盟店の都合により、使用者が使用しているnimocaカードを、当該nimocaカード
表面とは異なるデザインのnimocaカード、および当該nimocaカード裏面に刻印
されたものと異なるカード番号のnimocaカードに予告なく交換することがあ
る。

第25条（免責事項）nimocaカードの再発行または交換により、表面のデザイン
および裏面に刻印されたものと異なるカード番号のnimocaカードを発行したこ
とによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。

２．記名式nimocaを紛失し、または盗難にあった場合等に、使用者が当該カード
の紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、および再発行登録票発行日にお
ける当該カードの解約やSFの使用等で生じた使用者の損害については、当
社はその責めを負わない。

第５章　解　約
第26条（nimocaカードの解約）使用者は、nimocaカードの返却を条件に、SF残

額の払いもどしを請求することができる。この場合、使用者は、手数料として
nimocaカード１枚につき220円（SF残額に10円未満の端数があるときは、SF
残額を10円単位に切り上げる。また、残額が220円未満のときはその残額の同
額を手数料とする。）を支払うものとする。

２．前項の規定によりnimocaカードの解約が請求された場合、当社は、無記名式
nimocaにあっては持参人に払いもどしを行い、記名式nimocaにあっては、使
用者が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記
名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行う。

３．当該カードに有効期間開始前または有効期間内の定期乗車券の情報を有して
いる場合は、当該定期乗車券発行事業者の定めに従って当該定期乗車券の払
いもどしを行う。

４．前各項の規定により払いもどしを行う場合、あわせてデポジットを返却する。

第６章　特殊取扱い
第27条（nimocaカードの変更）使用者が無記名式nimocaを差し出して、記名式

nimocaへの変更を申し出た場合は、第14条第２項から第10項に規定する取扱
いを準用しnimocaカードの変更を行う。

２．記名式nimocaから無記名式nimocaへの変更はできない。
３．使用者が有効期間満了後の小児用のnimocaまたは小児用のスター nimocaを

差し出して、nimocaカードの継続使用を申し出た場合、大人用に変更する。
 （→第14条「nimocaカードの発売」）
４．使用者が有効期間満了後の小児障害者用のnimocaまたは小児障害者用のスタ

ー nimocaを差し出して、nimocaカードの継続使用を申し出た場合、大人用
に変更する。

 （→第14条「nimocaカードの発売」）
５．小児用カードおよび障害者用カードへの変更は無記名式カードからのみとす

る。ただし、当社が認めた場合を除く。
 （→第14条「nimocaカードの発売」）
第28条（代理人による各種申込み等）次の各号に定める取扱いについて、代理

人による取扱いを認める。
⑴　第14条（nimocaカードの発売）および第27条（nimocaカードの変更）に

おける小児用カードの購入および小児用カードへの変更
⑵　第14条（nimocaカードの発売）および第27条（nimocaカードの変更）に

おける障害者用カードの購入および障害者用カードへの変更
⑶　第22条（紛失再発行）、第23条（障害再発行）における再発行の申込みお

よび再発行された記名式nimocaの受取り
⑷　第26条（nimocaカードの解約）における記名式nimocaの解約

２．前各号での代理人による取扱い時には、代理人本人の公的証明書等とともに、
以下の各号のいずれかを呈示することでそれに応じるものとする。

⑴　購入申込者または記名人本人の公的証明書等、および代理人との続柄が記
載された公的証明書等

⑵　購入申込者または記名人本人からの委任状

第７章　ICカードの相互利用
第29条（他事業者におけるnimocaの取扱方）第９条の規定にかかわらず、別表

第２号に定める事業者、又は別表第３号に定める事業者が電子マネー取引とし
ての取扱いを認めた加盟店において、nimocaカードの取扱いを行う。ただし、
障害者用のnimocaカードについては、別表第２号に定める事業者の一部、又は
別表第３号に定める事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店を
除き、取扱いを行わない。

２．前項により、nimocaカードを乗車券等として使用するときは、当該事業者の
定めるところによる。またnimocaカードを電子マネー取引として使用すると
きは、nimoca電子マネー取扱規則の定めるところによる。

３．第２条、第３条、第14条、第19条、第20条、第22条、第23条、第26条、第
27条の規定にかかわらず別表第２号に定める事業者、又は別表第３号に定
める事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店においては、
nimocaポイントサービス、nimocaカードの発売、別表第１号に定める事業者
単独の定期券発売、障害者割引、券面表示事項の再表示、氏名の書き換え、
紛失再発行、障害再発行、解約、変更を行わない。

第30条（他社発行ICカードの取扱方）別表第３号に定める事業者が発行する金
銭的価値等を記録することができるICカード（以下「他社発行ICカード」と
いう。）は、nimoca交通事業者又はnimoca加盟店において取扱う。

２．nimoca交通事業者における、他社発行ICカードを媒体とする乗車券等とし
ての使用については、nimoca交通事業者の旅客営業規則等の定めるところに
よる。ただし個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報が記録された他
社発行ICカードの制限事項については、当該発行事業者の定めるところに
よる。

３．nimoca加盟店における、商品・サービス等の決済手段としての他社発行IC
カードの使用については、当該ICカード発行事業者の定めるところによる。

４．第２条、第３条、第14条、第19条、第20条、第22条、第23条、第26条、第
27条の規定にかかわらず他社発行ICカードにおいては、nimoca交通事業者
及びnimoca加盟店は、nimocaポイントサービス、他社発行ICカードの発売、
別表第３号に定める事業者単独の定期券発売、障害者割引、券面表示事項の
再表示、氏名の書き換え、紛失再発行、障害再発行、解約、変更を行わない。

附則　この規則は、2008年４月１日から施行する。
附則　この規則は、2009年３月１日から施行する。
附則　この規則は、2010年２月２７日から施行する。
附則　この規則は、2010年３月13日から施行する。

附則　この規則は、2010年1２月２６日から施行する。
附則　この規則は、2013年３月２3日から施行する。
附則　この規則は、2014年４月１日から施行する。
附則　この規則は、2015年４月１日から施行する。
附則　この規則は、2015年11月１日から施行する。
附則　この規則は、2016年４月１日から施行する。
附則　この規則は、2016年10月１日から施行する。
附則　この規則は、2017年４月１日から施行する。
附則　この規則は、2018年４月１日から施行する。
附則　この規則は、2019年４月１日から施行する。
附則　この規則は、2019年10月１日から施行する。
附則　この規則は、2020年３月１日から施行する。
附則　この規則は、2021年４月１日から施行する。

【別表】
第１号
nimoca交通事業者

・西日本鉄道株式会社
・西鉄バス佐賀株式会社
・西鉄バス筑豊株式会社
・西鉄バス宗像株式会社
・日田バス株式会社
・大分交通株式会社
・亀の井バス株式会社
・熊本市交通局
・宮崎交通株式会社
・函館市企業局
・祐徳自動車株式会社
・長崎電気軌道株式会社
・長崎県交通局
・西肥自動車株式会社
・サンデン交通株式会社

・西鉄バス北九州株式会社
・西鉄バス久留米株式会社
・西鉄バス大牟田株式会社
・西鉄バス二日市株式会社
・昭和自動車株式会社
・大分バス株式会社
・JR九州バス株式会社
・筑豊電気鉄道株式会社
・佐賀市交通局
・函館バス株式会社
・松浦鉄道株式会社
・九州急行バス株式会社
・長崎県央バス株式会社
・させぼバス株式会社

第２号
nimocaカードを取り扱う他事業者
ICカード

（発行事業者）
鉄道/バス 交通事業者

Kitaca
（北海道旅客鉄
道株式会社）

鉄道 JR北海道

PASMO
（株式会社パス
モ）

鉄道 伊豆箱根鉄道、江ノ島電鉄、小田急電鉄、横浜シーサイドライン、
京王電鉄、京成電鉄、京浜急行電鉄、埼玉高速鉄道、相模鉄道、
首都圏新都市鉄道、湘南モノレール、新京成電鉄、西武鉄道、多
摩都市モノレール、東急電鉄、東京地下鉄、東京都交通局、東武
鉄道、東葉高速鉄道、箱根登山鉄道、北総鉄道、舞浜リゾートラ
イン、ゆりかもめ、横浜高速鉄道、横浜市交通局、秩父鉄道

バス イーグルバス、伊豆箱根バス、江ノ電バス、小田急バス、小田
急ハイウェイバス、神奈川中央交通、神奈川中央交通東、神奈
川中央交通西、神奈中観光、神奈中タクシー、川崎市交通局、
川崎鶴見臨港バス、関越交通、関東鉄道、関鉄観光バス、関鉄
グリーンバス、関鉄パープルバス、関東バス、京王電鉄バス、
京王バス、京成バス、成田空港交通、千葉中央バス、千葉海浜
交通、千葉内陸バス、東京ベイシティ交通、ちばフラワーバス、
ちばレインボーバス、ちばシティバス、ちばグリーンバス、京
成タウンバス、京成トランジットバス、京成バスシステム、京
浜急行バス、国際興業、小湊鉄道、相鉄バス、西武バス、西武
観光バス、立川バス、千葉交通、京成タクシー成田、東急バス、
東急トランセ、東京都交通局、東京空港交通、リムジン・パッ
センジャーサービス、東武バスセントラル、東武バスウエスト、
東武バス日光、朝日自動車、茨城急行自動車、国際十王交通、
川越観光自動車、阪東自動車、東洋バス、千葉シーサイドバス、
西東京バス、日東交通、箱根登山バス、東海バス、日立自動車
交通、富士急モビリティ、フジエクスプレス、富士急湘南バス、
富士急山梨バス、富士急シティバス、富士急静岡バス、船橋新
京成バス、松戸新京成バス、平和交通、あすか交通、西岬観光、
山梨交通、横浜市交通局、横浜市交通開発

Suica
（東日本旅客鉄
道株式会社）

鉄道 JR東日本、東京モノレール、東京臨海高速鉄道、埼玉新都市交
通、伊豆急行、富士山麓電気鉄道、仙台空港鉄道、仙台市交通局、
札幌市交通局、沖縄都市モノレール、札幌市交通事業振興公社

バス ジェイアールバス関東、新潟交通、ジェイ・アール北海道バス、
じょうてつ、北海道中央バス、仙台市交通局、宮城交通、JR東
日本所管BRT線、ジェイアールバステック、新潟交通観光バス、
ミヤコーバス、越後交通、頸城自動車、アイ・ケーアライアンス、
泉観光バス、ジェイアールバス東北、蒲原鉄道、岩手交通、関
東自動車、岩手県北自動車、八戸市交通部、青森市企業局、青
森市コミュニティバス運行事業者、十和田観光電鉄、秋北バス、
上信電鉄、上信観光バス、群馬中央バス、日本中央バス、日本
中央交通、群馬バス、八島タクシー、永井運輸、秋田中央交通、
秋田市コミュニティバス運行事業者、山交バス、山交ハイヤー、
米沢市コミュニティバス運行事業者、庄内交通

manaca（マナカ）
（株式会社名古
屋交通開発機構
及び株式会社エ
ムアイシー）

鉄道 名古屋市交通局、名古屋臨海高速鉄道、名古屋鉄道、豊橋鉄道、
愛知高速交通

バス 名古屋市交通局、名古屋ガイドウェイバス、名鉄バス、豊栄交通、
オーワ、知多乗合

TOICA
（東海旅客鉄道
株式会社）

鉄道 JR東海、愛知環状鉄道

PiTaPa
（株式会社スル
ッとKANSAI）

鉄道 京阪電気鉄道、阪急電鉄、大阪市高速電気軌道、阪神電気鉄道、
大阪モノレール、北大阪急行電鉄、南海電気鉄道、泉北高速鉄道、
神戸市交通局、近畿日本鉄道、京都市交通局、静岡鉄道、水間
鉄道、京福電気鉄道、能勢電鉄、山陽電気鉄道、神戸新交通、
阪堺電気軌道、神戸電鉄、叡山電鉄、岡山電気軌道

バス 京都市交通局、水間鉄道、しずてつジャストライン、南海バス、
南海ウイングバス、西日本ジェイアールバス、近鉄バス、高槻
市交通部、京都バス、神姫バス、神姫ゾーンバス、神姫グリー
ンバス、ウエスト神姫、阪急バス、神鉄バス、大阪空港交通、
奈良交通、エヌシーバス、京阪バス、京阪京都交通、京都京阪
バス、江若交通、阪神バス、尼崎交通事業振興、三重交通、三
交伊勢志摩交通、三重急行自動車、八風バス、本四海峡バス、
神戸市交通局、岡山電気軌道、両備ホールディングス、下津井
電鉄、中鉄バス、関西空港交通、大阪シティバス
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ICOCA
（西日本旅客鉄
道株式会社）

鉄道 JR西日本、JR四国、広島電鉄、広島高速交通、高松琴平電気鉄
道、あいの風とやま鉄道、IRいしかわ鉄道、四日市あすなろう
鉄道、富山地方鉄道

バス 広島電鉄、エイチ・ディー西広島、瀬戸内海汽船、宮島松大汽船、
広島観光開発、JR西日本宮島フェリー、瀬戸内産交、さんよう
バス、なべタクシー、富士交通、野呂山タクシー、朝日交通、東
和交通、呉交通、倉橋交通、いわくにバス、広島バス、広島交通、
広交観光、芸陽バス、備北交通、中国ジェイアールバス、石見交
通、鞆鉄道、フォーブル、中国バス、井笠バスカンパニー、君田
交通、ことでんバス、江田島バス、廿日市交通、ひろでんモビリ
ティ、近江鉄道、湖国バス、松江市交通局、一畑バス、宇部市交
通局、おのみちバス、廿日市カープタクシー

はやかけん
（福岡市）

鉄道 福岡市交通局

SUGOCA
（九州旅客鉄道
株式会社）

鉄道 JR九州、北九州高速鉄道、熊本電気鉄道
バス 九州産交バス、産交バス、熊本電気鉄道、熊本バス、熊本都市

バス、長崎自動車、さいかい交通

第３号
nimoca交通事業者又はnimoca加盟
店で利用できるICカードを発行
する他事業者

・北海道旅客鉄道株式会社
・株式会社パスモ
・東日本旅客鉄道株式会社
・東京モノレール株式会社
・東京臨海高速鉄道株式会社
・株式会社名古屋交通開発機構
・株式会社エムアイシー
・東海旅客鉄道株式会社
・株式会社スルッとKANSAI
・西日本旅客鉄道株式会社
・福岡市
・九州旅客鉄道株式会社

nimoca電子マネー取扱規則
（目的）

第１条　この規則は、株式会社ニモカ（以下「当社」という。）が発行する、金
銭的価値等を記録することができるICカード（以下「nimocaカード」という。）
の電子マネー取引において、電子マネーの利用者に提供するnimoca加盟店にお
けるサービス内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的
とする。

（適用範囲）
第２条　nimoca加盟店において電子マネー取引を行う際の取扱いについては、こ

の規則の定めるところによる。
２　nimoca交通事業者における、nimocaカードを媒体とする乗車券等の交通乗車

証票（以下「乗車券等」という。）としての使用については、nimoca交通事
業者の旅客営業規則等の定めるところによる。

３　nimoca加盟店における、nimocaポイントサービスにかかわる取扱いについて
は、nimocaポイントサービス規則の定めるところによる。

４　この規則が改定された場合、以後の電子マネー取引にかかわる取扱いについ
ては、改定された規則の定めるところによる。

５　この規則に定めのない事項については、法令及びnimoca取扱規則等の定める
ところによる。

（用語の意義）
第３条　この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

⑴　「電子マネー」とは、nimoca取扱規則第４条第３号に定める金銭的価値を
いう。

⑵　「商品等」とは、電子マネー取引の対象となる物品、権利、ソフトウェア、
サービスをいう。

⑶　「電子マネー取引」とは、利用者がnimoca加盟店において商品等の購入、
借受け、譲渡、許諾、提供を受けた際に、金銭等に換えて電子マネーを
nimoca加盟店の電子マネー端末、または当社が使用する電子計算機に移転
することにより、商品等の代金を支払う取引をいう。

⑷　「利用者」とは、この規則に同意し、電子マネー取引を行う者をいう。
⑸　「nimoca加盟店」とは、当社と電子マネーの利用に関する加盟店契約を締

結し、電子マネー取引により利用者に商品等を提供する者をいう。また、
当社が、電子マネー取引により、利用者に商品等を提供する場合において
は、当社もnimoca加盟店にあたるものとみなす。

⑹　「nimocaポイント」とは、nimocaポイントサービス規則の規定に従って付
与される、カードポイントおよびセンターポイントをいう。

⑺　「チャージ」とは、nimocaカードに入金すること、または保有するnimoca
ポイントを電子マネーに交換することをいう。

⑻　「移転」とは、電子マネー端末及びネットワークを媒介することにより、
nimocaカードに記録された一定額の電子マネーを引去り、当社の使用する
電子計算機、nimoca加盟店の電子マネー端末に同額の電子マネーが積増し
されることをいう。

⑼　「電子マネー端末」とは、当社の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、
引去り等を行い、当社が特に認めた場合においてはnimocaカードへの書込
みができる機器（リーダ・ライタ）をいう。

（利用箇所と利用方法）
第４条　利用者は、別表第１号のサービスマークを掲示したnimoca加盟店に設

置した電子マネー端末において、電子マネー取引をすることができるものと
する。

２　前項により電子マネー取引をする場合、利用者のnimocaカードから当該
nimoca加盟店の電子マネー端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの
移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同
額の金銭の支払いがなされたものとする。

３　第１項により利用する場合、商品等の代金額及び電子マネーの残額は、電子
マネーの移転が完了した時点で、電子マネー端末に表示され、利用者は当該
代金表示金額および電子マネー残額表示金額に誤りのないことを確認するも
のとする。なお、即時に当該nimoca加盟店に対して異議の申出がなかった場
合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものと
みなす。

４　当社は、利用者がnimoca加盟店から購入しまたは提供を受けた商品等の瑕疵、
欠陥、その他利用者とnimoca加盟店との間に生じる取引上の一切の問題につ
いて、その責めを負わない。

５　第２項に定める電子マネーの移転がなされた後、利用者とnimoca加盟店との
間で、移転の原因となった行為に無効、取消し、解除、その他理由の如何を
問わず、当該電子マネーの返還はできない。

（利用制限）
第５条　前条第１項の定めにかかわらず、１回の電子マネー取引につき２枚以上

のnimocaカードを同時に使用することはできない。
２　利用者は、nimoca加盟店において、電子マネー取引を行うに際し、電子マネー

をその利用可能残額の範囲内で、当社およびnimoca加盟店が定める方法により
利用することができるものとする。

３　当社は、記名式nimocaを使用して電子マネー取引が行われる場合は、カード保
有者を記名人とみなして本人確認を行うことなく、利用を認める。よって、当
社およびnimoca加盟店は、記名式nimocaの紛失、盗難等による記名人本人以外
の利用によって生じた記名人本人の損害についてその責めを負わない。

４　偽造、変造その他不正に作成されたnimocaカードもしくは電子マネーを使用す
ることはできない。

５　次の各号のいずれかに該当するときは、nimocaカードは電子マネー端末で使用
できないことがある。

⑴　nimocaカードまたは電子マネー端末の破損、電子マネー端末の故障、電磁
的影響、もしくは天災等による、データの破壊または消失その他の事由に
より、nimocaカードの内容が読取不能、または端末が使用不能となったとき。

⑵　nimocaカードの使用、チャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起
算日として、一定期間これらの取扱いが行われなかったとき。

（制限または停止）
第６条　当社は以下の場合、全てまたは一部の加盟店におけるnimocaカードの取

扱いを制限または停止をすることがある。
⑴　天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の

不可抗力によりnimocaカードの取扱いが困難であると当社が認めた場合
⑵　コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により当社がnimocaカー

ドの取扱いの中止を必要と判断した場合
２　本条に基づくサービスの制限または停止に対し、当社および加盟店はその責

めを負わない。
（取扱対象外商品等）

第７条　当社または加盟店が別に定める有価証券、金券等の商品等については、
第４条第１項にかかわらず、電子マネー取引を行うことはできない。

（免責事項）
第８条　電子マネー取引ができないことにより、利用者に生じた不利益および損

害の一切について、当社およびnimoca加盟店はその責めを負わない。
（規則の変更）

第９条　当社はこの規則を変更することができるものとする。
２　この規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社指定の方法

により変更内容を告知するものとする。当該告知後、利用者がnimocaカード
を購入または電子マネー取引を行ったときは、当社は利用者が当該変更内容
を承認したものとみなす。

（規定の準用）
第10条　nimoca取扱規則の第11条（nimocaカードの所有権）、第12条（デポジッ

ト）、第13条２項（遺失物法の適用による記名式nimocaの失効）、第13条３項（失
効したnimocaカードのデポジット・金銭的価値等の取扱い）、第16条（チャー
ジ）、第17条（SF残高の確認）、第21条（無効となる場合）、第22条（紛失再
発行）、第23条（障害再発行）、第26条（nimocaカードの解約）、その他nimoca
カードの取扱いを定めた規定は、電子マネー取引における電子マネーの取扱い
について、準用するものとする。

（他社加盟店におけるnimocaカードの利用）
第11条　当社が他電子マネー事業者と提携し、nimocaカードの利用を認めた他電

子マネー事業者の加盟店（以下「他社加盟店」という。）においては、利用者
はnimocaカードを商品・サービス等の決済の手段として利用できるものとする。

２　他社加盟店におけるnimocaカードの取り扱いは、nimoca加盟店における
nimocaカードの取扱いと同様、本規則に基づくものとする。ただし、他社加
盟店における取扱対象外商品等については第７条にかかわらず、当該加盟店
の取扱いに準じるものとする。

附則　この規則は、2008年４月１日から施行する。
附則　この規則は、2010年３月13日から施行する。
附則　この規則は、2013年３月２3日から施行する。

【別表】
第１号　サービスマーク

nimocaポイントサービス規則
（目的）

第１条　この規則は、株式会社ニモカ（以下「当社」という。）が発行する、金
銭的価値等を記録することができるICカード（以下「nimocaカード」という。）
の保有者に対して、nimocaポイントサービス（以下「本サービス」という。）
の内容および適用条件を定め、もって利用者の利便性向上と業務の適正な遂行
を図ることを目的とする。

（適用範囲）
第２条　本サービスにかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによる。
２　nimoca交通事業者における、nimocaカードを媒体とする乗車券等の交通乗車

証票（以下「乗車券等」という。）としての使用については、nimoca交通事
業者の旅客営業規則等の定めるところによる。

３　nimoca加盟店における、商品・サービス等の決済手段としてのnimocaカード
の使用については、nimoca電子マネー取扱規則等の定めるところによる。

４　この規則が改定された場合、以後の本サービスにかかわる取扱いについては、
改定された規則の定めるところによる。

５　この規則に定めのない事項については、法令およびnimoca取扱規則等の定め
るところによる。

（用語の意義）
第３条　この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

⑴　「nimoca交通事業者」とは、nimoca取扱規則に定めるnimoca交通事業者を
いう。

⑵　「nimoca加盟店」とは、当社と、旅客運賃に対するポイントサービスを除
く本サービスの提供に関する加盟店契約を締結し、nimocaカードの利用に
より利用者に本サービスを提供する者をいう。

⑶　「nimocaポイント」とは、この規則の規定にしたがって付与される、カー
ドポイントおよびセンターポイントをいう。

⑷　「カードポイント」とは、nimocaポイントのうち、nimocaカード内に記録、
蓄積されるものをいい、nimocaカード利用時に付与される。

⑸　「センターポイント」とは、nimocaポイントのうち、当社が管理する
nimocaポイントセンターに記録、蓄積されるものをいい、nimocaカード利
用時の翌日以降に付与される。

⑹　「クレジットnimoca等」とは、nimoca取扱い規則第３条（nimocaカードの
種類）およびクレジットnimoca特約第３条（用語の定義）に定める「クレ
ジットnimoca」および「デビットnimoca」を総称するカードのことをいう。
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（nimocaポイントの付与）
第４条　nimoca交通事業者におけるnimocaカードの利用により、nimoca交通事業

者所定の基準に従ってnimocaポイントが付与され、カードポイントとして蓄積
される。

２　nimoca加盟店におけるスター nimocaまたはクレジットnimoca等の利用によ
り、nimoca加盟店所定の基準に従ってnimocaポイントが付与され、センター
ポイントとして蓄積される。

３　当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店が実施する施策等により一定の
条件のもとでnimocaポイントが付与され、センターポイントとして蓄積され
る。

４　当社とポイント交換の提携を行う会社で付与されたポイントは、nimocaポイ
ントに交換でき、センターポイントとして蓄積される。

５　当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店は、nimocaポイントの付与基準
等を予告なく改定することがある。

（nimocaポイントの効力）
第５条　nimocaポイントは、nimocaカード内またはnimocaポイントセンターに記

録された時点で有効となり、その日をポイント付与日とする。
２　nimocaポイントの有効期限は、ポイント付与日の翌年の12月末日とする。有

効期限を過ぎたnimocaポイントは自動的に失効する。
３　nimoca取扱規則第21条に定める事由に該当した場合、新たに付与される

nimocaポイント、およびそれまでに付与された累計nimocaポイントは全て無
効とする。

４　nimoca取扱規則第26条にもとづきnimocaカードを解約する場合、解約する時
点で有効となっていないnimocaポイント、およびそれまでに付与された累計
nimocaポイントは当該カードの解約と同時に消滅するものとする。

５　偽造、変造その他不正に作成されたnimocaポイントを使用することはできな
い。

　　（→nimoca取扱規則　第21条「無効となる場合」　第26条「nimocaカードの
解約」）

（nimocaポイントの確認）
第６条　nimocaポイントの残高は、所定の機器により確認することができる。
２　nimocaポイントの付与履歴は、nimoca取扱規則第18条の規定を準用して確認

することができる。
　　（→nimoca取扱規則　第18条「カード利用履歴の確認」）

（nimocaポイントの引継ぎ）
第７条　nimocaカードの紛失、盗難、障害等による再発行等の場合は、nimocaポ

イント残高は新たなnimocaカードへ引継げるものとする。
（nimocaポイントの交換）

第８条　nimocaポイントは、所定の方法により別表第１号に定める特典に交換す
ることができる。

２　nimocaポイントを特典に交換する場合は、１ポイント単位で交換することが
できる。

３　nimocaポイントは、以下の順序で特典に交換されるものとする。
⑴　前年に付与されたセンターポイント残高
⑵　前年に付与されたカードポイント残高
⑶　当年に付与されたセンターポイント残高
⑷　当年に付与されたカードポイント残高

４　前項にかかわらず、センターポイント残高を特典に交換することができない
機器においては、以下の順序で特典に交換されるものとする。

⑴　前年に付与されたカードポイント残高
⑵　当年に付与されたカードポイント残高

５　nimocaポイントは現金と交換することはできない。
６　複数のカードのnimocaポイントを合算すること、およびnimocaポイントを他

のポイントまたはそれに準じるものと合算することはできない。
７　nimocaポイントを他の利用者へ譲渡することはできない。
８　第１項にかかわらず、カードポイント残高を別表第２号に定める特典に交換

することはできない。
９　第３項にかかわらず、別表第２号に定める特典への交換は以下の順序で行わ

れるものとする。
⑴　前年に付与されたセンターポイント残高
⑵　当年に付与されたセンターポイント残高

（特典の取扱い）
第９条　一旦特典に交換したnimocaポイントは、再びnimocaポイントへ交換する

ことはできない。
２　特典への交換に関しては、利用者の交換申込みを受付けた時点の定めを適用

する。
３　特典の内容は、予告なしに変更、改定または廃止することがある。
４　当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店は、特典の紛失・盗難等を理由

とする特典の再提供および補償の義務を負わない。また、利用者が利用しな
かった特典の保障に関して、当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店は
その責めを負わない。

５　特典交換後の取扱いについては、当該特典の利用条件（規約等）に従うもの
とする。

（返品・払いもどし時の処理）
第10条　利用者が、nimoca加盟店において商品の購入時・サービス等の申込時

にnimocaポイント付与の対象となった商品・サービス等の返品・払いもどし等
を請求する場合は、当該nimocaポイントが付与されたnimocaカード、および当
該商品等に係るレシート一式を提示しなければならない。この際、nimocaポイ
ント残高のうちセンターポイント残高から返品・払いもどし相当額のセンター
ポイントを差し引く。

２　センターポイント残高が返品・払いもどし相当額のポイントに満たない場合、
センターポイントの残高をマイナスとして処理する場合がある。

（ポイントの訂正）
第11条　当社は、次の場合に、利用者が保有するnimocaポイントを訂正するこ

とができるものとする。
⑴　利用者が、法令に違反し、その他当社が定めた方法以外で不正にnimocaポ

イントを入手した場合
⑵　利用者が、本規則または別に定めた各種規則に違反した場合
⑶　当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店が、錯誤によりポイントを付

与した場合
⑷　第４条に従って付与されたポイント数と齟齬がある場合
⑸　その他、当社がnimocaポイントを訂正することが適切であると判断した場合

（制限または停止）
第12条　当社は以下の場合、全てまたは一部のnimoca交通事業者、nimoca加盟

店におけるnimocaカードの取扱いを制限または停止をすることがある。
⑴　天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の

不可抗力によりnimocaカードの取扱いが困難であると当社が認めた場合
⑵　コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により当社がnimocaカー

ドの取扱いの中止を必要と判断した場合
２　本条に基づく本サービスの制限または停止に対し、当社、nimoca交通事業者

およびnimoca加盟店はその責めを負わない。

（免責事項）
第13条　記名式nimocaを紛失し、または盗難にあった場合等に、利用者が当該

カードの紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、および再発行登録票発行日
における当該カードの解約やnimocaポイントの交換等で生じた利用者の損害に
ついては、当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店はその責めを負わない。

２　改札機等の機器障害や輸送障害、または運営上の都合により、やむを得ず
nimocaカードが利用できないことによって、当該利用に対するnimocaポイン
トの付与ができない場合であっても、当社、nimoca交通事業者およびnimoca
加盟店はその責めを負わない。

３　その他、当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店の責任に帰すことがで
きない事由から発生した利用者の損害については、当社、nimoca交通事業者
およびnimoca加盟店はその責めを負わない

（規則の追加、変更）
第14条　当社はこの規則を変更することができるものとする。
２　この規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社指定の方法

により変更内容を告知するものとする。当該告知後、利用者が本サービスの
提供を受けたときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなす。

附則　この規則は、2008年４月１日から施行する。
附則　この規則は、2009年３月１日から施行する。
附則　この規則は、2011年４月１日から施行する。
附則　この規則は、2016年10月１日から施行する。
附則　この規則は、2017年1２月１日から施行する。

【別表】
第１号　nimocaポイントを交換することができる特典
・nimocaカードのSF
（当該nimocaポイントが記録されているnimocaカードのSFに限る）
（SFへの金額換算率　１ポイント＝１円）
・JMBnimocaのJMBマイル
（当該センターポイントが記録されているJMBnimocaのJMBマイルに限る）
（センターポイントのJMBマイルへの交換率　２ポイント＝１マイル）
・ANA VISA nimocaのANAマイレージサービスマイル
（当該センターポイントが記録されているANA VISA nimocaのANAマイルに限る）
（センターポイントのANAマイルへの交換率　10ポイント＝7マイル）

第２号　カードポイントを交換することができない特典
・JMBnimocaのJMBマイル
・ANA VISA nimocaのANAマイレージサービスマイル

クレジットnimoca等特約
第１章　総　則

（目的）
第１条　この特約は、株式会社ニモカ（以下、「当社」という。）が、クレジット

nimoca等（以下、「本カード」という。）の会員に対して提供するサービスの内
容と、そのサービスを受けるための条件を定めることを目的とする。

（適用範囲）
第２条　この特約は、nimoca取扱規則、nimoca電子マネー取扱規則、nimocaポイ

ントサービス規則、およびnimoca交通事業者が定める旅客営業規則等に対する
特約であり、これらと異なる条項についてはこの特約を優先することとする。

２　本カードのnimocaカードとしての機能を利用する場合には、nimoca取扱規則
による記名式nimocaとして取り扱う。

３　この特約に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
（用語の意義）

第３条　この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴　「会員」とは、この特約を承認のうえ、所定の会員登録手続きを行い、本

カードの発行を受けた者をいう。
⑵　「クレジットnimoca」とは、この特約および提携クレジットカード会社が

定めるクレジットカード会員規約にもとづいて発行される、会員の利用に
供するnimocaカードをいう。

⑶　「デビットnimoca」とは、この特約および提携クレジットカード会社が定
めるデビットカード会員規約にもとづいて発行される、会員の利用に供す
るnimocaカードをいう。

⑷　「クレジットnimoca等」とは、「クレジットnimoca」と「デビットnimoca」
を総称するカードをいう。

⑸　「スター nimoca」とは、スター nimoca特約の定めに従って発行される
nimocaカードをいう。

⑹　「nimoca」とは、会員登録手続きを行っていない者の利用に供するnimoca
カードをいう。

（カードの所有権）
第４条　本カードの所有権は当社および提携クレジットカード会社等のカード発

行事業者に帰属する。
（入会申込）

第５条　入会を希望する場合は、提携クレジットカード会社所定の申込用紙に必
要事項を申込本人が記入のうえ、入会を申し込むものとする。

２　当社および提携クレジットカード会社が入会を認めた場合には、本カードを
発行する。それをもって申込者は会員資格を得るものとする。

３　入会時に記入した会員の氏名、住所その他の事項に変更が生じたときは、提
携クレジットカード会社に連絡することとする。

４　本カードは会員本人のみが利用できるものとし、他人に譲渡、質入れその他
担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできない。

（デポジット）
第６条　本カードについては、nimoca取扱規則の第12条（デポジット）、第15条（発

売額）、第22条（紛失再発行）、第23条（障害再発行）、第26条（nimocaカード
の解約）のデポジットに関する定めは適用しないものとする。

（有効期限、利用制限）
第７条　本カードの有効期限は、本カードに搭載されているクレジットカード、

またはデビットカードの有効期限と同一とする。
２　本カードの有効期限を超えてnimocaカードとしての機能を使用することはで

きない。
３　小児運賃を適用する乗車券等としての機能は本カードで使用することはでき

ない。
４　障がい者運賃を適用する乗車券等としての機能は本カードで使用することは

できない。
（会員特典）

第８条　会員は、nimocaポイントサービス規則に定めるnimoca加盟店において本
カードを利用することにより、nimocaポイントサービス規則の定めに従って
nimocaポイントの付与および各種サービスを受けることができる。

２　会員は、第２章に定めるオートチャージサービスの提供を申し出ることによ
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り、当該サービスを受けることができる。
　　（→第２章「オートチャージサービス」）
３　会員は、第３章に定めるクイックチャージサービスを受けることができる。
　　（→第３章「クイックチャージサービス」）

（クレジットポイント）
第９条　当社は、会員に対しクレジットnimoca等のクレジット機能およびデビッ

ト機能による商品、役務等の購入金額（以下、「クレジット等利用代金」という。）
に応じて当社所定のnimocaポイント（以下、「クレジットポイント」という。）
を付与する。ただし、別表第１号に定めるカードについては、提携クレジット
カード会社等所定のポイントを付与する。

２　クレジットポイントは、nimocaポイントサービス規則に定めるセンターポイ
ントとして蓄積される。

３　クレジットポイントは、提携クレジットカード会社所定の方法により締め切
られたクレジット等利用代金の合計額に、当社所定の率を乗じて計算する。

４　商品、役務等の購入取消し等により、会員のクレジット等利用代金の全部、
または一部が取り消された場合、当該取消し額に応じたクレジットポイント
は当社所定の方法により取り消されるものとする。

（カードの再発行）
第10条　本カードを紛失し、または盗難にあった場合、およびカード内のICチッ

プ等に障害が発生し、nimocaカードとしての機能が使用できなくなった場合は、
nimoca取扱規則第22条および第23条の取扱いを準用し再発行の取扱いを行う。
この場合、当該カードの発行元である提携クレジットカード会社へのカード使
用停止、およびカードの再発行の依頼は、別途会員本人が行うこととする。

２　再発行登録票の交付を受けた後、再発行の取扱いを受けるには、事前に提携
クレジットカード会社より送付された新カードを、カードが届いた日から
14日以内に窓口に持参することとする。

３　当該カードに有効期間開始前または有効期間内の定期乗車券の情報を有して
いる場合は次の通りの取扱いとする

⑴　当社所定の窓口へ再発行の申し出を行って再発行登録票の交付を受けた
翌々日以降、当該定期乗車券が発行可能な窓口へ再発行登録票を提示し、
当該定期乗車券に代わる定期券代用証の発行を受ける。

⑵　新たなカードが送付されるまでの間、当該定期券代用証と再発行登録票の
２点により乗車する。ただし、障害再発行の取扱い時において、裏面の定
期券面印字が鮮明である場合は、当該カードと再発行登録票の２点を係員
に提示することにより乗車することとする。

⑶　新たなカードが送付された後、当社所定の窓口に新たに送付されたカード
と再発行登録票、および定期券代用証を提示し、再発行の取扱いを受け、
定期券代用証を返却する。

⑷　定期券代用証が紛失、盗難、毀損等により使用不可能な状態になっても、
再交付は行わない。

４　会員は本条における再発行の取扱いにおいて、当社が請求する再発行手数料
とは別に、提携クレジットカード会社の定めに従ってクレジットカード再発
行手数料を提携クレジットカード会社へ支払うものとする。

（無効となる場合）
第11条　次の各号に該当する場合、本カードを無効とする。また、提携クレジッ

トカード会社はクレジットカード等会員資格の喪失の処置をとる。
⑴　nimoca取扱規則第21条に該当した場合
⑵　この特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
　　（→nimoca取扱規則　第21条「無効となる場合」）

（カードの解約）
第12条　本カードの解約については、nimoca取扱規則第26条の取扱いを準用する。
２　前項による取扱いを行った以降は、本カードに搭載されているクレジット

カード等の会員資格が喪失されるものとする。
３　本カードの解約については、当社は当該カードの回収は行わない。
　　（→nimoca取扱規則　第26条「nimocaカードの解約」）

（解約の特殊取扱い）
第13条　第10条に定める場合で、諸般の事情によりカードの再発行がなされな

かった場合、会員の申し出により、そのカードのSF残額等について、会員が
指定する口座への振込み、または当社が指定する方法により、払いもどしに要
する手数料および振込手数料を差し引いた金額を返金する。

２　振込み、または当社が指定する方法による返金ができなかった場合、その
SF残額等は失効することとする。

　　（→第10条「カードの再発行」）
（スター nimocaへの変更）

第14条　本カードをスター nimocaに変更できるものとする。
２　会員が所定の窓口でスター nimocaへの変更を申し出た時点で、スター

nimoca特約を承認し、所定の申込手続きを行ったものとする。
３　当社は、会員が公的証明書等の呈示により、会員本人であることを証明した

時に限ってスター nimocaへの変更を行う。なお、この際、スター nimocaの
デポジットを収受する。

４　前各項による取扱いを行った以降は、本カードに搭載されているクレジット
カードの会員資格が喪失されるものとする。

（更新カード発行時の取扱い）
第15条　提携クレジットカード会社の定めにより新しい有効期限のカードが送

付された場合、従前のカードの有効期限内に、当社所定の窓口へ従前のカー
ドから新しいカードへのnimocaカード情報の移し替えを申し出なければなら
ない。

第２章　オートチャージサービス
（オートチャージ）

第16条　「オートチャージ」とは、本カードにおけるSF残額があらかじめ設定し
た金額（以下、「オートチャージ実行判定金額」という。）以下の場合、当社が
別に定めるオートチャージ機能を有する改札機、バス車載機等を利用する際に、
本カードのクレジット機能およびデビット機能により、あらかじめ設定した金
額（以下、「オートチャージ実行金額」という。）が自動的にチャージされるこ
とをいい、それにより提供されるサービスを「オートチャージサービス」いう。

（利用方法等）
第17条　オートチャージ実行判定金額およびオートチャージ実行金額の新規設

定、変更およびオートチャージサービスの利用停止を行う場合には、当社所定
の窓口および機器により行うものとする。なお、オートチャージ実行判定金額
およびオートチャージ実行金額は、10,000円を上限として1,000円単位で設定
することとする。

（オートチャージの利用制限等）
第18条　次の各号の条件をすべて満たすときには、オートチャージサービスの

提供を受けることができる。
⑴　本カードに記録された、カードの有効期限が期限内であるとき
⑵　本カードのSF残額が、オートチャージ実行判定金額以下であるとき
⑶　当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージおよび第19条に

定めるクイックチャージ（以下、オートチャージとクイックチャージを総
称して「クレジットチャージ」という。）の累計額が10,000円以下、かつ
当月１日からのクレジットチャージの累計額が50,000円以下であるとき

 （→第19条「クイックチャージ」）
２　前項にかかわらず、提携クレジットカード会社が会員のカードによる利用代

金の決済を承認しないときは、オートチャージできないことがある。
３　第12条に該当する場合を除き、一旦実施したオートチャージの取消し、ま

たはオートチャージによりチャージしたSFの払いもどしはできないものと
する。

 （→第12条「カードの解約」）

第３章　クイックチャージサービス
（クイックチャージ）

第19条　「クイックチャージ」とは、当社が別に定めるクイックチャージ機能を
有する機器において、本カードのクレジット機能およびデビット機能により、
会員が選択した金額（以下、「クイックチャージ実行金額」という。）をチャー
ジすることをいい、それにより提供されるサービスを「クイックチャージサー
ビス」という。

（クイックチャージの利用制限等）
第20条　次の各号の条件をすべて満たすときには、クイックチャージサービス

の提供を受けることができる。
⑴　本カードに記録された、カードの有効期限が期限内であるとき
⑵　当該クイックチャージを行っても、当日のクレジットチャージの累計額が

10,000円以下、かつ当月１日からのクレジットチャージの累計額が50,000
円以下であるとき

２　前項にかかわらず、提携クレジットカード会社が会員のカードによる利用代
金の決済を承認しないときは、クイックチャージできないことがある。

３　第12条に該当する場合を除き、一旦実施したクイックチャージの取消し、
またはクイックチャージによりチャージしたSFの払いもどしはできないも
のとする。

　　（→第12条「カードの解約」）

第４章　免　責
（免責事項）

第21条　提携クレジットカード会社の定めにかかわらず、本カードを紛失し、
または盗難にあった場合等に、会員が本カードの紛失再発行の取扱いを行わな
かった場合、および再発行登録票発行日における本カードの解約やSFの使用、
クレジットチャージ等で生じた会員の損害については、当社、nimoca交通事業
者およびnimoca加盟店はその責めを負わない。

２　当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店は、運営上の都合や障害の発生
等により、本特約に基づくサービスの提供を一時的に中断し、または休止す
る場合がある。この場合において、本カードが利用できないことにより会員
に生じる不利益、損害については、当社、nimoca交通事業者およびnimoca加
盟店はその責めを負わない。

３　本カードのnimocaカードとしての機能が使用できないことにより会員に生じ
る不利益、損害については、当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店は
その責めを負わない。

第５章　会員情報
（会員情報の取得）

第22条　当社は、会員および入会申込者の個人情報（以下、「会員情報」という。）
について以下の項目を取得する。
⑴　申込み時に申込書に記入された氏名、生年月日、性別、電話番号、郵便番

号、住所、メールアドレス（申込み後に変更・追加された情報を含む）
⑵　入会日、nimocaカード番号、クレジットカード等番号、有効期限等、

nimocaカードのサービス提供に必要な情報
⑶　nimocaカードのサービスに関する利用内容等、会員の取引に関する情報

２　入会時に記入した会員の氏名、生年月日、性別、電話番号、郵便番号、住所
等に変更が生じたときは、所定の変更手続きを行うこととする。

（会員情報の利用）
第23条　当社が取得する会員情報は、以下に示す目的の範囲内で利用するもの

とし、その範囲を超えた取扱いは行わない。
⑴　nimocaポイントサービス、オートチャージサービスおよびクイックチャー

ジサービス等の提供に使用するため
⑵　当社のサービスおよびそれに関係するシステム等の開発に使用するため
⑶　当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店からの営業案内に使用するた

め
⑷　当社が認めた、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店以外からの案内等を

当社から送付するため
２　統計情報の基礎資料として利用する場合等、会員情報を、会員を特定できな

いように修正した上で使用する場合がある。
３　前各項の利用目的の範囲内で、業務を外部委託するために、業者へ会員情報

を預託することがある。その際は、個人情報を適切に取り扱う業者であるこ
とを確認し、預託後も個人情報が適切に取り扱われるよう適切な監督を行う。

４　会員が第１項第３号および第４号に記載する営業案内等の中止を当社に申し
出た場合は、所定の手続きによりこれを中止する。

（会員情報の取扱に関する不同意）
第24条　当社は、会員が入会に必要な事項の記載を希望しない場合、または会

員情報の取扱について承諾できない場合は、入会を断ることや退会の手続きを
とることがある。

２　前条第４項に定める営業案内に対する中止の申し出によって、入会を断るこ
とや退会の手続きをとることはない。

附則　この特約は、2008年４月１日から施行する。
附則　この特約は、2009年３月１日から施行する。
附則　この特約は、2013年３月１日から施行する。
附則　この特約は、2015年３月10日から施行する。
附則　この特約は、2016年10月１日から施行する。
附則　この特約は、2017年1２月１日から施行する。
附則　この特約は、2019年４月１日から施行する。

【別表】
第１号　クレジットカード会社等所定のポイントを付与するカード
・福岡銀行Debit + nimoca
・ANA VISA nimoca
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