
Ｐａｐａｓカード Ｍａｍａｓカード会員規約一部改定のお知らせ 

  ２０１８年１０月２８日をもってＰａｐａｓカードＭａｍａｓカード会員規約を改定いたしますのでご案内いたします。 

  主な改定は、新システム移行に伴う改定およびご利用明細書の再発行手数料の新設（会員様のご都合によ

る再発行 1回につき 500円（税別）負担）、ＡＯＹＡＭＡポイント規約になります。  

  改定内容については下記をご確認ください。 

Ｐａｐａｓカード Ｍａｍａｓカード会員規約 新旧対照表 

改定後 現行 

≪一般条項≫ 

第 1条（会員‐本人会員・配偶者会員） 

1.             （略） 

2. 配偶者会員とは、本人会員と生計を共にする配

偶者とし、本人会員が、配偶者会員のカード及び

カード番号の利用について本規約の適用がある

ことを承認のうえ、本人会員の代理として指定し

て申し込みをし、当社が適格と認めた方としま

す。配偶者会員は、本人会員が退会その他の理

由で会員資格を喪失したときは、当然に会員資

格を喪失するものとします。 

3. 本人会員は、配偶者会員に対し本規約を遵守さ

せるものとし、配偶者会員のカード及びカード番

号の利用その他本規約に基づく一切の債務を自

己の債務として当社に責任を負うものとします。

また、本人会員は、配偶者会員が本規約を遵守

しなかったことによる当社の損害（配偶者会員の

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。なお、配偶者会員は、当社が

配偶者のカード及びカード番号の利用内容・利用

状況等を本人会員に対し通知することを予め承

諾するものとします。 

4. 本人会員は、配偶者会員が事由の如何を問わず

   本条第 2項に規定する代理でなくなった場合ある 

   いは代理でないことが判明した場合は、配偶者会 

   員によるカード利用の中止を申し出るものとしま 

   す。本人会員は、この申し出以前に前項の責任 

   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。 

≪一般条項≫ 

第 1条（会員‐本人会員・配偶者会員） 

1.             （略） 

2. 配偶者会員とは、本人会員と生計を共にする配

偶者とし、本人会員が、配偶者会員のカード及び

会員番号の利用について本規約の適用があるこ

とを承諾のうえ、本人会員の代理として指定して

申し込みをし、当社が適格と認めた方とします。

配偶者会員は、本人会員が退会その他の理由で

会員資格を喪失したときは、当然に会員資格を喪

失するものとします。

3. 本人会員は、配偶者会員に対し本規約を遵守さ

せるものとし、配偶者会員のカード及び会員番号

の利用その他本規約に基づく一切の債務を自己

の債務として当社に責任を負うものとします。ま

た、本人会員は、配偶者会員が本規約を遵守し

なかったことによる当社の損害（配偶者会員のカ

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。なお、配偶者会員は、当社が配

偶者のカード及び会員番号の利用内容・利用状

況等を本人会員に対し通知することを予め承諾

するものとします。

  （新設） 



第 2条（カードの発行と管理） 

1. 当社は、本人会員、配偶者会員（以下両者を「会

員」といいます。）1 名につき会員氏名・カード番

号・有効期限、セキュリティコード（カード裏面に印

字される 3 桁の数字）等（以下総称して「カード情

報」といいます。）を券面に印字した 1 枚のカード

を発行し、貸与します。また、カード番号は当社が

指定のうえ、会員が使用できるようにしたもので

す。但し、本人会員と同一のカードを配偶者会員

に発行することはできないものとします。なお、本

人会員は、カード発行後も、氏名、住所、電話番

号、メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目

的、決済口座等（以下総称して「届出事項」といい

ます。）の確認（以下「取引時確認」といいます。）

手続きを当社が求めた場合にはこれに応じるも

のとします。 

2. （略） 

3. カードの所有権は当社に属し、会員は善良なる管

理者の注意をもってカード及びカード情報を使

用・保管・管理するものとします。なお、当社は、

当社が必要と認めたときは、カードを無効化のう

え、カードの再発行手続きを行い、カード番号を

変更することができるものとします。 

4. (略) 

5. 前四項に違反してカード及びカード情報が使用さ

れた場合、その利用代金等の支払いは本人会員

の責任とします。但し、会員が故意又は過失がな

かったことを証明し、当社が認めた場合は、この

限りではありません。 

6. ～ 8.         （略） 

第 2条（カードの発行と管理） 

1. 当社は、本人会員、配偶者会員（以下両者を「会

員」といいます。）1名につき会員氏名・会員番号・

有効期限等（以下「カード情報」といいます。）を表

面に印字した 1枚のカードを発行し、貸与します。

但し、本人会員と同一のカードを配偶者会員に発

行することはできないものとします。本人会員は、

カード発行後も、氏名、住所、電話番号、メールア

ドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、決済口

座等（以下総称して「届出事項」といいます。）の

確認（以下「取引時確認」といいます。）手続きを

当社が求めた場合にはこれに応じるものとしま

す。 

2. （略） 

3. カードの所有権は当社に属し、会員は善良なる管

理者の注意をもってカード及びカード情報を使

用・保管・管理するものとします。

4. （略） 

5. 前四項に違反してカード及びカード情報が使用さ

れた場合、その利用代金等の支払いは本人会員

の責任とします。

6. ～ 8. (略） 

第 4条（暗証番号） 

1. 当社は、本人会員からのお申し出により、カード

の暗証番号（4 桁の数字）を登録するものとしま

す。但し、下記に該当する場合、当社所定の方法

により登録するものとします。

（イ）本人会員からのお申し出のない場合。 

（ロ）           （略） 

第 4条（暗証番号） 

1. 当社は、会員からのお申し出により、カードの暗

証番号（4 桁の数字）を登録するものとします。但

し、下記に該当する場合、会員は当社所定の方

法により登録することをあらかじめ承諾するもの

とします。

（イ）会員からのお申し出のない場合。

（ロ）          （略）



2.               （略） 

3. 会員が、本人会員又は配偶者会員以外に暗証番

号を知らせ、又は知られた場合、これによって生

じた損害は、本人会員の負担とします。但し、会

員が故意又は過失がなかったことを証明し、当社

が認めた場合は、この限りではありません。 

2.              （略） 

3. カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用

されたときは、当社に責がある場合を除き、本人

会員はそのために生じる一切の債務について支

払いの責を負うものとします。 

 

第 5条（カード利用可能枠） 

1. 当社は第24条第1項に定めるショッピングサービ

ス及び第 32 条第 1 項に定めるキャッシングサー

ビスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。

会員は未決済利用代金を合算した金額がそれぞ

れの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用

することができます。なお、ショッピングサービス

の利用代金にはカードによる商品の購入代金、

サービスの受領、通信販売・電話予約販売代金、

その他当社が提供するすべての商品・サービス

の代金及び諸手数料を含みます。ショッピングサ

ービス利用可能枠は、当社が必要と認めた場合

には、増枠又は減枠できるものとします。但し、増

枠については会員からの異議がある場合は除き

ます。 

2. カード 1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店

（以下「国内加盟店」といいます。）では当社が定

める金額、日本国外の加盟店（以下「海外加盟

店」といい、「国内加盟店」と「海外加盟店」を併せ

て「加盟店」といいます。）ではマスターカード・ア

ジア・パシフィック・ＰＴＥ・リミテッド（以下「マスタ

ー」といいます。）が定める金額までとします。但

し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認

を得た場合は、この金額を超えて利用することが

できます。 

3. ～  6.        （略） 

第 5条（カード利用可能枠） 

1. 当社は第24条第1項に定めるショッピングサービ

ス及び第 32 条第 1 項に定めるキャッシングサー

ビスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。

会員は未決済のご利用代金を合算した金額がそ

れぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを

利用することができます。なお、ショッピングサー

ビスのご利用代金にはカードによる商品の購入

代金、サービスの受領、通信販売・電話予約販売

代金、その他当社が提供するすべての商品・サ

ービスの代金及び諸手数料を含みます。ショッピ

ングサービス利用可能枠は、当社が必要と認め

た場合には、増枠又は減枠できるものとします。

但し、増枠については会員からの異議がある場

合は除きます。 

2. カード 1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店

（以下「国内加盟店」といいます。）では当社が定

める金額、日本国外の加盟店（以下「海外加盟

店」といい、「国内加盟店」と「海外加盟店」を併せ

て「加盟店」といいます。）ではマスターカード・イ

ンタナショナル・インコーポレィテッド（以下「マスタ

ー」といいます。）が定める金額までとします。但

し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認

を得た場合は、この金額を超えて利用することが

できます。 

3. ～  6.       （略） 

第 6条（複数枚カード保有における利用可能枠） 

本人会員が当社の発行するクレジットカードを複数

枚保有している場合、当社が定める一部のクレジット

カードを除いて各クレジットカード毎に定められた利用

可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限

額とします。但し、それぞれのクレジットカードの利用

第 6条（複数枚カード保有における利用可能枠） 

本人会員が当社の発行するカードを複数枚保有して

いる場合、各カードそれぞれに定められた利用可能枠

のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とし

ます。但し、各カードそれぞれの利用可能枠は各カー

ドに定められた額を限度とします。 



可能枠は、各クレジットカードに定められた額としま

す。 

第 7条（代金決済） 

1. 第 24条第 1項に定めるショッピングサービス及び

第 32条第 1項に定めるキャッシングサービス（包

括信用購入あっせんの手数料及び分割払手数

料(以下併せて「手数料」といいます。)・利息を含

みます。）の利用代金は、原則として毎月 10 日

（以下「締切日」といいます。）に締め切り、当月15

日（以下「算定日」といいます。）に算定したもの

を、翌月 5 日（金融機関休業日の場合は翌金融

機関営業日とし、以下これを「約定支払日」といい

ます。）に本人会員が予め指定し、当社が認めた

金融機関口座（以下「お支払預金口座」といいま

す。）から口座振替の方法によりお支払いただき

ます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切

日で処理される場合があります。また、支払方法

について別に当社が指定した場合は、その方法

に従いお支払いただきます。 

2. 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通

貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、

お支払いただきます。なお、ショッピング利用分の

日本円への換算は、利用代金をマスターの決済

センターが処理した時点で適用した交換レート

に、当社が定める為替処理等の事務経費として

所定の手数料率を加算したレートを適用するもの

とします。 

3. 当社は第 1 項及び前項に基づく毎月のお支払金

額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届

出た送り先にご利用明細書として通知します。本

人会員は、ご利用明細書の記載内容について会

員自身の利用によるものであるか等につき確認

しなければならないものとします。ご利用明細書

の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確

認は、通知を受けたのち 2週間以内にしていただ

くものとし、この期間内に異議の申し立てがない

場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の

内容についてご承認いただいたものとみなしま

第 7条（代金決済） 

1. 第 24条第 1項に定めるショッピングサービス及び

第 32条第 1項に定めるキャッシングサービス（包

括信用購入あっせんの手数料及び分割払手数

料(以下併せて「手数料」といいます。)・利息を含

みます。）のご利用代金は、原則として毎月 10 日

（以下「締切日」といいます。）に締め切り、翌月 5

日（金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日

とし、以下これを「約定支払日」といいます。）に本

人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口

座（以下「お支払預金口座」といいます。）から口

座振替の方法によりお支払いただきます。なお、

事務上の都合により翌月以降の締切日で処理さ

れる場合があります。また、支払方法について別

に当社が指定した場合は、その方法に従いお支

払いただきます。 

 

2. 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通

貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、

お支払いただきます。なお、ショッピング利用分の

日本円への換算は、ご利用代金をマスターの決

済センターが処理した時点で適用した交換レート

に、当社が定める為替処理等の事務経費として

所定の手数料率を加算したレートを適用するもの

とします。 

3. 当社は第 1 項及び前項に基づく毎月のお支払金

額を、お支払月の前月末頃、会員が予め届出た

送り先にご利用明細書として通知します。ご利用

明細書の内容についての当社へのお問い合わ

せ、ご確認は、通知を受けたのち 2 週間以内にし

ていただくものとし、この期間内に異議の申し立

てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上

や残高の内容についてご承認いただいたものと

みなします。但し、お支払いが年会費のみの場合

は、ご利用明細書を送付しない場合があります。 

 



す。但し、お支払いが年会費のみの場合は、ご利

用明細書を送付しない場合があります。 

4. お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項

の利用代金の支払債務（以下「支払債務」といい

ます。）の口座振替ができない場合には、当社

は、当該金融機関との約定により、約定支払日以

降の任意の日において、代金の全部又は一部に

つき口座振替ができるものとします。但し、当社

から別途指定があった場合、本人会員は、その

指定する日時・場所・方法により支払うものとしま

す。

4. お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項

のご利用代金の支払債務（以下「支払債務」とい

います。）の口座振替ができない場合には、当社

は、当該金融機関との約定により、約定支払日以

降の任意の日において、代金の全部又は一部に

つき口座振替ができるものとします。但し、当社

から別途指定があった場合、本人会員は、その

指定する日時・場所・方法により支払うものとしま

す。

第 9条（費用の負担） 

1. 本人会員のご都合による第 7条第 1項以外の支払

方法により発生した入金費用（送金手数料等）、公

租公課は、本人会員が負担するものとします。但

し、退会した場合でも同様に本人会員が負担する

ものとします。なお、当社が受領する諸費用は、利

息制限法及び出資の受入れ、預り金及び金利等

の取締りに関する法律に定める範囲内とします。 

2. 本人会員のご都合により第 7 条第 3 項に定めるご利

用明細書の再発行を受ける場合には、本人会員は、

再発行手数料として再発行 1 回につき 500 円（税別）

を負担するものとします。 

第 9条（費用の負担） 

本人会員のご都合による第 7 条第 1 項以外のお支

払方法により発生した入金費用（送金手数料等）、公

租公課は、本人会員が負担するものとします。但し、

退会した場合でも同様に本人会員が負担するものとし

ます。 

（新設） 

第 10条（反社会的勢力の排除） 

1.  （イ）～（リ）      （略） 

（ヌ）テロリスト等、日本政府、外国政府、国際機

関等が経済制裁の対象として指定する者 

（ル）その他（イ）から（ヌ）に準ずる者

2. ～ 3. （略） 

第 10条（反社会的勢力の排除） 

1.  （イ）～（リ）     （略） 

（新設） 

（ヌ）その他（イ）から（リ）に準ずる者 

2. ～ 3. （略） 

第 11条（退会及びカードの利用停止と返却） 

1.              （略） 

2. 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、そ

の他当社が会員として不適当と認めた場合は、

当社は、何らの通知、催告を要せずして、カード

及び第 18条第 5項に定める付帯サービスの利用

停止又は会員の資格を取り消すことができ、これ

らの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通

知することがあります。その場合、当社の指示す

第 11条（退会及びカードの利用停止と返却） 

1.             （略） 

2. 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、そ

の他当社が会員として不適当と認めた場合は、

当社は、何らの通知、催告を要せずして、カード

の利用停止又は会員の資格を取り消すことがで

き、これらの措置とともに加盟店に当該カードの

無効を通知することがあります。その場合、当社

の指示する方法に従いカードを返却するものとし



る方法に従いカードを返却するものとします。 

（イ）カードの申込もしくはその他の当社への申

込、申告、届出などに際し、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。 

（ロ）～（ホ）       （略） 

（ヘ）現金化を目的とした商品・サービスの購入の

疑い等、会員のカード利用状況が不適当又

は不審であると当社が判断した場合、又は

第 32 条第 1 項に定めるキャッシングサービ

ス、暗証番号を利用するサービス、その他の

カードに関するサービスの利用状況が社会

通念に照らし容認できない等、カード利用に

ついて当社との信頼関係が維持できなくなっ

た場合。 

（ト）               (略) 

（チ）会員が第 10条第 1項若しくは第 2項のいず

れかに該当した場合、第 10 条第 1 項若しく

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、又は第 10

条第 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

のカード会員契約を継続することが不適切で

あると当社が認めるとき。 

 （リ）会員が本人会員として当社から複数のクレ

ジットカードを貸与されている場合、他のクレ

ジットカードにおいて上記（イ）から（チ）の事項

のいずれかに該当する事由が生じたとき。 

（ヌ）住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰す

べき事由により会員の所在が不明となり、当

社が会員への通知連絡について不能と判断

した場合、又は本人会員が日本国内に連絡

先を有さなくなり、当社から本人会員への連

絡が困難と判断した場合。 

（ル）本人会員が当社と締結した各種取引におい

て、期限の利益を喪失した場合。 

（ヲ）その他、当社が会員として不適格と判断した

ます。 

（イ）カードの申込に際し、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。 

 

（ロ）～（ホ）       （略） 

（ヘ）現金化を目的とした商品・サービスの購入の

疑い等、会員のカード利用状況が不適当又

は不審であると当社が判断した場合。 

 

 

 

 

 

 

（ト）           (略) 

（チ）会員が第 10条第 1項若しくは第 2項のいず

れかに該当した場合、第 10 条第 1 項若しく

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、又は第 10

条第 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

のクレジットカード会員契約を継続すること

が不適切であると当社が認めるとき。 

 （リ）会員が本人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、他のカードにおいて

上記（イ）から（チ）の事項のいずれかに該当

する事由が生じたとき。 

（ヌ）住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰す

べき事由により会員の所在が不明となり、当

社が会員への通知連絡について不能と判断

した場合。 

 

 

            （新設） 

 

（ル）その他、当社が会員として不適格と判断した



場合。 

3. 第 1項及び第 2項の場合、当該会員は以下の事

項に同意するものとします。 

（イ）          （略) 

（ロ）第 24条第 3項に定める継続的に発生する各

種利用料金の決済にカードを利用している

場合、会員はカード情報等を登録した加盟

店に対して速やかに決済方法の変更手続き

を行うこと、及びこの変更手続きを行わない

ことにより、当該加盟店から当社が継続的な

各種利用料金の代金債権を譲り受けた場合

はこれをお支払いただくこと。 

（ハ）会員資格を喪失した場合は、付帯サービス

を利用する権利を喪失すること。 

4.               （略） 

5.  本人会員は、退会後あるい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

（カード番号の使用を含む）は当該利用によって

生じたカード利用代金等について全て支払いの

責を負うものとします。 

場合。 

3. 第 1項及び第 2項の場合、当該会員は以下の事

項に同意するものとします。 

（イ）          （略） 

（ロ）第 24条第 3項に定める継続的に発生する各

種利用料金の決済にカードを利用している

場合、会員は会員番号等を登録した加盟店

に対して速やかに決済方法の変更手続きを

行うこと、及びこの変更手続きを行わないこ

とにより、当該加盟店より継続的な各種利用

料金の代金債権を譲り受けた場合はこれを

お支払いただくこと。 

            （新設） 

 

4.              （略) 

5.  本人会員は、退会後あるい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）は当該利用によって生

じたカード利用代金等について全て支払いの責を

負うものとします。 

第 12条（期限の利益喪失） 

1.              （略) 

（イ）ショッピングサービス（1 回払いを除く）の利用

代金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上

の相当な期間を定めてその支払を書面で催

告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。 

（ロ）キャッシングサービス、又はショッピングサー

ビスの 1 回払いの利用代金の支払いを 1 回

でも遅滞したとき。 

（ハ）～（ヘ）      （略） 

2. ～ 3.          （略) 

第 12条（期限の利益喪失） 

1.             （略） 

（イ）ショッピングサービス（1 回払いを除く）のご利

用代金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以

上の相当な期間を定めてその支払を書面で

催告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。 

（ロ）キャッシングサービスのご利用代金の支払い

を 1回でも遅滞したとき。 

 

（ハ）～（ヘ）     (略) 

2. ～ 3.          （略） 

第 13条（カード利用の一時停止等） 

1.                （略）   

2.  当社は、会員がカード利用可能枠を超えた利用を

した場合又は利用しようとした場合、カード利用可

能枠内であっても短時間に換金性商品を連続し

て購入する等カードの利用状況が不適当、不審

第 13条（カード利用の一時停止等） 

1.                   (略) 

2.  当社は、会員がカード利用可能枠を超えた利用を

した場合又は利用しようとした場合、カード利用可

能枠内であっても短時間に換金性商品を連続し

て購入する等カードの利用状況が不適当、不審



な場合、若しくは延滞が発生する等の利用代金

の支払状況等の事情によっては、カードの利用を

一時的にお断りすることがあります。 

3.              （略） 

4.  当社は、会員が第 10条第 1項又は第 2項に定め

る事項に違反している疑いがあると認めた場合に

は、申込者によるカードの入会申込みを謝絶、又

は本契約に基づくカードの利用を一時的に停止

することができ、この場合には、会員は、当社が

利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うこ

とができず、会員は当社に対して何らの損害賠償

請求もできないものとします。 

 

5.              （略）  

6.  当社は、カード及び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、カードの利用を保留、

もしくは一定期間制限又はお断りすることがあり

ます。 

な場合、若しくは延滞が発生する等のご利用代金

の支払状況等の事情によっては、カードの利用を

一時的にお断りすることがあります。 

3.              （略） 

4.  当社は、会員が第 10条第 1項又は第 2項に定め

る事項に違反している疑いがあると認めた場合に

は、申込者によるクレジットカードの入会申込みを

謝絶、又は本契約に基づくクレジットカードの利用

を一時的に停止することができ、この場合には、

会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレ

ジットカード利用を行うことができず、会員は当社

に対して何らの損害賠償請求もできないものとし

ます。 

5.              （略）  

              （新設） 

第 14条（遅延損害金） 

1. 約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お

支払元金（分割払いは分割支払金、ショッピング

サービスのリボルビング払いについてはその手

数料を除きます。）に対して当該約定支払日の翌

日から完済に至るまで、第 27 条第 1 項に定める

ショッピングサービスは年 14.6％、第 32条第 1項

に定めるキャッシングサービス（キャッシング（1回

払い）、キャッシングリボ）は年 20.0％の割合で遅

延損害金を申し受けます。但し、ショッピングサー

ビスの 2 回払い・ボーナス一括払い・分割払いは

支払債務の残金全額に対し年6.0％で計算された

額を超えないものとします。 

2. 本規約に基づく債務において期限の利益を喪失

したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済

に至るまで、支払債務の残金全額に対して、第

27条第 1項に定めるショッピングサービスの 1回

払い・リボルビング払いは年 14.6％、2 回払い・ボ

ーナス一括払い・分割払いは年 6.0％、第 32条第

第 14条（遅延損害金） 

1. 約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お

支払元金（分割払いは分割支払金）に対して当該

約定支払日の翌日から完済に至るまで、第 27 条

第 1項に定めるショッピングサービスの 1回払い・

リボルビング払いは年14.6％、2回払い・ボーナス

一括払い・分割払いは年 6.0％、第 32条第 1項に

定めるキャッシングサービス（キャッシング（1回払

い）、キャッシングリボ）は年 20.0％の割合で遅延

損害金を申し受けます。 

 

 

 

2. 本規約に基づく債務において期限の利益を喪失

したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済

に至るまで、支払債務の元金残全額に対して、第

27条第 1項に定めるショッピングサービスの 1回

払い・リボルビング払いは年 14.6％、2 回払い・ボ

ーナス一括払い・分割払いは年 6.0％、第 32条第



1 項に定めるキャッシングサービス（キャッシング

（1 回払い）・キャッシングリボ）は年 20.0％の割合

で遅延損害金を申し受けます。 

3. 前二項いずれも計算方法は、年 365 日（うるう年

は年 366日）の日割計算とします。 

 

1 項に定めるキャッシングサービス（キャッシング

（1 回払い）・キャッシングリボ）は年 20.0％の割合

で遅延損害金を申し受けます。 

3. 前二項いずれも計算方法は、日割計算とします。 

 

第 15条(カードの紛失・盗難、再発行等) 

1. 万一会員がカードを盗難、詐取、横領もしくはカー

ド情報を不正取得（以下総称して「盗難」といいま

す。）され、又は紛失その他の事由により他人に

不正使用された場合の損害は、当社が別に定め

るカード会員保障制度規約の定めにより、その損

害金の全額もしくは一部が保障されます。 

2.              （略） 

第 15条(カードの紛失・盗難、再発行等) 

1. 万一会員がカードを盗難、詐取もしくは横領（以下

総称して「盗難」といいます。）され、又は紛失その

他の事由により他人に不正利用された場合の損

害は、当社が別に定めるカード会員保障制度規

約の定めにより、その損害金の全額もしくは一部

が保障されます。 

2.             (略) 

第 16条（届出事項の変更） 

1. 本人会員が当社に届出た届出事項に変更があっ

た場合は、直ちに当社あてに所定の変更手続き

をしていただきます。 

2. ～ 4.         （略） 

第 16条（届出事項の変更） 

1. 会員が当社に届出た届出事項に変更があった場

合は、直ちに当社あてに所定の変更手続きをして

いただきます。 

2. ～ 4.        (略） 

第 18条（その他承認事項） 

1. ～ 2.         （略） 

3. 会員は、当社が会員に貸与したカードが偽造、変

造等された場合又はカード情報を不正取得された

場合は、当社からの調査依頼に協力すること、及

び当社が当該カードを回収し、カード番号の異な

るカードを発行することに同意するものとします。 

4.  第 13条第 6項の場合に、当社がカードを無効化 

   のうえカードの再発行手続きをとることがあること 

   に同意するものとします。 

5.  会員は、当社又は当社の提携会社が提供する付  

   帯サービス（以下「付帯サービス」といいます。）を 

   利用する場合、付帯サービスの利用に関する規 

    定等があるときは、それに従うこと、また、当社が  

    必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できるこ 

    とに同意するものとします。 

6.  会員は、当社が会員について犯罪による収益の 

   移転防止に関する法律施行令第 12条第 3項第 1 

   号又は第 2号に掲げる者に該当する可能性があ 

第 18条（その他承認事項） 

1. ～ 2.        （略） 

3. 会員は、当社が会員に貸与したカードが偽造、変

造等された場合又はカード情報を不正取得された

場合は、当社からの調査依頼に協力すること、及

び当社が当該カードを回収し、会員番号の異なる

カードを発行することに同意するものとします。 

            （新設） 

 

 

4.  会員は、当社又は当社の提携会社が提供する付 

   帯サービス（以下「付帯サービス」といいます。）を 

   利用する場合、付帯サービスの利用に関する規 

   定等があるときは、それに従うこと、また、当社が 

   必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できるこ 

   とに同意するものとします。 

5.  会員は、当社が会員について犯罪による収益の 

   移転防止に関する法律施行令第 12条第 3項第 1 

   号又は第 2号に掲げる者に該当する可能性があ 



   ると判断した場合には、当社は所定の追加確認 

   を行うことがあることに同意するものとします。こ 

   の場合、当社は、当該追加確認が完了するまで 

   の間、会員に対する通知を行うことなくカード利用 

   の停止の処置をすることがあります。また、当社 

   が当該追加確認を完了した場合においても、当 

   社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシ 

   ングサービスの停止の処置をとる場合がありま 

   す。 

   ると判断した場合には、当社は所定の追加確認 

   を行うことがあることに同意するものとします。こ 

   の場合、当社は、当該追加確認が完了するまで 

   の間、会員に対する通知を行うことなくカード利用 

   の停止の処置をすることがあります。また、当社 

   が当該追加確認を完了した場合においても、当 

    社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシ 

    ングサービスの停止の処置をとる場合がありま 

    す。 

第 23条（規約の改定並びに承認） 

本規約の一部もしくは全てを改定する場合は、当社

ホームページ（https://www.aoyama-card.co.jp）での

告知その他当社所定の方法により本人会員にその内

容をお知らせいたします。当該お知らせ後に会員がカ

ードを利用したとき又はお知らせ後１ヶ月の経過をもっ

て、規約の改定を承認いただいたものとします。 

第 23条（規約の改定並びに承認） 

本規約の一部もしくは全てを改定する場合は、当社

ホームページ（http://www.aoyama-card.co.jp）での告

知その他当社所定の方法により本人会員にその内容

をお知らせいたします。当該お知らせ後に会員がカー

ドを利用したとき又はお知らせ後１ヶ月の経過をもっ

て、規約の改定を承認いただいたものとします。 

≪ショッピングサービス条項≫ 

第 24条（カード利用方法） 

1. 会員は次の（イ）～（ハ）に掲げる加盟店にカード

を提示し所定の売上票等にカード上の署名と同じ

署名をすることにより、商品・権利を購入し、又は

役務の提供を受けること（以下「商品等の購入」と

いいます。）ができます。（以下「ショッピングサー

ビス」といいます。）但し、売上票の署名がカード

裏面の署名と同一のものと認められない場合に

はカードの利用ができないことがあります。なお、

当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・権

利・役務等（以下「商品等」といいます。）について

は、売上票等への署名を省略すること又は署名

に代えて加盟店に設置している端末機に暗証番

号を入力する方法によること、又はカードの提示

及び売上票等への署名に代えて暗証番号、カー

ド情報等カード上に記された情報のいずれか又

は両方を入力する等当社が指定する方法によ

り、ショッピングサービスを受けることができるも

のとします。但し、会員は加盟店でのカード利用

に際し、カード番号その他個人情報の窃取・悪

用・売上票等の偽造・変造等の危険について十

≪ショッピングサービス条項≫ 

第 24条（カード利用方法） 

1. 会員は次の（イ）～（ハ）に掲げる加盟店にカード

を提示し所定の売上票等にカード上の署名と同じ

署名をすることにより、商品・権利を購入し、又は

役務の提供を受けること（以下「商品等の購入」と

いいます。）ができます。（以下「ショッピングサー

ビス」といいます。）但し、売上票の署名がカード

裏面の署名と同一のものと認められない場合に

はカードの利用ができないことがあります。なお、

当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・権

利・役務等（以下「商品等」といいます。）について

は、売上票等への署名を省略すること又は署名

に代えて加盟店に設置している端末機に暗証番

号を入力する方法によること、又はカードの提示

及び売上票等への署名に代えて暗証番号、会員

番号等カード上に記された情報のいずれか又は

両方を入力する等当社が指定する方法により、シ

ョッピングサービスを受けることができるものとし

ます。但し、会員は加盟店でのカード利用に際

し、会員番号その他の個人情報の窃取・悪用・売

上票等の偽造・変造等について注意するものとし



分に注意するものとします。なお、カードの利用に

際しては、原則として当社の承認を必要としま

す。貴金属・金券等の一部の商品では、カードの

利用を制限させていただく場合があります。 

（イ）～（ハ）      （略） 

2. 会員は当社が適当と認めるインターネット等のオ

ンラインによって取引（以下「オンライン取引」とい

います。）を行う加盟店については、前項のカード

提示、売上票等への署名、又は端末機でカード

及び暗証番号を操作する手続きに代えて、カード

番号、会員の氏名、住所等の情報をオンラインに

よって加盟店に送付することにより、ショッピング

サービスを受けることができるものとします。 

 

3. 会員は、当社が適当と認めた場合、通信サービ

ス料金等の継続的に発生する各種利用代金の

決済（以下「継続的取引」といいます。）について

ショッピングサービスを受けることができます。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、

カードの再発行等により登録したカード番号・有

効期限等に変更が生じたとき、もしくは退会・会員

資格の取消し等によりカードが無効となったとき

は、登録した加盟店に対しその旨を通知し決済手

段の変更手続を行うものとします。また、会員は、

当社が必要であると判断した場合、会員に代わっ

て当社がカード番号・有効期限等の変更情報及

びカードの無効情報等を加盟店に対して通知す

る場合があることを予め承諾するものとします。 

 

4. ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所

定の手続きによるものとし、現金等での払い戻し

はいたしません。なお、ショッピングサービスが取

消された場合等における取消処理についても、第

7 条第 2 項の規定が準用されます。第 7 条第 2

項の時点で適用されるレートと本項の取消し等の

場合に適用されるレートは異なる可能性がありま

す。 

ます。なお、カードの利用に際しては、原則として

当社の承認を必要とします。 

 

 

（イ）～（ハ）      （略） 

2. 会員は当社が適当と認めるインターネット等のオ

ンラインによって取引（以下「オンライン取引」とい

います。）を行う加盟店については、前項のカード

提示、売上票等への署名、又は端末機でカード

及び暗証番号を操作する手続きに代えて、カード

の会員番号、会員の氏名、住所等の情報をオン

ラインによって加盟店に送付することにより、ショ

ッピングサービスを受けることができるものとしま

す。 

3. 会員は、当社が適当と認めた場合、通信サービ

ス料金等の継続的に発生する各種利用料金の

決済（以下「継続的取引」といいます。）について

ショッピングサービスを受けることができます。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、カードの再発行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、もしくは退

会・会員資格の取消し等によりカードが無効とな

ったときは、登録した加盟店に対しその旨を通知

し決済手段の変更手続を行うものとします。ま

た、会員は、当社が必要であると判断した場合、

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カードの無効情報等を加盟

店に対して通知する場合があることを予め承諾す

るものとします。 

4. ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所

定の手続きによるものとし、現金等での払い戻し

はいたしません。 

 



第 25条（加盟店への連絡等） 

会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が

照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照

会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対

して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこ

れを予め承認するものとします。 

1. ～ 3.        (略)     

4. 前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、

加盟店を通じてカードを当社に返却していただく

場合があること。 

5. 貴金属、金券等の一部商品については、カードの

利用を制限させていただく場合があること。 

              (削除) 

第 25条（加盟店への連絡等） 

会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が

照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照

会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対

して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこ

れを了承するものとします。 

1. ～ 3.        （略) 

4. 前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、

加盟店を通じてカードを当社に返却していただく

こと。 

5. 貴金属、金券等の一部商品については、カードの

利用を制限させていただく場合があること。 

6.  通信料金等、会員が会員番号等を事前に加盟店 

    に登録する方法により、当該役務の提供を継続 

    的に受けている場合、会員番号等の変更情報等 

    を加盟店に通知する場合があること。 

第 27条（支払区分） 

1.  会員はショッピングサービスの利用代金の支払い   

   について、カード利用の際に、1回払い、2回払 

   い、3回以上の分割払い（ボーナス併用分割払い 

   も含む。以下「分割払い」といいます。）、ボーナス 

   一括払い、リボルビング払い（以下、総称して「支 

   払区分」といいます。）のいずれかを指定すること  

   ができます。但し、加盟店及び商品等によって 

   は、利用できない支払区分、回数があります。な 

   お、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさ 

   せていただきます。 

2. ～ 3.          （略)  

4.  会員がリボルビング払いを指定した場合は、次の 

   とおりです。 

（イ）                 (略) 

（ロ）包括信用購入あっせん手数料は、毎月 11日から 

    翌月 10日までの日々のリボルビング利用残高に 

    実質年率 15.00％の手数料率を乗じ年 365日（う 

    るう年は年 366日）で日割計算した金額を 1 ヶ月 

    分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただ 

    きます。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 

第 27条（支払区分） 

1.  会員はショッピングサービスのご利用代金の支払   

   いについて、カード利用の際に、1回払い、2回払  

   い、3回以上の分割払い（ボーナス併用分割払い 

   も含む。以下「分割払い」といいます。）、ボーナス  

   一括払い、リボルビング払い（以下、総称して「支 

   払区分」といいます。）のいずれかを指定すること 

   ができます。但し、加盟店及び商品等によっては、 

   利用できない支払区分、回数があります。なお、支 

   払区分の指定がない場合は、1回払いとさせてい 

   ただきます。 

2. ～ 3.              (略) 

4.  会員がリボルビング払いを指定した場合は、次の 

    とおりです。           

（イ）                 (略) 

（ロ）包括信用購入あっせん手数料は、毎月 11日から 

    翌月 10日までの日々の現金価格残高に実質年   

    率 15.00％の手数料率を乗じて日割計算した金額 

    を 1 ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いし 

    ていただきます。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 

    対象としないものとします。なお、各会員に適用さ 



    ないものとします。なお、各会員に適用される手 

    数料率はカード送付時に通知します。 

（ハ）                (略)     

5.  本人会員は、カード利用の際に指定した支払区分 

   のうち、1回払い、2回払い及びボーナス一括払い 

   を当社が定める期間内に申し出を行い、当社が適 

   当と認めた場合にリボルビング払いに変更するこ 

   とができます。その場合、変更後の新たな弁済金 

   は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビ 

   ング払いの指定があったものとして前項（イ）（ロ） 

   により計算します。なお、2回払い分をリボルビング 

   払いに変更する場合に変更の対象となる利用代 

   金は、1回目の支払分に応答する算定日以前に変 

   更の申し出があった場合は当該利用代金の全額 

   とし、当該算定日より後に申し出があった場合は、 

   支払金額として確定した 1回目、2回目の各々の 

   利用代金分が対象となるものとします。 

6.  会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動 

   することに異議がないものとします。また、第 23条 

   の規定にかかわらず、当社から手数料の料率変 

   更の通知をした後は、分割払いは変更後のご利用 

   分より、また、リボルビング払いは通知したときに 

   おける利用残高の全額に対して、改定後の手数料   

   が適用されることに、会員は異議がないものとしま 

   す。 

    れる手数料率はカード送付時に通知されるものと 

    します。 

（ハ）                 (略) 

5.  本人会員は、カード利用の際に指定した支払区分 

   のうち、1回払い、2回払い及びボーナス一括払い 

   を当社が定める期間内に申し出を行い、当社が適 

   当と認めた場合にリボルビング払いに変更するこ 

   とができます。その場合、変更後の新たな弁済金 

   は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビ 

   ング払いの指定があったものとして前項（イ）（ロ） 

   により計算します。 

 

 

 

 

 

 

6.  会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動 

   することに異議がないものとします。また、第 23条 

   の規定にかかわらず、当社から手数料の料率変 

   更の通知をした後は、分割払いは変更後のご利用 

   分より、また、リボルビング払いは通知したときに 

   おける現金価格残高の全額に対して、改定後の手 

   数料が適用されることに、会員は異議がないもの 

   とします。 

第 28条（商品の所有権） 

商品の所有権は、ショッピングサービスの利用によ

り生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店

から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、

当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留

保されることを会員は認めるとともに、次の事項を遵

守するものとします。 

（イ） ～ （ロ）       （略） 

第 28条（商品の所有権） 

商品の所有権は、ショッピングサービスにより生じた

加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店から譲り

受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品

にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されるこ

とを会員は認めるとともに、次の事項を遵守するもの

とします。 

（イ） ～ （ロ）       （略） 

第 30条（支払停止の抗弁） 

1. 会員は、2 回払い、分割払い、ボーナス一括払

い、リボルビング払いのショッピングサービス利用

による商品等の購入等に下記事由が存するとき

は、その事由が解消されるまでの間、当社に対し

第 30条（支払停止の抗弁） 

1. 会員は、2 回払い、分割払い、ボーナス一括払

い、リボルビング払いのショッピングサービス利用

による商品等の購入等に下記事由が存するとき

は、その事由が解消されるまでの間、当社に対し



当該事由に係る商品等について支払いを停止す

ることができるものとします。 

 

（イ）～（ハ）      （略） 

2. ～ 4.          （略） 

5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該

当するときは、支払いを停止することはできない

ものとします。 

（イ）ショッピングサービスの利用が割賦販売法第

35条の 3の 60第 1項に該当するとき。 

 

（ロ）～（リ）      （略） 

6. 会員は、当社が利用代金の残額から第 1 項によ

る支払いの停止額に相当する額を控除して請求

したときは、控除後の利用代金の支払いを継続し

ていただきます。 

当該事由に係る現金価格(商品等の購入代金又

は対価)について支払いを停止することができる

ものとします。 

（イ）～（ハ）       （略） 

2. ～ 4.           （略） 

5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該

当するときは、支払いを停止することはできない

ものとします。 

（イ）商品・権利の販売及び権利の提供が割賦販

売法第 35 条の 3 の 60第 1 項に該当すると

き。 

（ロ）～（リ）       （略） 

6. 会員は、当社がご利用代金の残額から第 1 項に

よる支払いの停止額に相当する額を控除して請

求したときは、控除後のご利用代金の支払いを

継続していただきます。 

≪キャッシングサービス条項≫ 

第 32 条（キャッシングサービスの取引を行う目的・利

用方法） 

1.                 (略) 

2. 1 回当たりの融資額は当社が認める場合を除き、

原則として 10,000 円単位とします。但し、前項

（ハ）の方法による場合、及び当社が認める場合

に限り 1,000円単位とします。 

3. ～ 5.           (略) 

6. 約定支払日に利用代金の決済が遅延した場合な

ど当社が相当と判断した場合は、キャッシングサ

ービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時

停止することがあります。 

7. キャッシングサービスの利用及びそのお支払いを

ＣＤ・ＡＴＭで行う場合、本人会員は当社所定の利

用手数料（但し、利息制限法施行令第2条に定め

る額を上限とします。）を負担するものとします。 

 

≪キャッシングサービス条項≫ 

第 32 条（キャッシングサービスの取引を行う目的・利

用方法） 

1.              (略) 

2. 1 回当たりの融資額は当社が認める場合を除き、

原則として 10,000 円単位とします。但し前項（ハ）

の方法による場合、及び当社が認める場合に限

り 1,000円単位とします。 

3. ～ 5.        (略) 

6. 約定支払日にご利用代金の決済が遅延した場合

など当社が相当と判断した場合は、キャッシング

サービスの利用をお断りし、またカード貸与を一

時停止することがあります。 

7. キャッシングサービスのご利用及びそのお支払い

をＣＤ・ＡＴＭで行う場合、本人会員は当社所定の

利用手数料（但し、利息制限法施行令第2条に定

める額を上限とします。）を負担するものとしま

す。 

第 33条（キャッシングサービスの利率等） 

1. キャッシングサービスによる融資金（以下「融資

金」といいます。）及び利息の支払方法は、ご利用

の都度、1 回払い（以下「キャッシング（1 回払い）」

第 33条（キャッシングサービスの利率等） 

1. キャッシングサービスによる融資金（以下「融資

金」といいます。）及び利息のお支払方法は、ご利

用の都度、1 回払い（以下「キャッシング（1 回払



といいます。）又はリボルビング払い（以下「キャッ

シングリボ」といいます。）のいずれかを指定しま

す。但し、日本国外でキャッシングサービスをご利

用の場合、支払方法はキャッシング（1 回払い）に

限ります。なお、当社が指定するカードは、キャッ

シング（1 回払い）及び日本国外でキャッシングサ

ービスがご利用できない場合があります。 

2.               (略) 

3. 利息は、締切日の融資金残高に対し前回の約定

支払日の翌日から次回の約定支払日までの年

365日（うるう年は年 366日）の日割計算とします。

但し、初回利息は、利用日の翌日から初回約定支

払日までの日割計算によって計算された金額とし

ます。また、キャッシングリボの場合には、利用日

に返済いただく場合は、1 日分の利息をお支払い

いただきます。なお、融資利率が利息制限法第 1

条に規定する利率を超える場合は、超える部分に

ついて会員に支払い義務はありません。 

4.             （略） 

い）」といいます。）又はリボルビング払い（以下「キ

ャッシングリボ」といいます。）のいずれかを指定し

ます。但し、日本国外でキャッシングサービスをご

利用の場合、お支払方法はキャッシング（1 回払

い）に限ります。なお、当社が指定するカードは、

キャッシング（1回払い）及び日本国外でキャッシン

グサービスがご利用できない場合があります。 

2.             （略） 

3. 利息は、毎月締切日の融資金残高に対し前回の

約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの

日割計算とします。但し、第 1回目の利息は、ご利

用日（キャッシング（1回払い）についてはご利用日

の翌日）から第 1回目の約定支払日までの日割計

算によって計算された金額とします。なお、融資利

率が利息制限法第 1 条に規定する利率を超える

場合は、超える部分について会員に支払い義務

はありません。 

 

4.              (略） 

第 34条（キャッシングサービスの返済方法等） 

1.             （略） 

2. キャッシングリボの返済については次のとおりとし

ます。 

（イ）            （略） 

（ロ）毎月の返済額は、後記「≪キャッシングサー

ビスのご案内≫」に定める返済元金と第 33

条に定める利率により当社所定の方法で計

算された利息との合計金額とします。但し、

キャッシングリボの融資金残高が上記返済

元金に満たない場合は、その融資金残高を

元金とします。 

（ハ）本人会員から申込みがあり、当社が認めた

場合は、返済方法及び返済元金を変更する

ことができます。 

 

3.              (略) 

第 34条（キャッシングサービスの返済方法等） 

1.                 （略） 

2. キャッシングリボの返済については次のとおりとし

ます。 

（イ）             (略) 

（ロ）毎月の返済額は、後記「≪キャッシングサー

ビスのご案内≫」に定める返済元金と第 33

条に定める利率により当社所定の方法で計

算された利息との合計金額とします。但し、

前月 10 日に融資金残高が上記返済元金に

満たない場合は、その融資金残高を元金と

します。 

（ハ）返済方法及び返済元金変更のお申し出につ

いては、当社所定の方法により当社へお申

し込みいただき、当社が適当と認めた場合

に変更できます。 

3.               （略） 

第 35条（早期返済の場合の特約） 

本人会員は、約定支払日前であっても当社所定の

第 35条（早期返済の場合の特約） 

会員は、約定支払日前であっても、当社所定の返



返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支

払いできます。 

済日に当社所定の返済方法により、融資金残高の全

部又は一部をお支払いできます。 

第 36条（ご利用・ご返済にかかる書面交付） 

1. 当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基

づき交付する書面（電磁的方法による場合を含

む）を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の

都度交付するものとします。但し、当社が当該書

面に代えて毎月一括記載により書面を交付する

ことについての承諾を本人会員から得た場合に

は、毎月一括記載により交付することができるも

のとします。 

 

2.              （略） 

第 36条（ご利用・ご返済にかかる書面交付） 

1. 当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基

づき交付する書面（電磁的方法による場合を含

む）を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の

都度交付するか、又は、毎月「ご利用明細書」に

て一括記載により交付するかを任意に選択でき

るものとします。但し、会員が貸金業法第 17条第

1 項に規定された書面の都度交付を申し出た場

合は、その申し出に基づき当該書面を交付するも

のとします。 

2.               （略） 

≪リボカード特約≫ 

第 2条（ショッピングサービス支払区分） 

リボカードによるショッピングサービスの支払区分

は、会員がリボカード利用の際に指定した支払区分に

かかわらず、リボルビング払いを指定したものとしま

す。但し、会員が分割払いを指定した場合は、その利

用代金の支払区分は会員が指定したところによるもの

とします。また、指定外の加盟店又は、その他当社が

指定したものにリボカードを利用した場合、1 回払いと

なることがあります。 

 

≪リボカード特約≫ 

第 2条（利用代金の支払い） 

1.  リボカードのご利用代金の支払区分は、会員規   

   約第 27条に定めるリボルビング払いを指定した 

   ものとします。但し、指定外の加盟店又は、その 

   他当社が指定したものにリボカードを利用した場 

   合、1回払いとなることがあります。また、会員が 

   リボカード利用の際に 2回払い、ボーナス一括払 

   いを指定した場合、そのご利用代金の支払区分 

   は会員が指定したところによるものとします。 

2.  会員は、当社の指定する加盟店において、リボカ 

   ードによりカードと同様の方法で商品の購入、サ   

   ービスの提供等を受けることができます。但し、リ 

   ボカードによっては 1回払いの指定はできないも 

   のとします。 

                （削除） 第 3条（リボカードの所有権等） 

 リボカードの所有権・有効期限・更新・解約は、会員

規約の各該当条項を準用することとします。 

第 3条（会員規約の適用） 

   本特約に定めのない事項については、会員規約 

  を適用するものとします。            

第 4条（会員規約の適用） 

   本特約に定めのない事項については、会員規約 

  を適用するものとします。 

≪立替払加盟店利用特約≫ 

第 1条（本特約の主旨） 

1. 本特約は、株式会社青山キャピタル（以下「当社」

といいます。）又はＰａｐａｓカード Ｍａｍａｓカード

≪立替払加盟店利用特約≫ 

第 1条（本特約の主旨） 

1. 本特約は、株式会社青山キャピタル（以下「当社」

といいます。）又は会員規約第 24 条第 1 項（ロ）



会員規約（以下「会員規約」といいます。）第 24条

第 1 項（ロ）（ハ）のクレジット会社・金融機関等と

加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替

払い契約の場合、当該加盟店（以下「立替払加盟

店」といいます。）におけるショッピングサービスに

ついての特約を定めたものです。 

2. 立替払加盟店において、会員がショッピングサー

ビスを利用した場合、当社は会員の委託に基づ

き、会員に代わってショッピングサービスにかかる

サービス利用料、ショッピング利用代金等の立替

払いをするものとし、会員は予め異議なくこれを

承諾します。 

（ハ）のクレジット会社・金融機関等と加盟店間と

の契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の

場合、当該加盟店（以下「立替払加盟店」といい

ます。）における現金価格(サービス利用料、ショ

ッピング利用代金等)のカードでの決済について

の特約を定めたものです。 

2. 立替払加盟店において、会員はカードを提示する

ことにより、又は通信販売、オンライン取引等の

方法により、ショッピングサービスを受けることが

できるものとします。 

3. 3.   前項の場合、当社は会員の委託に基づき、会員 

4.     に代わって現金価格の立替払いをするものとし、 

5.     会員は予め異議なくこれを承諾します。 

第 2条（本特約の適用範囲） 

1. 第 1条に基づくサービス利用料、ショッピング利用

代金等の立替払いにおいては、会員規約のうち、

加盟店からの債権譲渡の承諾に関する条項は適

用されないものとします。 

2. 本特約に定めのない事項については、会員規約

を適用するものとします。 

第 2条（本特約の適用範囲） 

1. 第 1条に基づくサービス利用料、ショッピング利用

代金等の立替払いにおいては、当社の定める会

員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承認に

関する条項は適用されないものとします。 

2. 本特約に定めのない事項についてはすべて会員

規約が適用されるものとします。 

第 3条（求償金債権、債務） 

本人会員は、第 1 条の委託に基づき当社が加盟店

より請求を受けた会員のサービス利用料、ショッピン

グ利用代金等を立替払いした場合、当社が本人会員

に対して取得する求償金債権を会員規約のショッピン

グサービス条項に基づく譲受債権と同様に会員規約

に基づき当社に対して支払うものとします。 

第 3条（求償金債権、債務） 

会員は、第 1 条の委託に基づき当社が加盟店より

請求を受けた会員の現金価格を立替払いした場合、

当社が会員に対して取得する求償金債権を会員規約

のショッピングサービス条項に基づく譲受債権と同様

に会員規約に基づき当社に対して支払うものとしま

す。 

≪ショッピングサービス リボルビング払いのご

案内≫ 

1. ～ 2.        （略） 

※包括信用購入あっせんの手数料計算期間が通常

年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの

年に分け、通常年は 365日でうるう年は 366日で計算

します。 

≪ショッピングリボルビング払いのご案内≫ 

 

1. ～ 2.         （略） 

              （新設） 

≪カード保障制度規約(盗難保険)≫ 

 

第 4条(てん補されない損害) 

次のいずれかに該当する場合には、損害の全額を会

≪カード保障制度規約(盗難保険)≫ 

 

第 4条(てん補されない損害) 

次のいずれかに該当する場合には、損害の全額を会



員が負担するものとします。 

1. ～ 2.          （略） 

3. カード会員規約第2条第 4項に違反して第三者に

カード又はカード情報を使用された場合。 

4. カード会員規約のいずれかに違反した場合。 

 

5. ～ 6.          （略） 

7. 当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日

の 61日以前に生じた不正使用の場合。 

8. 会員が当社の請求する書類を提出しない、もしく

は提出した書類に不正の表示をした場合、又は

当社が行う被害状況の調査に協力せず、また損

害防止軽減のための努力を行わなかった場合。 

9. カード使用の際、登録した暗証番号が使用された

場合。但し、カード会員規約第 4 条第 3 項但し書

きに該当する場合を除きます。 

10.             （略） 

11.  第 3条第 1項に定める届出・提出において虚偽 

    の申告があった場合、又は故意もしくは過失に 

    より届出・提出を行わなかった場合もしくは遅滞 

    した場合。 

12.  その他、会員が当社の指示に従わなかった場 

     合。 

員が負担するものとします。 

1. ～ 2.         (略） 

3. カード会員規約第2条第 4項に違反して第三者に

カードを使用された場合。 

4. カード会員規約に違反している状況において、盗

難・紛失が生じた場合。 

5. ～ 6.         （略） 

7. 当社が会員から盗難・紛失の通知を当社が受理

した日の 61日以前に生じた不正使用の場合。 

8. 会員が当社の請求する書類を提出しない、提出

した書類に不正の表示をした場合、又は当社が

行う被害状況の調査に協力せず、また損害防止

軽減のための努力を行わなかった場合。 

9. カード使用の際、登録した暗証番号が使用された

場合。但し、当社に責がある場合は除きます。 

 

10.            （略） 

          （新設） 

 

 

 

11. その他、会員が当社の指示に従わなかった場 

    合。 

≪個人情報の取扱いに関する同意規約≫ 

第 3条(指定信用情報機関への登録・利用) 

1. ～  2.        （略） 

3. 当社が加盟する指定信用情報機関の名称、住

所、お問合せ電話番号、登録情報、登録期間は

下記のとおりです。 

【株式会社シー・アイ・シー （CIC）】（割賦販売法

に基づく指定信用情報機関、貸金業法に基づく指

定信用情報機関） 

住所 ： 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  〒160-8375  

フリーダイヤル ： 0120-810-414 

ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp/ 

登録情報 ：       （略) 

登録期間 ：      (略） 

≪個人情報の取扱いに関する同意規約≫ 

第 3条(指定信用情報機関への登録・利用) 

1. ～  2.       （略） 

3. 当社が加盟する指定信用情報機関の名称、住

所、お問合せ電話番号、登録情報、登録期間は

下記のとおりです。 

【株式会社シー・アイ・シー （CIC）】（割賦販売法

に基づく指定信用情報機関、貸金業法に基づく指

定信用情報機関） 

住所 ： 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  〒160-8375  

フリーダイヤル ： 0120-810-414 

ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp/ 

登録情報 ：     （略） 

登録期間 ：     （略） 



【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） 

住所 ： 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 

 〒110-0014 

TEL ： 0570-055-955 

ホームページアドレス：https：//www.jicc.co.jp/ 

登録情報 ：      （略）  

登録期間 ：      （略） 

4. 当社が加盟する株式会社シー・アイ・シー及び株

式会社日本信用情報機構が提携する個人信用

情報機関の名称、住所、お問合せ電話番号は、

下記のとおりです。 

【全国銀行個人信用情報センター】 

住所 ：東京都千代田区丸の内 1-3-1  〒

100-8216  （建物建替えのため、平成 32年度ま

で東京都千代田区丸の内 2-5-1 に仮移転してお

ります。仮移転先から戻る期日については、決定

次第、同センターのホームページに掲載されま

す。） 

TEL ： 03-3214-5020 

 ホームページアドレス：   

 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 

5. ～  6.        （略）  

【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） 

住所 ： 東京都千代田区神田東松下町 41-1    

     〒101-0042 

 

TEL ： 0570-055-955 

ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp/ 

登録情報 ：     （略）  

登録期間 ：     （略） 

4. 当社が加盟する株式会社シー・アイ・シー及び株

式会社日本信用情報機構が提携する個人信用

情報機関の名称、住所、お問合せ電話番号は、

下記のとおりです。 

【全国銀行個人信用情報センター】 

住所 ：東京都千代田区丸の内 1-3-1  〒

100-8216  （建物建替えのため、平成 32年度ま

で東京都千代田区丸の内 2-5-1 に仮移転してお

ります。仮移転先から戻る期日については、決定

次第、同センターのホームページに掲載されま

す。） 

TEL ： 03-3214-5020 

ホームページアドレス：  

http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 

5. ～  6.      （略） 

≪Ｐａｐａｓカード Ｍａｍａｓカード ＡＯＹＡＭＡポ

イント規約≫ 

 

Ｐａｐａｓカード Ｍａｍａｓカード会員(以下｢本会員｣とい

います。)及び配偶者カード会員(以下本会員と配偶者

会員の両者を｢会員｣といいます。)が、青山商事株式

会社（以下｢青山商事｣といいます。)が運営する洋服

の青山(以下｢洋服の青山｣といいます。)で商品を購入

し、又は株式会社青山キャピタル(以下｢当社｣といいま

す。) の加盟店並びに当社と提携したクレジット会社・

金融機関等が契約した加盟店、マスターカードに加盟

するクレジット会社・金融機関等が契約した国内加盟

店(以下総称して｢加盟店｣といいます。)でＰａｐａｓカー

ド Ｍａｍａｓカードによるカードショッピングを利用した

≪Ｐａｐａｓカード Ｍａｍａｓカード ＡＯＹＡＭＡポ

イント規約≫ 

 

Ｐａｐａｓカード Ｍａｍａｓカード会員(以下｢本会員｣とい

います。)及び配偶者カード会員(以下本会員と配偶者

会員の両者を｢会員｣といいます。)が、青山商事株式

会社が運営する洋服の青山で商品を購入し、又は株

式会社青山キャピタル(以下｢当社｣といいます。) の加

盟店並びに当社と提携したクレジット会社・金融機関

等が契約した加盟店、マスターカードに加盟するクレ

ジット会社・金融機関等が契約した国内加盟店(以下

総称して｢加盟店｣といいます。)でＰａｐａｓカード Ｍａｍ

ａｓカードによるカードショッピングを利用した場合は、

洋服の青山は、以下の規定に従って、ＡＯＹＡＭＡポイ



場合は、洋服の青山は、以下の規定に従って、ＡＯＹＡ

ＭＡポイント（以下「ポイント」といいます。）を付与する

ものとします。 

 

第 1条(ポイントの対象・付与・管理) 

1. 洋服の青山での商品の購入代金（税込）の全部又

は一部につき下記の支払方法を利用した決済に

対し、精算時に 100 円(税込)につき 4 ポイント(100

円(税込)未満は切捨て)を付与します。なお、2018

年 9 月 30 日までは、本会員の誕生日月における

下記の支払方法を利用した決済に対しては、100

円(税込)につき8ポイント(100円(税込)未満は切捨

て)を付与します。但し、2018 年 10 月 1 日より、会

員が、Ｐａｐａｓカード Ｍａｍａｓカード以外の青山商

事が指定する洋服の青山の特典（割引及びポイン

ト）を付帯したクレジットカード会員及び洋服の青

山が発行運営する AOYAMA CLUBカード（現金ポ

イントカード）会員（以下総称して「青山グループカ

ード会員」といいます。）でもある場合、又は、会員

の同伴者が、青山商事が指定する青山グループ

カード会員である場合であって、精算時に会員

が、割引適用となるカードを会員又は同伴者の青

山グループカードのうちいずれかを指定し適用す

ることを申し出た場合は、会員の申し出たカードに

つき下記の支払方法を利用した決済に対し、100

円(税込)につき4ポイント(100円(税込)未満は切捨

て)を付与するものとします。なお、会員の申し出

たカードが AOYAMA CLUB カード（現金ポイントカ

ード）の場合、下記の支払方法を利用した決済に

かかわらず、100円(税込)につき 1ポイント(100円

(税込)未満は切捨て)を付与します。 

<支払方法> 

   現金、電子マネー(ＰｉＴａＰａ・ＩＣＯＣＡ)、AOYAMA

ギフトカード、小切手、デビットカードでの支払い、

又はＰａｐａｓカード Ｍａｍａｓカードでのカードショ

ッピング決済。 

 

 

ント（以下「ポイント」といいます。）を付与するものとし

ます。 

 

 

第 1条(ポイントの対象・付与・管理) 

1. 洋服の青山での商品の購入代金（税込）の全額又

は一部につき下記の支払方法を利用した決済に

対し、100 円(税込)につき 4 ポイント(100 円(税込)

未満は切捨て)を付与します。また、本会員の誕生

日月における下記の支払方法を利用した決済に

対しては、100円(税込)につき 8ポイント(100円(税

込)未満は切捨て)を付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<支払方法> 

   現金、電子マネー(ＰｉＴａＰａ・Ｓｕｉｃａ（但し、2017 年

9 月 30 日までの支払いの場合）・ＩＣＯＣＡ)、

AOYAMA ギフトカード、小切手、デビットカードで

の支払い、又はＰａｐａｓカード Ｍａｍａｓカード（以

下併せて「カード」といいます。）でのカードショッピ

ング決済。 



2. 洋服の青山での商品の購入代金(税込)の全部又

は一部につき前項の支払方法以外の支払方法を

利用した決済に対し、精算時に 100 円(税込)につ

き 1 ポイント(100 円(税込)未満は切捨て)を付与し

ます。但し、2018年 10月 1日より、会員が、Ｐａｐａ

ｓカード Ｍａｍａｓカード以外の青山商事が指定す

る青山グループカード会員でもある場合、又は、

会員の同伴者が、青山商事が指定する青山グル

ープカード会員である場合であって、精算時に会

員が、割引適用となるカードを会員又は同伴者の

青山グループカードのうちいずれかを指定し適用

することを申し出た場合は、会員の申し出たカード

につき上記の支払方法を利用した決済に対し、

100円(税込)につき 1ポイント(100円(税込)未満は

切捨て)を付与するものとします。 

3. 洋服の青山以外の加盟店でのＰａｐａｓカード Ｍａ

ｍａｓカード（以下併せて「カード」といいます。）に

よるカードショッピングのご利用代金に対し、100

円(税込)につき1ポイント(100円(税込)未満は切捨

て)を付与します。

4. ～ 6. （略） 

2. 洋服の青山での商品の購入代金(税込)の全額又

は一部金につき前項の支払方法以外の支払方法

を利用した決済に対し 100円(税込)につき 1ポイン

ト(100円(税込)未満は切捨て)を付与します。

3. 洋服の青山以外の加盟店でのカードによるカード

ショッピングのご利用代金に対し、100 円(税込)に

つき 1 ポイント(100 円(税込)未満は切捨て)を付与

します。 

4. ～ 6. （略） 

第 3条(ポイントの対象外商品) 

1. ～ 2.           （略） 

3. カード年会費、カード再発行手数料、ＣＤ・ＡＴＭ利

用手数料等については、ポイント対象外としま

す。

第 3条(ポイントの対象外商品) 

1. ～ 2.         （略） 

3. カード年会費、カード再発行手数料、ＣＤ・ＡＴＭ利

用手数料については、ポイント対象外とします。

第 4 条(ポイントの還元方法・還元金の加算・還元申

請・還元金の計算) 

1. ～ 2.   （略） 

3. 第 1 条 1、2 により付与されたポイントは、即時本

会員又は青山グループカードの合計ポイントに加

算し、次回商品購入時より還元できます。また、

第 1条 3により付与されたポイントは、当社のカー

ドショッピング利用代金(洋服の青山でのカードの

カードショッピング利用代金は除きます。)の締日

におけるカードショッピング利用代金の合計額に

対し、締日の月末に本会員の合計ポイントに加算

し、本会員は加算日以降の商品購入時より還元

第 4 条(ポイントの還元方法・還元金の加算・還元申

請・還元金の計算) 

1. ～ 2. （略） 

3. 第 1 条 1、2 により付与されたポイントは、即時本

会員の合計ポイントに加算し、本会員は次回商

品購入時より還元できます。また、第 1条 3により

付与されたポイントは、当社のカードショッピング

利用代金(洋服の青山でのカードのカードショッピ

ング利用代金は除きます。)の締日におけるカー

ドショッピング利用代金の合計額に対し、締日の

月末に本会員の合計ポイントに加算し、本会員は

加算日以降の商品購入時より還元できます。 



できます。 

4. ～ 5. （略） 4. ～ 5. （略） 

第 5条（ポイント交換） 

本会員は、会員モバイルサービスであるキュークリ

ックモバイルの登録会員になることにより、キュークリ

ックモバイルのサイト内でポイントをショップｄｅポイン

ト、Ｊ-ＷＥＳＴポイントへ 100 ポイント単位で交換できる

ものとします。なお、ポイントの交換方法等について

は、キュークリックモバイルのサイト内に規定するもの

とします。 

第 5条（ポイント交換） 

本会員は、会員モバイルサービスであるキュークリ

ックモバイルの登録会員になることにより、キュークリ

ックモバイルのサイト内でポイントをＳｕｉｃａポイント、シ

ョップｄｅポイント、Ｊ-ＷＥＳＴポイントへ 100 ポイント単

位で交換できるものとします。但し、Ｓｕｉｃａポイントに

ついては2017年9月30日をもって交換を終了します。

なお、ポイントの交換方法等については、キュークリッ

クモバイルのサイト内に規定するものとします。


