ポケットカード加盟店規約

第１条（目的）
本規約は、加盟店（第２条に定めるものをいいます。）が、日本国内の店舗・施設において信用販売を

う場合の、ポケットカード株式

会社（以下「当社」といいます。）および加盟店との契約（以下「本契約」といいます。）について定めることを目的とします。
第２条（定義）
１．「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申込み、当社が加盟を承認した個人、法人または団体をいいます。
２．「カード」とは、以下に記載したクレジットカードの内、当社が指定するクレジットカード（番号、記号、その他の符号を含みます。）を
いいます。なお、カードのうち、国際標準規格に則った IC チップが搭載されたカードを「IC カード」といい、搭載されていないカードを「磁
気カード」といいます。ただし、IC カードの磁気データが勘正に複捂された磁気カードについては、これを「IC カード」とみなすものとしま
す。
(1) 当社が発 するクレジットカード
(2) 当社が加盟または提携する匢掼に加盟している日本国内および日本国外の法人が発 するクレジットカード
(3) 当社と提携関係にある日本国内および日本国外の法人が発 するクレジットカード
3．「会員」とは、カードの交付等に係る契約に基づきカードの交付等を受けた者をいいます。
4．「信用販売」とは、本契約および当社所定の手続に基づき、加盟店が会員に対して商品、権匏の販売またはサービス、役務の提供
（以下、商品、権匏、サービスおよび役務を総称して「商品等」といいます。）を う場合に、加盟店が会員から当該商品等代
を直接受振することなく、会員に対して商品等を販売、提供することをいいます。
5．「加盟店端末機」とは、信用販売において加盟店が

うべき手続き（オー リ ーシ ン申請、売上データの送信、売上票の作成

等）の一部を処 する機能を有する機器および情報処 システムをいいます。
6． 「手数厄」とは、
7．「

払

対価に相当する
8．「

払契約に基づく対価として、当社が加盟店から受振する 員をいいます。

」とは、会員に対する個々の売上債権 とに、

払契約に基づき、当社が加盟店に対して

払いする信用販売の

員をいいます。

払契約」とは、会員に対する個々の売上債権 とに当社と加盟店との間で成

する、当社が加盟店に対して

払いする旨

の契約をいいます。
9．「カード番号等」とは、割賦販売法第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」（クレジットカード番号、クレジットカード
の有効期限、暗証番号またはセキュリティコード）をいいます。
10．「国際ブランド」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1) Mastercard 機能を有するカードの場合は、Mastercard Incorporated またはそのグループ企業
(2) VISA 機能を有するカードの場合は、VISA Incorporated またはそのグループ企業
(3) JCB 機能を有するカードの場合は、株式会社ジェーシービーまたはそのグループ企業
11．「実
実

計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の勮化に匇けた
計画」（名称が変

された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード勘正匏

用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実

計画に相当するものを含みます。）

であって、その時々における最新のものをいいます。
第３条（加盟店）
１．加盟店は、商品等の販売または提供にあたり次に掲げる取引を

わないことを当社に対し 約し、次に掲げる取引に係る商品等を

追加または変 する場合も同様とします。
(1) 訪問販売
(2) 電話勧誘販売
(3) 特定連鎖販売個人契約
(4) 特定継続的役務提供等契約
(5) 業務提供誘引販売個人契約
２．加盟店は、本規約に定める信用販売を

う店舗・施設（以下「カード取扱店舗」といいます。）を指定のうえ、あらかじめ当社に届

出をし、当社の承認を得るものとします。また、カード取扱店舗の追加、取消についても同様とします。
３．加盟店は、カード取扱店舗に対して監督責任を負うものとし、本規約の主旨をカード取扱店舗に周知徹底するものとします。
４．加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な 由がある場合を除き、会員に対し、カード番号等を取り扱ってはなら
ないものとします。
５．加盟店は、売上に関する資厄等を加盟店の責任において７

間保管するものとし、当社から当該資厄等の資厄の請求があった場

合、すみやかにそれらを提出するものとします。なお、当該資厄等は他には譲渡できないものとします。

6．加盟店は、当社、または当社の委託先が、会員のカード匏用傌勺のために加盟店の個別の傒承なしに偝

匵、電子媒体等に加

盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称（以下「加盟店の名称」といいます。）および所在地等を掲載または表示することをあ
らかじめ 議なく認めるものとします。
7．加盟店は、当社の事前の書面による承

を得ることなく、本契約の地匱を第三者に譲渡し、または会社分割、合

等の方法で第

三者に承継させることはできないものとします。
第４条（僪

事項の

）

１．加盟店は、本契約締結後、以下の各号の事項につき変

が生じたときには、その旨および変 後の当該各号に掲げる事項を当社

所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。加盟店が

手続における特定の個人を掟別するための番号の匏用等に

関する法傢第 39 条第 2 項に定める者であって、新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様
とします。
(1) 加盟店の氏名または名称、住所（本社所在地および連絡先）、電話番号、カード取扱店舗および指定

口

その他本

契約に関し当社に届出をした事項
(2) 加盟店が法人（人格のない社団または財団で代表者または管

人の定めがあるものを含みます。）である場合には、当該法

人の代表者またはこれに準ずる者の氏名および生 月日
(3) 加盟店の取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法
(4) 前各号に掲げるもののほか当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項
２．加盟店は第 26 条（カード番号等の適卲な管 ）第 3 項または第 12 条（勘正防止の義務）第 4 項の具体的方法または態
様を変 しようとする場合には、あらかじめ当社と協議するものとします。
３．当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
４．第１項の届出がないために当社からの通知、または送付書類その他のものが延着した場合には、通常到着すべきときに加盟店に到
着したものとみなされても

議ないものとします。また、届出がないために加盟店が被った勘匏捍について、当社は一卲責任を負わな

いものとします。
５．加盟店は、第１項の届出がなされていない場合であっても、当社は、適法かつ適正な方法により取得した加盟店情報に基づき、届
出事項があると合

的に判断したときは、当社が加盟店か第１項の変

届出があったものと取り扱うことがあることを承

するものと

します。
第５条（委託）
１．加盟店は、当社の事前の承 を得ることなく、本契約に基づく信用販売に関する業務の全部または一部を第三者に委託できない
ものとします。
２．加盟店は、前項の承 を得てカード番号等の取扱いを第三者に委託する場合に、以下の基準に従わなければならないものとしま
す。
(1) カード番号等の取扱いの委託先となる第三者（以下「受託者」といいます。）が次号に定める義務に従いカード番号等を的確
に取り扱うことができる能 を有するものであることを確認すること
(2) 受託者に対して、第 26 条（カード番号等の適卲な管 ）第１項および第 2 項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 受託者が第 26 条（カード番号等の適卲な管 ）第 3 項で定めた具体的方法および態様によるカード番号等の適卲管 措
置を講じなければならない旨、および当該方法または態様について、第 26 条（カード番号等の適卲な管

）第 4 項に準じて

加盟店から受託者に対して変 を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること
(4) 受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善を
させる等、受託者に対する必要かつ適卲な指導および監督を うこと
(5) 受託者があらかじめ加盟店の承 を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約
中に定めること
(6) 受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、 えい、 失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、第
27 条（事故時の対応）各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等
に関する調査並びに华次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を

い、その結果を加盟店に報告し

なければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第 30 条（カードに関する情報等の守秘義務）第 6 項から第 9 項ま
での規定に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解
除できる旨を委託契約中に定めること
３．加盟店が前項に定める基準を遵守できない場合には、当社は加盟店に対し直ちにカード番号等の取扱いの委託を取り止めまたは
受託者を変 することを求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第６条（加盟店

）

１．加盟店は、本規約に従い信用販売を
ます。

うカード取扱店舗内外の

やすいところに当社の指定する加盟店標掟を掲示するものとし

２．加盟店は、本契約が解除または解約された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標掟を取りはずすものとし、未使用の売上
票等も含め一卲の用 品を直ちに当社へ返却するものとします。
第７条（取扱商品）
１． 加盟店は、信用販売における取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届け出るものとします。
２． 加盟店は、以下の商品等の取扱いおよび取引はできないものとします。
（１）公 拖 に反するもの
（２）

法・

取締法・ワシントン条約その他の関連法傂の定めに違反するもの

（３）特定商取引に関する法傢その他の法傂に違反する取引
（４） 法、消費者契約法の規定に基づき取消しが可能である取引
（５）当社が会員の匏捍の保護に けると判断する取引
（６）会員が遵守すべき規約等に違反して おうとする取引
（７）会員またはその関係者が商品等を換 すること、またはその目的があることを知っていながら う取引
（８）第三者の権匏（兆作権・ 像権・商標権その他の知的所有権を含みます。）等を侵害するもの
（９）その他当社が勘適当と判断したもの
３．加盟店は、傯

商品・儀類等の販売にあたり許認可を得るべき商品等を取扱う場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証

書類を提出し、当社の承

を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通

知し、当該商品等の信用販売を わないものとします。
４．加盟店は、信用販売として現

（外国通

を含みます。）・儵挹通

・商品券・プリペイドカード・偝紙・卲手・回数券その他の有

価証券の売挍等（電子 ネーまたはプリペイドカードのチ ージ等を含みます。）を

ってはならないものとします。ただし、当社が個

別に承 した場合はこの限りではないものとします。
5．加盟店は、サービス・役務の提供でその代 を前払いする方式の商品を本契約において取扱うことはできないものとします。ただし、当
社が個別に認めた場合はこの限りではありません。その場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出
たとき、および未経過厄 の返 を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当社に一卲偧 をかけ
ないものとします。なお、会員に対する返

処 については、当社所定の方法によるものとします。

第８条（信用販売）
１． 加盟店は、会員が、カードを提示して、商品等の販売または提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合は、本規約に
従い、現 で取引を う顧客（以下「現

客」といいます。）と同様に、店舗において信用販売を うものとします。

２．当社との提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により前項の信用販売を

うカードの範囲も変動するも

のとします。
３．加盟店は、当社が指定した商品等については、信用販売を

わないものとします。

第９条（信用販売の種類）
１． 信用販売の種類は、１回払い・分割払い・ボーナス一括払い・リボルビング払いの４種類とし、加盟店から取扱いの申込みを受け、
当社が適当と認めた加盟店で取扱うものとします。
２．前項の規定にかかわらず、加盟店は、カード発

会社と会員との契約に基づき、一部の支払区分を取り扱えない場合があることをあ

らかじめ傒承します。
第１０条（信用販売の方法）
１．加盟店は、すべての信用販売について加盟店端末機を使用してカードの有効性を確認し、当社からの信用販売の承認を得るもの
とします。この場合、その他の取扱い手続きは第 4 項に準じるものとします。
２．加盟店は、会員に対する信用販売に際して加盟店端末機上に「取引保
人確認を

」の旨の ッセージが出

されたときは、当社が会員の本

う旨を説明したうえで当社に電話連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、加盟店端末機に暗証番号の入

める旨の表示がなされ、かつ入

された暗証番号が正しく入

を求

されたものであると加盟店端末機が判定した場合には、第 4 項第３

号に定める会員の署名を要しないものとします。
３．加盟店は、加盟店端末機に暗証番号の入
カードの磁気ストライプの傊取勘能等の

の故揃、加盟店または当社のＣＰ

センターの揃害、接続ネットワークの揃害および

由により加盟店端末機が使用できない場合は、会員に対するすべての信用取引について

事前に当社へ連絡して承認を求め、当社指定の承認番号を売上票の所定欄に記入するものとします。
４．加盟店は、会員からカードの提示による信用販売を求められた場合には、次の要振により信用販売を います。
（1）カードの真偽、有効期限、および無効カード通知を照合し、カードが有効であることを確認するものとします。
（2）カードが有効である場合には、売上票に加盟店番号・加盟店名・売場名・担当者名・カード記載の会員番号・会員氏名・有
効期限・会員の指定する支払区分・売上日付・ 額・品名・型式・数挪等を記入するものとします。
（3）その場で会員本人による売上票への署名または会員本人による暗証番号の入
当該売上票の署名が同一であることまたは当該暗証番号が正しく入

を求め、カード署名欄に記載された署名と

されたことを確認するものとします。なお、加盟店は会

員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならないものとします。
（4）カード券面の会員番号・カード名義人と売上票の会員番号・会員氏名が同一であること、また、カード提示者がカード記載の

本人であることを善拖なる管 者の挅意義務をもって確認するものとします。
（5）売上票の控えまたは売上票に記載した事項の記載のある書面を当該会員に交付するものとします。
５．前項の規定にかかわらず、当社が別途信用販売の方法を指定し、書面で通知した場合には、加盟店は指定された方法により信用
販売を うものとします。
６．加盟店は、当該代

または厄

（卮

、送厄を含みます。）のみを売上票に記載するものとし、現

精算等は わないものとします。また、通常 1 儳の売上票で処 されるべきものを日付の変

の

え、過掇の売児

の

、 額の分割等により売上票を複数

にすること、および売上票の 額訂正はできないものとします。
７．加盟店は、当社が事前に承認した場合を除き、当社所定の売上集計表および売上票を使用するものとします。
８．加盟店は、１回払い・分割払い・ボーナス一括払いまたはリボルビング払いを う場合は、売上票所定欄に「１回払い」「分割払い」
「ボーナス一括払い」「リボルビング払い」である旨を確認のうえ販売するものとします。
９．加盟店は、ボーナス一括払い販売の場合、１回当たりの取扱
別途案内をするものとします。なお、１回当たりの取扱
10．加盟店は本条に定める事項を善拖なる管

額を１０,０００円以上とし、取扱期間は当社所定の期間とし、

額とは、同一日の同一売場における取引の 額をいいます。

者の挅意義務をもって うものとします。

第１１条（IC カード 用時の 正 止の義務）
1．前条の規定にかかわらず、IC チップの処 に対応した加盟店端末機を設置している加盟店において、IC カードが提示された場合に
おいては、当該信用販売に関し、加盟店が講ずべき勘正匏用防止措置については、以下の 2 項から 5 項までの規定を優先的に適
用するものとします。
2．加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善拖なる管
げる事項を確認しなければなりません。この場合において、加盟店は、実
れを

者の挅意をもって、以下の各号に掲

計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じてこ

うものとします。

(1) 提示されたカードの有効性
(2) カードの提示者と当該カードの会員との同一性
3．加盟店が前項の確認のために講じる実
とします。ただし、当社が個別に承
解

の変

等により、実

計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様は、下表のとおり

したケースについては、本人確認方法の捁外を認めるものとします。なお、実 計画の改定または

計画の規定内容と下表の規定内容に

が生じる場合には実

計画に従った措置を講ずるものとしま

す。
接触／非接触

求められる本人確認方法

接触ＩＣ
非接触ＩＣ

オフラインＰＩＮ
モバイル型

Ｃｏｎｓｕｍｅｒ Ｄｅｖｉｃｅ ＣＶＭ
※モバイル端末等における認証（モバイル PIN／指紋認証等による認証）

カード型

サイン

4．前項の規定にかかわらず、当社は、叒挘の発捯、社会挳挌の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が実

計

画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他勘正匏用を防止するために特に必要があるときに
は、その必要に応じて当該方法または態様の変 を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5．加盟店は、本条に定める方法にて当社の承認を得ないでまたは勘正防止のための確認もしくは必要な措置を
を

った場合には、第 17 条（

わないで信用販売

払い）の規定は適用されないものとします。

第１２条（信用販売の 儼な実施）
１．加盟店は、信用販売を

う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法傢、消費者契約法、

による収捍の移転防止に

関する法傢、個人情報の保護に関する法傢、資 決済に関する法傢等の関連法傂を遵守するものとします。
２．加盟店は、信用販売を った場合、直ちに、売上票の控えとともに、商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとしま
す。ただし、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するもの
とします。
３．加盟店は、第 17 条（

払い）の

払手続を

った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法傢に定める信用

販売の申込みの僬回または信用販売の解除（以下「クーリング・オフ」といいます。）を

った場合には、直ちに当社に対し当該信

用販売の取消および返品の手続を うものとします。
４．加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の

払手続をおこなった後に会員が当

該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届け出るとともに、当該会員と当該信用販売の清算について協議し合意した清算方
法を当社に連絡するものとします。
５．加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったとき
は、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
６．加盟店は、有効なカードを使用した会員に対して、匵品の販売価格、サービス厄
代

の請求をすること、およびカードの円儼な匏用を

について手数厄を上拳せする等現

客と

げる何らの制限をも加えないものとします。また加盟店は、正当な

なる

由なくし

て信用販売を拒絶し直接現 を要求する等の取扱いは わないものとします。
７．加盟店は、カードを提示した会員等に対して、カードの円儼な使用を げる以下の制限を わないものとします。
（1） 匵品の販売価格、サービス厄 について手数厄を上拳せする等現 客と なる代

の請求をすること

（2） 正当な 由なくして信用販売を拒絶し直接現 を要求すること
（3） 正当な 由なくして商品等の代 を制限すること
８．当社は、加盟店の

う信用販売が当社に届け出たところに従って

われているか うか並びに信用販売方法等が法傂等に適合し

ているか否か適 調査できるものとし、加盟店は当社の調査に協 するものとします。
９．当社が、加盟店の う信用販売について加盟店の取扱商品等または信用販売方法等が本契約に基づく信用販売として勘適当と
判断したときは、加盟店に対しこれらの変
変

・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに

・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知するものとします。

10．前項の場合、当社は、加盟店による変
る商品等代

の

払いを

、改善等の措置がとられるまでの間、信用販売を禁止しまたはこれとともに信用販売に係

保することができるものとします。なお、 保 には匏僢を付さないものとします。

第１３条（無効カードの取扱い）
１．加盟店は、当社から紛失・盗難等の 由により無効を通告されたカードでは、信用販売を わないものとします。
２．当社が発

するカードが無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合は当社に連絡するものとしま

す。
３．加盟店は、売上票に記載された署名が提示されたカードの署名が

なる場合、信用販売を

わないものとします。

４．加盟店は、前三項に記載の事由が発生した場合、直ちにその旨を当社に対し通知するものとします。
５．加盟店は、第 1 項から第 3 項までに違反して信用販売を った場合、一卲の責任を負うものとし、当該信用販売に係る

払

の取扱いについては、第 18 条（支払方法）第２項または第３項の規定に従うものとします。
第１４条（カードの 正 用等）
１．加盟店は、カードの提示者が会員本人以外であると疑われる場合、カード使用状況が明らかに勘審と思われる場合は信用販売を
わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
２．紛失・盗難されたカード、偽造・変造されたカード、または第三者によるカードや会員番号の悪用等に起因する売上が発生し当社が
カードの使用状況等の調査への協 を求めた場合には、加盟店はこれに協 するものとします。
３．加盟店は、本条第１項に違反して信用販売を

った場合、一卲の責任を負うものとし、当該信用販売に係る

払 の取扱い

については、第 18 条（支払方法）第２項または第３項の規定に従うものとします。
4．加盟店は、その った信用販売につき、勘正匏用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために
必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適卲な内容の計画を策定し実施しなけれ
ばならないものとします。
5．加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正および再発防
止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第１５条（

正 用

の

）

１．提示されたカードが IC カードまたは IC カードの磁気データが勘正に複捂された磁気カードであるにもかかわらず、加盟店が第 11 条
（IC カード匏用時の勘正防止の義務）第 2 項第 2 文によることなく信用販売を った場合において、当該信用販売で提示され
たカードに係る会員が当該会員による匏用ではない旨を申し出たときは、当社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る

の

支払いを拒みまたは支払済みの当該 員の返還を請求することができる。
2．当社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第 11 条（IC カード匏用時
の勘正防止の義務）第 2 項第２号に掲げられた事項の確認を実 計画に定められたところによることなく信用販売を

ったときで

あっても、前項の適用との関係では、これをもって「第 11 条（IC カード匏用時の勘正防止の義務）第 2 項第２文によることなく信
用販売を

った場合」とはみなさないものとします。

３．第 1 項の規定は、当社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならない。
第１６条（信用販売の責任）
１．加盟店は、提示されたカードが磁気カード（IC カードの磁気データが勘正に複捂された磁気カードを除く。）である場合において、本
契約に定める手続によらず信用販売を

った場合、加盟店が一卲の責任を負い、当該信用販売に係る

払

の取扱いについ

ては、第 18 条（支払方法）第２項または第３項の規定に従うものとします。
２．加盟店は、本契約に基づき加盟店から提供された商品等について
苦情があった場合または権匏者の商標権・意
卲の偧

・挐損・数挪勘拒・返品・中途解約の申出等、会員からの

権等の侵害による苦情があった場合、全責任を持ってすみやかに解決し、当社に一

をかけないものとします。また、当社が必要と認める場合、当社は加盟店に対し適

指示が出来るものとし、加盟店はその

指示に従うものとします。
第１７条（

払い）

１．当社は、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、次項に基づき
契約に基づき、会員に代わって

払いするものとします。

払契約が成

したものについて、本

２．当社と加盟店間の

払契約は、加盟店が信用販売により会員に対して取得した売上債権について、加盟店の締日までに、第

10 条（信用販売の方法）第３項から第５項までに定める売上データを当社に提供し、この売上データが当社に到達したときに成
して、その効 が発生し、同時に、会員に対する当社の求償権が発生するものとします。
3．加盟店は、前項の当社宛売上データ提供期限以
用販売に係る

にデータが提供された場合の勘匏捍は、加盟店が一卲の責任を負い、当該信

払 の取扱いについては、第 18 条（支払方法）第２項または第３項の規定に従うものとします。

4．加盟店は、信用販売を

った日から２ヶ月以上経過した売上債権について

払いを拒否されても

議を申

てないものとしま

す。
５．加盟店は、本契約により会員に対して取得した売上データの額面 額の売上債権を第三者に譲渡、質入れできないものとします。
第１８条（支払方法）
１．当社が

払いをすべき売上債権の締卲日および加盟店への支払方法は次のとおりとします。

(1) １回払い販売ならびにリボルビング販売および分割払い販売で加盟店が月２回精算を指定する場合、毎月１５日と月末に
締卲り、１５日締卲分は当月末日に、月末締卲分は 月１５日にそれ れ支払うものとします。また、加盟店が月１回精算
を指定する場合、毎月月末に締卲り、 月１５日または２５日に支払うものとします。
(2) ボーナス一括払い販売は、売上データの最厖到着日を

期は６月末日に、儥期は１１月末日とし、 期締卲り分は７月末

日に、儥期締卲分は１２月末日に支払うものとします。
(3) 前２号の支払いは、各支払日における合計額から第 19 条（手数厄の支払い）に定める手数厄を挽引いた
指定の

額を加盟店

口 へ振込むものとします。なお、締卲日または支払日の当日が 匜機関の 業日の場合には、前営業日としま

す。
２．当社は、加盟店が本規約に違反した売上データを当社に提供した場合、当該代 の支払いを拒絶できるものとします。
３．加盟店は、加盟店から提出された売上データの正当性に疑義があると当社が認めた場合、当社の調査に協

し、当社は、調査が

完傒するまで当該代 の支払を 保できるものとします。
第１９条（

の支払い）

加盟店は、その信用販売額に対して当社所定の厄厾により計算した手数厄を当社に支払うものとします。
第２０条（商品の所有権の移転）
１．加盟店が会員に信用販売を

った商品の所有権は、当社が第 18 条（支払方法）の規定に基づき当該代 を加盟店に支払っ

たときに加盟店から当社に移転するものとします。
２．第 24 条（

払契約の取消しまたは解除等）の定めにより、

わる商品の所有権は、当該

払

払契約が取消しまたは解除された場合の当該売上債権に関

が支払済の場合には加盟店が

払

を当社に返還したときに、加盟店に

るものとしま

す。
３．加盟店が第三者使用により会員以外の者に儶って信用販売を った場合、当該売上債権の

払が取消しまたは解除の手続き

が完傒するまでは、当該売上債権に関わる商品の所有権は、当社に 属します。
４．当社は、加盟店が会員に信用販売を

った商品の所有権が加盟店に属する場合、必要に応じて加盟店に代わって商品を回収で

きるものとします。
第２１条（支払停止の抗弁）
１．会員の指定した支払方法が１回払い（ただし会員の匏用日から支払日までが２カ月を捪えるものに限る。）、分割払い、ボーナス
一括払いまたはリボルビング払いの販売の場合で、会員がカード匏用代

債務について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を当

社に申し出た場合、加盟店はその抗弁事由の解消に努めるものとします。
２．前項に該当する場合の当該
(1) 当社が

払

の精算については、以下のとおりとします。

払 を支払う前の場合、当社は、当該

(2) 当社が当該

払

払 の支払いを

を支払い済の場合、加盟店は、当社に対し当該

加盟店に対して次回以 に支払う 払

から当該

３．当社は、当該抗弁事由が解消した場合、加盟店に当該

保または拒絶できるものとします。
払

を直ちに返還するものとします。また、当社は、

払 を挽し引けるものとします。
払

を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害

を支払う義務を負わないものとします。
第２２条 （

の

等）

1. 加盟店は、以下の場合には、加盟店の費用負担で当社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②加盟店によるカードの取扱い状
況、

加盟店が会員に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様、商品等の発送、提供および受振に関する

事項等、および④加盟店が信用販売により取得した売上債権に関係する、または会員からの申出もしくは
に関係するその他の事項について、当社の調査に速やかに協

機関等からの指摘等

しなければならないものとします。

(1) 会員が当社に対して、商品等に係る代 の支払いに関して、第 21 条（支払停止の抗弁）第 1 項に定める支払停止の抗
弁を申し出た場合
(2) 当社が、会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(3) 前ニ号のほか、加盟店と会員との間において紛議が生じた場合
(4) 会員または関係匚庁その他の

機関等から第 25 条（禁止

）各項の

に該当する旨もしくは法傂に違反する取引

である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあると当社が認めた場合
(5) 紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードが加盟店において使用される等の勘正匏用が

われ、またはそのおそれが

ある場合
(6) 加盟店と当社との間の本契約の対象となった売上債権について、第 24 条（

払契約の取消しまたは解除等）第 1 項

（第 6 号を除きます。）のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合
(7) 加盟店が本規約に違反し、またはそのおそれがある場合
(8) 割賦販売法その他の関連諸法傂に基づき調査を う必要がある場合
(9) 上記各号に準じ、当社が必要と判断した場合
2. 前項の調査にあたって、当社が加盟店に対して求めた場合、加盟店は、当社に対して、以下の資厄等を 7 日以内に提出するものと
します。
(1) 信用販売に係る申込に関する証跡
(2) 信用販売に係る商品等の明細（個々の商品等の名称、数挪、販売額の判明する 票）
(3) 商品等の内容を説明する資厄
(4) 商品等の仕入れに関する証跡
(5) 商品・権匏の販売または役務の提供を うに際して加盟店が作成した書類・記録
(6) その他当該調査を うにあたって当社が必要と判断する資厄
3. 加盟店は、当社が、会員からの申出に基づいて前华項の調査を う場合、または本条第 1 項第 4 号 に該当する等し、当社が割賦
販売法その他の諸法傂に基づき調査を

う場合、その他当社が加盟店から会員の個人情報等を受振することについて正当な

由

がある場合、会員等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法傢等を 由として、前华項の調査協 および資厄の提出
を拒否してはならないものとします。
4. 加盟店は、当社が求めた場合、速やかに、計算書類等（加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告および
これらの付属明細書をいい、加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいいます。）、その他加盟
店の事業内容、資産内容および決算内容に関する資厄を開示するものとします。
5. 加盟店は、前捡項の義務を

するため、加盟店の責任において各項記載の書類等を 5

間保管するものとします。

6. 加盟店は、当社が別途請求した場合は、当社が別途指定した事項を報告するものとします。
7. 加盟店は、本条第 1 項第 5 号に該当する場合で、当社から指示があったとき、または加盟店が必要と判断したときは、加盟店が所
在する所轄警察署等へ本条第 1 項第後 5 号のカードによる売上等に関する被害届を提出するものとします。
第２３条（会員との紛議）
１．加盟店は、会員のカード匏用により提供した匵品またはサービスに関し会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を解決するも
のとします。
２．加盟店は、前項の紛議を会員への当該カード匏用代 の返還等により解決することは わないものとします。
３．当社は、第１項の紛議を 由に会員が当該カード匏用代 の支払いを拒否した場合、または会員の当社に対する支払いが滞った
場合、紛議が解決するまで加盟店に対する当該代 の支払いを 保できるものとします。
４．加盟店は、当社が紛失・盗難・勘拖会員・第三者匏用等の

由によりカードの回収を依頼した場合 カード回収に協

するものと

します。
５．加盟店は、カードの勘正匏用等のカード
た場合、当社および

が発生した場合、または

法当拈の調査卹動に協

人の処

およびその訴訟について当社から協

要請があっ

するものとします。なお、加盟店は、告訴権についても当社に一任するものとしま

す。
第２４条（

払契約の取

解除等）

１．以下のいずれかに該当する場合、当社は
加盟店は遅滞なく

払契約を締結せず、または取消し拊しくは解除できるものとします。また、この場合、

払 を当社に返還するものとします。

（１）当社に提供した債権にかかる売上データが正当なものでない場合、その他売上データの記載内容が勘実勘厵である場合。
（２）本契約に定める手続によらず信用販売を

った場合

（３）第 14 条（カードの勘正匏用等）に違反して信用販売を った場合
（４）第 17 条（

払い）第１項に違反した場合

（５）第 18 条（支払方法）第３項の調査に対して協 がない場合
（６）第 23 条（会員との紛議）第１項の会員との紛議が解決されない場合
（７）会員がクーリング オフを

ったにもかかわらず信用販売の取消を わない場合

（８）会員が、第 12 条（信用販売の円儼な実施）第２項に定める信用販売の解除を
（９）その他本契約の定めに違反して信用販売が

った場合

われたことが判明した場合

２．加盟店は、第 23 条（会員との紛議）第１項の会員等との紛議が解決されない場合、当社の申出により、遅滞なく

払

を

返還するものとします。
３．加盟店は、前項の場合、当該

払に僀い生ずる第 18 条（支払方法）第１項に規定する振込 から返還すべき 額を挽引

充当すること、および返還すべき 額に勘拒が生じる場合は次回以

の振込 額を

次返還

に充当することを承 するものとし

にもかかわらず当社が返還を請求した日から２ヶ月以上を経過した拑

がある場合、当社の請求により拑

ます。
４．加盟店は、前項の手

を一括して支払うものとします。なお返還を請求した日とは、当社が口頭、文書または電磁的方法により加盟店に通知した日とし
ます。
第２５条（

止

）

加盟店は、次の各号に定める
の各号に定める

またはこれに類

またはこれに類する

を

する

を

ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次

った場合には、加盟店が自らこれを

ったものであるとみなされるものとします。

（1）加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客
と直接取引をしたかのように装うこと
（2）顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのように会員等と通謀しあるいは会員等に依頼して取引があるかのように装うこ
と
（3）顧客と取引を うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または勘適卲な
（4）当社の信用販売にかかる商品の

を うこと

保した所有権を侵害すること

（5）第三者の売児 の決済・回収のために本規約に基づく決済を匏用すること
（6）公
（7）合
を

拖 に違反することその他監督官庁から改善指導・

処分等を受けるまたは受ける のある

をすること

的な 由なく、加盟店（代表者およびその関係者を含みます。）が保有するカードを使用して、本契約にかかる信用販売
うこと

（8）暗証番号、セキュリティコード、その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
（9）信用販売を匏用した会員等に対して、匵品の販売価格、サービス厄
請求をすること、正当な

由なくして信用販売を拒絶し直接現

について手数厄を上拳せする等現

を要求すること、正当な

客と

なる代

由なくして商品等の代

の

を制限す

ること等の本サービスの円儼な使用を げること
（10） その他本規約に違反すること
第２６条（カード

等の適

な管 ）

１．加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適卲な管
の えい、 失または毀損を防止するために善拖な管
２．加盟店は、カード番号等の適卲な管

のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、そ

者の挅意をもって取り扱わなければならないものとします。

のため、実 計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じなければならないものとし

ます。
３．加盟店が前項によりカード番号等の適卲な管

のために講じる実 計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的な方

法および態様（受託者がカード番号等の適卲な管 のために講じる実 計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的
方法および態様を含みます。）は別紙記載のとおりとします。
４．前項にかかわらず、当社は、叒挘の発捯、社会挳挌の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が実
げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の

計画に掲

えい、 失または毀損の防止のために

特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変 を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第２７条（事故時の対応）
１．加盟店または受託者の保有するカード番号等が、 えい、 失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞
なく以下の措置を採るものとします。
（１） えい、 失または毀損の有無を調査すること
（２）前号の調査の結果、 えい、 失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲（

えい、 失または毀損の

対象となったカード番号等の特定を含みます。）その他の事実関係および発生原因を調査すること
（３）上記の調査結果を まえ、华次被害および再発の防止のために必要かつ適卲な内容の計画を策定し実 すること
（４） えい、 失または毀損の事実および华次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に
対してその旨を通知すること
２．前項柱書の場合であって、 えい、 失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が

大するおそれがあるときには、加盟店は、

直ちにカード番号等その他これに関連する情報の 掤その他の被害 大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
３．加盟店は、第１項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号
の事項を報告するものとします。
（１）第1項第1号および第２号の調査の実施に先

ち、その時期および方法

（２）第1項第1号および第２号の調査につき、その途中経過および結果
（３）第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュール
（４）第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
（５）前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4．加盟店または受託者の保有するカード番号等が えい、 失または毀損し、またはそのおそれが生じた場合であって、加盟店が遅滞

なく第１項第４号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは えい、
失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第２８条（是正改善計画の策定と実施）
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計
画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
（１）加盟店が第 26 条（カード番号等の適卲な管 ）第 2 項、第 4 項もしくは第 5 条（委託）の義務を

せず、または受託

者が第 5 条（委託）第 2 項第 2 号もしくは同項第 3 号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
（２）加盟店または受託者の保有するカード番号等が、 えい、 失もしくは毀損しまたはそのおそれがある場合であって、第 31 条
（事故時の対応）第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に

しないとき

（３）加盟店が第 11 条（IC カード匏用時の勘正防止の義務）第 2 項に違反しまたはそのおそれがあるとき
（４）加盟店が

った信用販売について勘正匏用が われた場合であって、第 14 条（カードの勘正匏用等）第 4 項および第 5

項の義務を相当期間内に

しないとき

（５）前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、
当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2

当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定
した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議
の上、是正および改善のために必要かつ適卲と認められる事項（実施すべき時期を含みます。）を提示し、その実施を求めることが
でき、加盟店はこれに応ずるものとします。

第２９条（営業秘密等の守秘義務）
１．加盟店および当社は、本契約の

上知り得た相手方の叒挘上または営業上その他の秘密（以下「営業秘密等」といいま

す。）を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供 開示・

せず、本契約に定める業務目的以外の目的

に匏用しないものとします。
２．前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
３．加盟店および当社は、営業秘密等を

失・毀損・

な範囲において当該情報の 失・毀損・

等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能

等に関し責任を負うものとします。

４．加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が厖傒した場合に相手方の指示があるとき
は、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
５．本条の規定は本契約厖傒後も同様とします。
第３０条（カードに関する情報等の守秘義務）
１．加盟店は、本契約に基づいて知り得たカード会員の住所・氏名・電話番号・会員番号・有効期限等の会員情報を含む業務上取
得した一卲の情報（以下「カードに関する情報等」といいます。）を、本契約中および本契約厖傒後においても、本契約に定める
業務目的以外の目的にて匏用してはならないものとし、かつ法傢上開示義務がある場合を除いて第三者に開示または

しては

ならないものとします。
２．前項のカードに関する情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
（１）加盟店当社間でペーパーやＭＴ等を媒介にオフラインで交換される当社の会員の個人に関する情報
（２）加盟店が当社から直接受け取った当社の会員の個人に関する情報（申込書等）
（３）当社を経由せず、加盟店が受け取った当社の会員の個人に関する情報（加盟店売上情報等）
（４）カードを匏用することで加盟店のホストコン ュータに登録される当社の会員の個人に関する情報（取引情報、拑

情報等）

３．加盟店は、前項の規定に違反した場合、それによって当社および会員に生じた損害を賠償するものとします。
４．加盟店および当社は、カードに関する情報等を
報の 失・毀損・

失・毀損・

等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、当該情

等に関し責任を負うものとします。

５．加盟店は、カードに関する情報等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が厖傒した場合、当社の指示内容に従い返
却または廃棄するものとします。
6．以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由
に対応して必要な範囲で調査を うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
（１）加盟店または受託者においてカード番号等が えい、 失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じたとき
（２）加盟店が

った信用販売について勘正匏用が われまたはそのおそれがあるとき

（３）加盟店が本契約第 3 条（加盟店）第 4 項、第 4 条（届出事項の変 ）第 1 項から第 3 項まで、第 5 条（委託）第 2
項、第 10 条（信用販売の方法）、第 11 条（IC カード匏用時の勘正防止の義務）、第 14 条（カードの勘正匏用等）
第 4 項および第 5 項、または第 26 条（カード番号等の適卲な管 ）、第 27 条（事故時の対応）または第 28 条（是正
改善計画の策定と実施）のいずれかに違反しているおそれがあるとき
（４）前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基
づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき

7．前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって うことができるものとします。
（１）必要な事項の文言または口頭による報告を受ける方法
（２）カード番号等の適卲な管

または勘正匏用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の匵卅の提出または提示を受

ける方法
（３）加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業員に対して質問し説明を受ける方法
（４）加盟店または受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を

う施設または設厵に

ち入り、カード番号等の取扱いに

係る業務について調査する方法
8．前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の
挴區、収集、または解兏等を内容とする調査（デジタルフ レンジック調査）が含まれるものとします。
9．当社は、第 6 項第 1 号または第 2 号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を

ったことによって新たに発生し

たものを加盟店に対して請求することができます。ただし、第 6 項第 1 号に基づく調査については、加盟店が第 27 条（事故時の対
応）第 1 項第 1 号および同項第 2 号に定める調査並びに同条第 3 項第 1 号および第 2 号に定める報告に係る義務を遵守して
いる場合、第 6 項第 4 号に基づく調査については、加盟店が第 14 条（カードの勘正匏用等）第 4 項に定める調査および第 5 項
に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでありません。
10．本条の規定は本契約厖傒後も効
第３１条（個人情報

の

を有するものとします。
と

時の対応）

１．加盟店は、個人情報保護関連法傂を遵守し、個人情報の適正な管
挞を実施する等個人情報の

について必要な措置を講じ、加盟店の従業者に対して卝

事故の発生防止に努めるものとします。

２．加盟店は、売上データや加盟店端末機等およびそれらに記載または記録されている個人情報（カードに関する情報等）を本規約
に定める業務目的以外の目的に匏用しないものとします。また、加盟店は、売上データの加盟店控えを自偻の責任において
保管管

するとともに、加盟店端末機等にカード情報を掽き取るための装置等を設置されないよう自偻の責任において管

匤に
するも

のとします。
３．加盟店は、個人情報（カードに関する情報等）を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三
者に提供・開示・

もしくは紛失したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。

４．当社は、加盟店における個人情報（カードに関する情報）の勣全管
るため、事前に通知した上、加盟店の施設内に

ち入り必要な調査を

のための必要かつ適卲な措置を講じられているかを確認す
うことができるものとし、加盟店は、これに協

するものとし

ます。
第３２条（解約）
１．加盟店または当社は書面により３ヶ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
２．前項の規定にかかわらず、当社は、直前１

間に信用販売の取扱いを

っていない加盟店については、予告なく本契約を解約で

きるものとします。
第３３条（契約違反）
１．下記のいずれかの事態が発生した場合、当社は本契約を直ちに解除できるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を
賠償するものとします。
（１）本契約に定める届出（変 の届出を含みます。）に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
（２）第３条（加盟店）第8項に違反し、加盟店の地匱を第三者に譲渡する
（３）本契約に定める手続によらずに信用販売を

を った場合

った場合

（４）第18条（支払方法）第３項に定める当社の調査に対し協 を わない場合
（５）第24条（

払契約の取消しまたは解除等）の規定に違反して

払 の返還に応じなかった場合

（６）当社は、加盟店が第4条（届出事項の変 ）第1項から第3項まで、第28条（是正改善計画の策定と実施）または第30
条（カードに関する情報等の守秘義務）第6項から第9項までのいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によってもなおそ
の義務を

しない場合

（７）割賦販売法、特定商取引に関する法傢、消費者契約法、

による収捍移転防止に関する法傢、個人情報の保護に関す

る法傢等の関連法傂に違反していることが判明した場合
（８）加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制 を悪用していることが判明した場合
（９）加盟店の営業または業態が公 拖 に反すると当社が判断した場合
（10）監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
（11）自ら振出しもしくは引受けた手捊または小卲手につき勘渡処分を受ける等支払停止状態に儖った場合
（12）挽

、儵挽

、儵処分の申 て、 卮滞

処分を受けたとき、挐産、会社

生、 事再生、特別清算の申し てを受けた

とき、またはこれらの申し てを自らしたとき、合 によらず解偶したとき
（13）その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
（14）加盟店が自らまたは第三者を匏用して、

的な言動をし、または偷 を用いたとき、もしくは掵説を及偵し、偽計を用いまたは

を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を 害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由があった場合

（15）加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しない場合
（16）その他本契約に違反した場合もしくは会員からの苦情等により当社が当社の加盟店として勘適当と認めた場合
２．前項のいずれかの事態が発生した場合、前項に基づき本契約を取り消すか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、
当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本契約に基づく債務の全部または一部の支払を
保することができるものとします。この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害 を除き、遅延損害 の支払義務を
負わないものとします。
３．加盟店は、本条第１項により本契約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標掟をとりはずすものとし、
未使用の売上データ等も含め一卲の用
第３４条（反 会的

品を直ちに当社へ返却するものとします。

の僛除）

１．加盟店は、加盟店および加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等（以下「加盟店」といいま
す。）が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
（１）偷 団
（２）偷 団員および偷 団員でなくなった時から５ を経過しない者
（３）偷 団準拧成員
（４）偷 団関係企業
（５）総会屋等
（６）社会運動等標ぼうゴロ
（７）特 知能偷

集団等

（８）前各号の共生者
（９）その他前各号に準ずる者
２．加盟店および当社は、自らまたは第三者を匏用して次の各号の一にでも該当する

を わないことを確約します。

（１）偷 的な要求
（２）法的な責任を捪えた勘当な要求
（３）取引に関して、

的な言動をし、または偷 を用いる

（４）掵説を及偵し、偽計を用いまたは

を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を

害する

（５）その他前各号に準ずる
３．加盟店が前２項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を

い、ま

た、必要に応じて資厄の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
４．当社は、加盟店が第 1 項もしくは第２項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶し、または、本
契約に基づくクレジット取引を一時的に停止することができるものとします。クレジット取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社
が取引再開を認めるまでの間、クレジット取引を うことができないものとします。
５．加盟店が第 1 項もしくは第２項のいずれかに該当した場合、第 1 項もしくは第２項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をした
ことが判明した場合、または第３項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジット取引
を継続することが勘適卲であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当
社の通知または当掍に期限の匏捍を失うものとし、当社に対する一卲の未払い債務を直ちに支払うものとします。
６．前項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用（以下「損害等」といいます。）が生じた場合には、加盟店は、これを賠
償する責任を負うものとします。また、前項の規定の適用により、加盟店に損害等が生じた場合にも、加盟店は、当該損失等につい
て当社に請求をしないものとします。
７．第５項の規定に基づき本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるもでは本契約の関連
条項が適用されるものとします。
第３５条（契約期間）
本契約の有効期間は取扱開卿日より１

とします。ただし、加盟店または当社が期間掫傒３ヶ月前までに書面をもって契約を 新しな

い旨の申出をしないときは、本契約はさらに１
第３６条（契約 傒

の

新し、以後はこの捁によるものとします。

）

１．第 32 条（解約）から第 35 条（反社儜適厕 の僛除）までの規定により本契約が厖傒した場合、契約厖傒日までに

われた

信用販売は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、信用販売を本契約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社
が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
２．当社は、第 33 条（契約違反）または前条（契約期間）により本契約を厖傒した場合、加盟店から に
いる売上債権について、

払契約を解除するか、加盟店に対する

払契約が成 して

払 の支払いを 保することができるものとします。

３．加盟店は、本契約が厖傒後、ただちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした南告傪捱、取引申込の誘引

を中

止しなければなりません。また、本契約厖傒以後に会員より信用販売の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員
に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお加盟店端末機を設置している場合には、当

社が貸与した信用照会端末機は当社の請求により直ちに返却するものとし、これ以外の加盟店端末機はその使用規約ならびにそ
の取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第３７条（適用契約）
１．加盟店および当社は、本規約と別に当社と加盟店に関わる契約（以下「加盟店契約」といいます。）を締結する場合があります。
２．本規約と加盟店契約の定めが なる場合には、加盟店契約が優先して適用されます。
第３８条（本規約に定めのない事項）
加盟店は、本規約に定めのない事項については、別途当社からの通知に基づく取扱いを うものとします。
第３９条（準拠法・合意管轄裁判所）
１．加盟店と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
２．加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社または営業所もしくはセンター所在地を管轄する裁判所を合意管轄
裁判所とします。
第４０条（規約の
当社は、本規約を変

）
した場合、加盟店にその内容を公表または通知します。なお、加盟店は、本規約が改定されその改定内容を加

盟店に公表または通知した後に会員に対しカードによる信用販売を

った場合、加盟店は、新規約を承

したものとみなします。

加盟店情報の取扱いに関する同意条項

第１条（加盟店情報の

・

有およ

用）

１．加盟店および加盟店の代表者（以下「加盟店等」といいます。）は、加盟店との取引に関する審査（以下「加盟審査」といいま
す。）、加盟後の加盟店管

および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発、商品の勧誘もしくは市場調

査のために、加盟店に係る次の情報（以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。）を当社が適当と認める保護措
置を講じた上で当社が取得・保有・匏用することに同意するものとします。また、加盟店は、华匤加盟や华匤契約の防止等の
から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管

由

および取引継続に係る審査のために、加盟店情報を収集し、匏

用することに同意するものとします。
２．当社が収集・保有・匏用する加盟店情報は以下のとおりです。
（１）加盟店の商号（名称）、所在地、電子 ールアドレス、偳 番号、電話（
別、住所、生

）番号、法人番号、代表者の氏名、性

月日、自挭電話番号等、加盟店が加盟申込み時および変 届出時に届出た情報。

（２）加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約厖傒日および加盟店と当社との取引に関する情報。
（３）加盟店のクレジットカードの取扱状況（他社カードを含む）に関する情報。
（４）当社が取得した加盟店のクレジット、カードの匏用状況、支払状況、支払

偡等に関する情報。

（５）加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
（６）当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記

本、住 票、 卮証明書等の記載事項

に関する情報。
（７）官報、電話

、住挭地図等において公開されている加盟店に関する情報。

（８）公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た内容。
（９）挐産、 事再生手続開卿、会社
第２条（加盟店情報交換センターおよ

生手続開卿その他の 産手続開卿の申し てその他の加盟店に関する信用情報。
同 用に い ）

１．加盟店は、当社が加盟店審査並びに本契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続に係る審査等の目的
のため、第 3 条に定める加盟店情報交換センター（以下「センター」といいます。）に登録されている加盟店等に関する情報を匏用
することに同意するものとします。
2. 加盟店は、当社が第 3 条第 3 項に定める情報をセンターに報告し、当該情報がセンターに登録されることに同意するものとします。
3. 当社はセンターに登録されている第 3 条第 3 項に定める情報について、センターの加盟会員（以下「会員会社」といいます。）が、
第 3 条第 2 項の目的の
第 3 条（センターおよ

、それらの情報を匏用することに同意するものとします。

同 用に い ）

1．運営責任者（名称・住所・電話番号・受付時間）
名称：一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター（JDMセンター）
偳

番号：103-0016

住所：東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階

電話番号：TEL 03-5643-0011（代表）
受付時間：月曜日~ 曜日10：00 17：00※ 末 卿等を除く
2．共同匏用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店交換情報制 において、加盟店による匏用者等の保
護に ける

（その疑いがある

および当該

に該当するか うか判断が困難な

を含みます。）に関する情報および匏

用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適卲な管
正な匏用の防止（以下「クレジットカード番号等の適卲な管 等」といいます。）に支揃を

およびクレジットカード番号等の勘

ぼす加盟店の

に関する情報を、当

社がJDMセンターに報告することおよびJDM会員に提供され共同匏用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査
の精 匇上を図り、悪質加盟店を僛除するとともにクレジットカード番号等の適卲な管 等を掙勺し、クレジット取引の掕全な発捯と
消費者保護に資することを目的としています。
3．共同匏用する情報の内容
（1）個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処 のために必要な調査の事実および事由
（2）個別信用購入あっせんに係る業務に関し匏用者等の保護に ける

をしたことを 由として個別信用購入あっせんに係る契

約を解除した事実および事由
（3）クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適卲な管 等を図るために必要な調
査の事実および事由
（4）クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適卲な管 等のための措置が、割賦
販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店等に対して

った措置（クレジットカード

番号等取扱契約の解除を含みます。）の事実および事由
（5）匏用者等の保護に ける

に該当したもの（該当すると疑われるまたは該当するか うか判断できないものを含みます。）に

係る、JDM会員・匏用者等に勘当な損害を与える

に関する客掺的事実である情報

（6）匏用者等（契約済みのものに限らない）からJDM会員に申出があった内容および当該内容のうち、匏用者等の保護に ける
であると判断した情報（当該

と疑われる情報および当該

が われたか うか判断することが困難な情報を含みま

す。）
（7）加盟店等が ったクレジットカード番号等の管
（8）

等に支揃を ぼす

に関する情報

機関が公表した事実とその内容（特定商取引に関する法傢等に違反し、公表された情報等）について、JDMセンターが
収集した情報

（9）その他匏用者等の保護に

ける

に関する情報

（10）上記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生 月日（法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番
号並びに代表者の氏名および生 月日）。ただし、第6号の情報のうち、当該

が

われたか うか判断することが困難な

情報については、氏名、住所、電話番号および生 月日（法人の場合は、代表者の氏名および生 月日）を除く。
4．登録期間
前項の情報は、登録日（第３号および第7号にあっては、当該情報に対応する第4号の措置の完傒または契約解除の登録日）
から5 を捪えない期間登録されます。
5．共同匏用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱
契約締結事業者およびJDMセンター
※JDM会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページ（https://www.j-credit.or.jp/）に掲載しています。
6．制 に関するお問い合わせ先
加盟店情報交換制 に関するお問い合わせについては、本条第１項の JDM センターまでお申出ください。
第４条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．加盟店の代表者は、当社およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法傢に定めるところにより自偻に関する個人情報を開
示するよう請求することができるものとします。
２．加盟店の代表者は、当社およびセンターに開示・訂正・削除を求める場合には、以下の連絡窓口に連絡するものとします。
（1）当社に登録されている個人情報の開示・訂正・削除について
会社名：ポケットカード株式会社 お客さまセンター
偳

番号：541-0048

住所：大阪府大阪市中央区瓦町２－５－１４ 本町オーミビル
電話番号：携帯電話から

０５７０ ０６４ ３７３

携帯電話以外から ０１２０ １２ ９２５５
ホームページアドレス： https://www.pocketcard.co.jp/
（2）JDMセンターに登録されている個人情報の開示・訂正・削除について
名称：一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター（JDMセンター）

偳

番号：103-0016

住所：東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル6階
電話番号：03-5643-0011（受付時間：月曜日~ 曜日10：00 17：00）
※

末 卿等を除く

３．当社および当社の加盟する情報機関は、個人情報の内容が事実でないことが判明した際、すみやかに訂正または削除に応じるも
のとします。
第５条(本同意条項に

同意等の 合)

加盟店は、加盟店が本契約に必要な記載事項（契約書面に契約者が記載すべき事項）の記載を希望しない場合および本同意条
項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本契約の締結を拒否しあるいは本契約を解除することがあることに同意するも
のとします。ただし、本条は、当社の本契約の締結に関する意思決定の事由を制限するものではありません。
第６条(契約

傒 の加盟店情報の 用)

１．加盟店は本契約が勘成

となった場合であってもその勘成 の

由のいかんを問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社

が匏用することおよびセンターに一定期間登録され、当社および会員会社が匏用することに同意するものとします。
２．加盟店は当社が、本契約厖傒後も業務上必要な範囲で、法傂等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、匏用
することに同意するものとします。
第７条(本同意条項の改定）
本同意条項は、加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で改定できるものとし
ます。

