
Ｐａｐａｓカード Ｍａｍａｓカード等の会員規約改定のお知らせ 

Ｐａｐａｓカード Ｍａｍａｓカード等の青山キャピタルが発行する各種カードの会員規約を２０２０年４

月１日付けで改定いたします。 

あわせて、すこやかポイント規約およびＡＯＹＡＭＡポイント規約も同日付けで改定いたします。

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 

第 1条（会員‐本人会員・配偶者会員） 

1. 株式会社青山キャピタル（以下「当社」とい

います。）に対し、本規約を承認のうえ、Ｐ

ａｐａｓカード Ｍａｍａｓカード（以下併せて

「カード」といいます。）の利用をお申し込

みいただき、当社がカード利用を承諾した

方を本人会員とします。契約は、当社が承

諾をした日に成立するものとします。

2～4 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・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。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

第 1条（会員‐本人会員・配偶者会員） 

1. 本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式

会社青山キャピタル（以下「当社」といいま

す。）に対し、Ｐａｐａｓカード Ｍａｍａｓカー

ド（以下併せて「カード」といいます。）の利

用をお申し込みいただいた個人のうち、当

社が入会を適格と認めた方とします。

2～4 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・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



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. 会員は、当社よりカードが貸与された場

合、直ちに当該カードの署名欄に当該会

員ご自身のご署名を行います。 

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。また会員は、カードを破壊、分解等又

はカードに格納された情報の漏えい、複

製、改ざん、解析等を行わないものとしま

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、カー

ド及びカード情報の管理状況等を踏まえ

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。 

6. カードの有効期限は当社が指定するもの

とし、カードの表面に印字した月の末日ま

でとします。但し、当社は、カード番号の変

更その他の事情により、カード有効期限の

満了前に新たなカード又は当該カード以

外の当社が発行するクレジットカードを発

行することができるものとし、その場合当

該新たなクレジットカードに適用のある会

員規約が適用されます。従前のカードは、

会員が新たなクレジットカードを受領したと

きから利用できなくなるものとします。ま

た、届出住所宛に当社が送付した新たな

クレジットカードが不着となった場合等、当

該届出住所宛に新たなクレジットカードを

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.  会員は、当社よりカードが貸与された場

合、直ちに当該カードの署名欄に当該会

員ご自身のご署名をしていただきます。 

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.  カードの有効期限は当社が指定する日ま

でとし、カードの表面に印字した月の末日

までとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



発送しても到着しないと当社が認める場

合には、当社が定める期間の経過後に、

従前のカードは利用できなくなるものとし

ます。 

7. 会員が有効期限の 2 ヶ月前までに退会の

申し出がなく、当社が引き続き会員として

適当と認めた場合は、当社所定の時期に

新たなカードと会員規約を送付します。会

員は、前項の従前のカード又は有効期限

経過後のカードを直ちに切断のうえ破棄

するものとします。 

8. 略 

 

第 3条（カードの年会費） 

1～2 略 

3.  すでにお支払い済の年会費は、退会又は

会員資格の取消しとなった場合その理由

の如何を問わず返還いたしません。 

 

第 4条（暗証番号） 

1.   略 

2.  会員は、暗証番号を第三者に知られない

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.  会員が、第三者に暗証番号を知らせ、又

は暗証番号が第三者に知られた場合、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、暗証番号の管理状況等

を踏まえ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。 

 

第 5条（カード利用可能枠） 

1～2 略 

3.  第 1項にかかわらず、第 24条第 1項に定

めるショッピングサービスのうち、第 27 条

 

 

 

 

7.  会員が有効期限の 2 ヶ月前までに退会の

申し出がなく、当社が引き続き会員として

適当と認めた場合は、当社所定の時期に

新しいカードと会員規約を送付します。こ

の場合、会員は有効期限経過後のカード

を直ちに切断のうえ破棄するものとしま

す。 

8.  略 

 

第 3条（カードの年会費） 

1～2 略 

3.  すでにお支払い済の年会費は、退会又は

会員資格の取り消しとなった場合その理

由の如何を問わず返還いたしません。 

 

第 4条（暗証番号） 

1.   略 

2.  会員は、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。 

 

 

第 5条（カード利用可能枠） 

1～2 略 

3.  第 1 項にかかわらず、第 27 条に定める 1

回払いを除く支払区分については、割賦



に定める1回払いを除く支払区分について

は、割賦販売法に定める「包括支払可能

見込額」を超えない範囲で、同法に定める

「包括信用購入あっせん」に該当する支払

区分（以下「割賦払い支払区分」といいま

す。）の利用可能枠（以下「割賦払い利用

可能枠」といいます。）を定める場合があ

り、会員は、割賦払い支払区分ごとの未決

済の利用代金の金額が各々の利用可能

枠を超えない範囲で利用することができま

す。但し、未決済の利用代金の合計が第1

項に定める利用可能枠を超えるご利用は

できません。また、当社は、必要と認めた

場合は、割賦払い利用可能枠を増枠又は

減枠することが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。 

4.  第 1項にかかわらず、第 33条に定めるキ

ャッシング（1 回払い）については、第 1 項

に定めるキャッシングサービスの利用可

能枠の範囲内で当社が審査し決定した額

を限度とする利用可能枠を定め、会員は、

キャッシング（1 回払い）の未決済の利用

代金の合計が上記利用可能枠を超えない

範囲で利用することができます。 

5～6 略 

 

第 7条（代金決済） 

1～2 略 

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

会員が予め届け出た送り先にご利用明細

書として郵送又は電磁的方法により通知

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

販売法に定める「包括支払可能見込額」を

超えない範囲で、同法に定める「包括信用

購入あっせん」に該当する支払区分（以下

「割賦払い支払区分」といいます。）の利用

可能枠（以下「割賦払い利用可能枠」とい

います。）を定める場合があり、会員は、割

賦払い支払区分の未決済残高の合計額

が割賦払い利用可能枠を超えない範囲で

利用することができます。また、当社は、

必要と認めた場合は、割賦払い利用可能

枠を増枠又は減枠することができるものと

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。 

 

 

 

 

4.  第 1項にかかわらず、第 33条に定めるキ

ャッシング（1 回払い）については、第 1 項

に定めるキャッシングサービスの利用可

能枠の範囲内で当社が審査し決定した額

を限度とする利用可能枠を定め、会員は、

キャッシング（1回払い）の未決済残高を合

算した金額が上記利用可能枠を超えない

範囲で利用する事ができます。 

5～6 略 

 

第 7条（代金決済） 

1～2 略 

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



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又はご確認

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

により通知しない場合があります。 

4 略 

5.  本人会員は、第 1 項第 3文及び前項但書

に基づき、当社が別途支払方法として振

込みを指定した場合、当社又は金融機関

所定の時刻までに振込みを完了するもの

とし、振込みの完了が当該時刻を過ぎた

場合に、翌営業日の支払いと取り扱うこと

ができることに異議がないものとします。 

 

第 10条（反社会的勢力の排除） 

1.  会員は、会員が現在、次のいずれにも該

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するものとしま

す。 

（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・資産凍結等

の対象として指定する者 

（ル） 略 

2～3 略 

 

第 11条（退会及びカードの利用停止と返却） 

1. 本人会員は当社あて所定の退会手続きを

することにより、いつでも退会することがで

きます。その場合、本人会員は当社の指

示する方法に従い、カードを返却又は裁

断のうえ破棄するものとします。 

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。 

4 略 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第 10条（反社会的勢力の排除） 

1.  会員は、会員が現在、次のいずれにも該

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するものとしま

す。 

（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） 略 

2～3 略 

 

第 11条（退会及びカードの利用停止と返却） 

1.  会員は当社あて所定の退会手続きをする

ことにより、いつでも退会することができま

す。その場合カードは当社の指示する方

法に従い、返却もしくは裁断のうえ破棄す

るものとします。 



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、何らの通知又は催

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全部もしくは一

部の利用停止又は会員の資格を取消すこ

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、カードは、当社の指示する

方法に従い返却するものとします。 

   （イ）～（ヲ） 略 

3～5 略 

 

第 12条（期限の利益喪失） 

1 略 

2.  本人会員は、次のいずれかの事由に該当

したときは、当社の請求により支払債務全

額について期限の利益を失い、直ちにそ

の債務の全額を支払うものとします。 

（イ）～（ニ） 略 

（ホ）会員が、第 11条第 2項（チ）の規定の

適用により会員の資格を取消された

場合。 

3 略 

 

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

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

指示する方法に従いカードを返却するもの

とします。 

   （イ）～（ヲ） 略 

3～5 略 

 

第 12条（期限の利益喪失） 

1 略 

2.  本人会員は、次のいずれかの事由に該当

したときは、当社の請求により支払債務全

額について期限の利益を失い、直ちにそ

の債務の全額を支払うものとします。 

（イ）～（ニ） 略 

（ホ）会員が、第 11条第 2項（チ）の規定の

適用により会員の資格を取り消され

た場合。 

3 略 

 

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法定利率により計算

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・分割払いは法定利率、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％の割合で計算した遅延損害金

を申し受けます。 

3 略 

 

第 16条（届出事項の変更） 

1～2 略 

3.  第 1 項の届出がないために当社から送付

する通知書、書類その他のものが延着し

又は到着しなかった場合は、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。また、当社が会員から届出があった連

絡先に送付した場合も同様に通常到着す

べきときに到着したものとみなします。但

し、第 1 項の変更手続きを行わなかったこ

とについて、やむを得ない事情があると当

社が認めた場合は、この限りでないものと

します。 

4.  当社は、本人会員と当社との各種取引に

おいて、本人会員が当社に届出た内容又

は公的機関が発行する書類等により当社

が収集した内容のうち、同一項目について

異なる内容がある場合、最新の届出内容

又は収集内容に変更することができるも

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

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 略 

 

第 16条（届出事項の変更） 

1～2 略 

3.  第 1 項の届出がないために当社から送付

する通知書、書類その他のものが延着し

又は到着しなかった場合は、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。また、当社が会員から届出があった連

絡先に送付した場合も同様に通常到着す

べきときに到着したものとみなします。但

し、第 1 項の変更手続きを行わなかったこ

とについて、やむを得ない事情があり、会

員がこれを証明した場合は、この限りでな

いものとします。 

4.  会員は本契約締結後、運転免許証又は

運転経歴証明書(以下「運転免許証等」と

いいます。)の交付を受けた場合（運転免

許取消し後に再取得した場合、紛失等に

よる再発行を含む）、当社所定の方法によ

り当社へ運転免許証等の番号を通知して



のとします。 

 

第 18条（その他承諾事項） 

1.  本人会員は、以下の事項を予め承諾する

ものとします。 

 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

用に関する規約等があるときは、それ

に従うこと。 

 

 

 

 

 

2.  本人会員は、以下の義務を負うことを承認

します。 

  （イ）当社が与信及び与信後の管理のため

必要と認めた場合には、勤務先、収入

等の確認を求めるとともに住民票の写

し等公的機関が発行する書類・源泉徴

収票その他の所得証明書類等を取得

又はご提出いただくこと。 

  （ロ）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。 

3.  当社は、以下各号の行為を行うことができ

ます。 

  （イ）当社が本人会員に対し、与信及び与信

後の管理、利用代金の回収のため確認

が必要な場合に、本人会員の自宅住

所、電話（携帯電話を含む）、メールアド

レス、勤務先その他の連絡先に連絡を

いただきます。 

 

第 18条（その他承認事項） 

1. 会員は、カード申込者が会員に相違ないこ

とを確認するため、本契約に関する審査の

ため、又は債権管理のために、当社が必

要と認めた場合には、勤務先、収入等の確

認を求めるとともに、カード申込者及び会

員の住民票の写し等を当社が取得又はご

提出いただき利用することに同意するもの

とします。なお、会員は、当社が住民票の

写し等の取得に際し、会員の入会申込書

の写し、当社の債権を証する資料、その他

交付条件とされた資料を行政機関に提出

することに異議ないものとします。 

2. 会員は、当社が本契約に関する審査のた

め、又は債権管理のため、或いは利用代

金の回収のため確認が必要な場合に、本

人会員の自宅、携帯電話、勤務先及びそ

の他の連絡先に電話確認を行うことに同

意するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 



取ることがあること。 

  （ロ）当社がカード又はカード情報が第三者

により不正使用される可能性があると

判断した場合には、会員に事前に通知

することなく第 27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の全部もし

くは一部の利用を留保し、もしくは一定

期間制限し、又はお断りすることがある

こと。 

  （ハ）（ロ）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をとること。   

  （ニ）当社が必要と認めた場合、付帯サービ

スを改廃すること。 

4.  当社が本人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り 

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、第 

32条第1項に定める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。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20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

合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所

地、商品等の購入地及び当社の本社、支店所

在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第 23条（規約の改定並びに承認） 

1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本

規約の変更の効力発生日を定め、本規約

を変更する旨、変更後の内容及び効力発

生 時 期 を 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.aoyama-card.co.jp）において

公表するほか、必要があるときにはその他

相当な方法で本人会員に周知したうえで、

本規約を変更することができるものとしま

す。なお、（ロ）に該当する場合には、当社

は、定めた効力発生時期が到来するまで

に、あらかじめホームページへの掲載等を

行うものとします。 

 （イ）変更の内容が会員の一般の利益に適合

するとき。 

（ロ）変更の内容が本規約に係る取引の目的

に反せず、変更の必要性、変更後の内容

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。 

 

第 20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

合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所

地、商品等の購入地及び当社の本社、支店所

在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を

合意管轄裁判所とすることに同意します。 

 

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

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aoyama-card.co.jp/
https://www.aoyama-card.co.jp/


の相当性その他の変更に係る事情に照ら

し、合理的なものであるとき。 

2. 当社は、前項に基づくほか、予め変更後の

内 容 を 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.aoyama-card.co.jp ）におい

て告知する方法又は本人会員に通知する

方法その他当社所定の方法により本人会

員にその内容を周知したうえで、本規約を

変更することができるものとします。この場

合には、本人会員は、当該周知の後に会

員が本規約に係る取引を行うことにより、

変更後の内容に対する承諾の意思表示を

行うものとし、当該意思表示をもって本規

約が変更されるものとします。 

 

第 24条（カード利用方法） 

1～3 略 

4.  ショッピングサービスを取消す場合は、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。 

 

第 26条（立替払い又は債権譲渡） 

1. 当社は、会員の委託に基づき、加盟店がシ

ョッピングサービスにより生じた会員に対す

る債権を会員に代わって立替払いするもの

とし、会員は、予め異議なくこれを承認しま

す。本人会員は、当社に対して、当社が立

替払いにより本人会員に対して取得する求

償金債権を支払うものとします。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 24条（カード利用方法） 

1～3 略 

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。 

 

第 26条（債権譲渡） 

1. 会員は、加盟店がショッピングサービスに

より生じた会員に対する債権を任意の時

期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれ

を譲り受けることについて、次のいずれの

場合についても予め承諾するものとしま

す。なお、債権譲渡について、加盟店・ク

レジット会社・金融機関等は、会員に対す

る個別の通知又は承諾の請求を省略する

https://www.aoyama-card.co.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 前項により当社が取得する求償債権の債

権額は、加盟店において会員が利用したシ

ョッピングサービスに係る売上票等の合計

金額とします。なお、売上票等がない場合

は、商品又はサービスの表示価格の合計

金額とし、通信販売の場合は、送料等を加

算した金額の合計金額とします。 

 

3. 会員は、当社の指定する加盟店において

は、当社が立替払いを行うのではなく、加

盟店がショッピングサービスにより生じた会

員に対する債権を任意の時期及び方法で

当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けること

について、次のいずれの場合についても予

め承諾するものとします。なお、債権譲渡に

ついて、加盟店・クレジット会社・金融機関

等は、会員に対する個別の通知又は承諾

の請求を省略するものとします。本項により

当社が譲り受ける債権額については、前項

の規定を準用するものとします。 

  （イ）加盟店が当社に譲渡すること。 

  （ロ）加盟店が当社と提携したクレジット会

社・金融機関等に譲渡した債権を、さら

に当社に譲渡すること。 

  （ハ）加盟店がマスターに加盟するクレジット

会社・金融機関等に譲渡した債権を、マ

スターを通じ当社に譲渡すること。 

ものとします。 

（イ）加盟店が当社に譲渡すること。 

（ロ）加盟店が当社と提携したクレジット会

社・金融機関等に譲渡した債権を、さ

らに当社に譲渡すること。 

（ハ）加盟店がマスターに加盟するクレジッ

ト会社・金融機関等に譲渡した債権

を、マスターを通じ当社に譲渡するこ

と。 

2.  前項により当社が譲り受ける債権額は、

加盟店において会員が利用したショッピン

グサービスにかかわる売上票等の合計金

額とします。なお、売上票等がない場合

は、商品等の表示価格の合計金額とし、

通信販売、オンライン取引等の場合は、当

該商品等の表示価格と送料等の合計金

額とします。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 会員は、第 30 条第 1 項に該当する場合を

除いて、カード利用により当社が譲り受けた

債権に関して、加盟店に有する一切の抗弁

権を主張しないことを当該利用の都度、当

該利用をもって承認するものとします。 

 

第 27条（支払区分） 

1～3 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）毎月の支払元金（お支払いいただく金

額のうちリボルビング払いに係る現金

価格の残高（以下「リボ利用残高」と

いいます。）に充当される金額のこと

をいう。以下同じ。）は、締切日におけ

るリボ利用残高に応じて、会員が申し

込み時に予め指定した支払いコース

により定める金額とし、実質年率

15.00％を乗じた包括信用購入あっせ

ん手数料をこれに加算した金額（以

下「弁済金」といいます。）をお支払い

いただきます。なお、入会後に会員の

申し出があり当社が承認した場合

は、支払コースの変更ができるものと

します。 

（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

（締切日に利用がなされたときは当該

締切日とします。）までの期間は、手

数料計算の対象としないものとしま

（新設） 

 

 

 

 

 

第 27条（支払区分） 

1～3 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）毎月の支払元金は、締切日における

リボルビング利用残高（以下「利用残

高」といいます。）に応じて、会員が申

し込み時に予め指定した支払いコー

スにより定める金額とし、実質年率

15.00％を乗じた包括信用購入あっせ

ん手数料をこれに加算した金額（以

下「弁済金」といいます。）をお支払い

いただきます。なお、入会後に会員の

申し出があり当社が承認した場合

は、支払コースの変更ができるものと

します。 

 

 

 

（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

算の対象としないものとします。な

お、各会員に適用される手数料率は



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、当社が定める期間内に申出

を行い当社が適当と認めた場合には、1

回払い、2 回払い及びボーナス一括払い

を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利用があったものとし

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

回目の支払分に応当する算定日以前に

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、支払金額が確定した各

回の支払分に相当する利用代金分といた

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

におけるリボ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。 

 

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

当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店

から当社に移転し、当該商品に係る債務が完

済されるまで当社に留保されるものとし、会員

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。 

 

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



はこれを認めるとともに、次の事項を遵守する

ものとします。 

（イ）～（ロ） 略 

 

第 29条（見本・カタログ等と現物の相違） 

会員が加盟店に対して見本・カタログ等より

申し込みをした場合において、提供された商

品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違し

ている場合は、会員は加盟店に商品の交換を

申し出るか又は加盟店との間の当該契約の解

除をすることができます。 

 

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 回当たりのキャッシングサービスの利用

代金の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。 

3～4 略 

5.  配偶者会員がキャッシングサービスを利

用した場合、当該配偶者会員は本人会員

の代理人としてキャッシングサービスを利

用したものとみなします。 

6～7 略 

 

第 38条（貸付の契約にかかる勧誘） 

会員は、当社が本人会員に対して貸付の契

約にかかる勧誘を行うことに同意します。 

 

（廃止） 

 

 

 

 

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 29条（見本・カタログ等と現物の相違） 

会員が加盟店に対して見本・カタログ等より 

申し込みをした場合において、提供された商

品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違し

ている場合は、会員は加盟店に商品の交換を

申し出るか又は当該売買契約の解除をするこ

とができます。 

 

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。 

3～4 略 

5.  配偶者会員がキャッシングサービスを利

用した場合、当該配偶者会員は本人会員

の代理人として当社から融資を受けて受

領したものとみなします。 

6～7 略 

 

第 38条（貸付の契約にかかる勧誘） 

会員は、当社が会員に対して貸付の契約に

かかる勧誘を行うことに同意します。 

 

≪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。 

 

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 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。 

【下線部は改定部分を示します。】 

 

 

■Ｐａｐａｓカード Ｍａｍａｓカード  すこやかポイント規約 新旧対照表    

改定後 現 行 



第 3条(ポイントの対象外商品) 

以下の商品の利用については、ポイント付与

の対象外とします。 

(1)～(3) 略 

(4) カードによる電子マネー「Ｅｄｙ」のチャージ

利用代金。なお、2020 年 7月 1 日から「Ｓ

ｕｉｃａ」、「ＩＣＯＣＡ」、「ＰＡＳＭＯ」、「ｎａｎａｃ

ｏ」等の各種電子マネーチャージ利用代金

もポイントの対象外です。 

第 3条(ポイントの対象外商品) 

以下の商品の利用については、ポイント付与

の対象外とします。 

(1)～(3) 略 

(4) カードによる電子マネー「エディ」のチャー

ジ利用代金 

 

【下線部は改定部分を示します。】 

 

 

■Ｐａｐａｓカード Ｍａｍａｓカード ＡＯＹＡＭＡポイント規約 新旧対照表  

改定後 現 行 

第 9条(特典・サービス提供の特例)  

1.  洋服の青山は、本会員がカード不携帯の

場合、氏名、生年月日、電話番号を店頭

で確認することで、一部の特典・サービ

ス（割引、ポイント付与、最適なサイズ提

案等）を提供することができるものとしま

す。 

2.  前項の確認を経て洋服の青山が各種サ

ービスを提供するうえで必要な情報を来

店者に開示した場合、洋服の青山は当

該情報開示について一切の責任を負わ

ないものとします。 

（新設） 

【下線部は改定部分を示します。】 

 

 

※会員規約については、ＢＬＵＥ ＲＯＳＥ ＣＡＲＤ、ＡＯＹＡＭＡマスターカードＳＵＧＯＣＡ、Ｐａｐａｓ 

ＰｉＴａＰａカード・Ｍａｍａｓ ＰｉＴａＰａカード、Ｐａｐａｓ ｓａｉｓａｋｉ ＰｉＴａＰａカード・Ｍａｍａｓ ｓａｉｓａｋｉ Ｐ

ｉＴａＰａカード、ＡＯＹＡＭＡ ＴＩＥ ＵＰ ＭａｓｔｅｒＣａｒｄも同様の改定内容です。 

※ＡＯＹＡＭＡポイント規約については、ＡＯＹＡＭＡマスターカードＳＵＧＯＣＡ、Ｐａｐａｓ ＰｉＴａＰａカ

ード・Ｍａｍａｓ ＰｉＴａＰａカード、Ｐａｐａｓ ｓａｉｓａｋｉ ＰｉＴａＰａカード・Ｍａｍａｓ ｓａｉｓａｋｉ ＰｉＴａＰａカ

ード、ＡＯＹＡＭＡ ＴＩＥ ＵＰ ＭａｓｔｅｒＣａｒｄも同様の改定内容です。青山コーポレートカードは、

「本会員」を「カード使用者」に読みかえ同様の改定内容です。ＢＬＵＥ ＲＯＳＥ ＣＡＲＤは、ＲＯＳ



Ｅポイント規約が改定対象となりＡＯＹＡＭＡポイント規約と同様の改定内容です。 

※すこやかポイント規約については、ＢＬＵＥ ＲＯＳＥ ＣＡＲＤ、Ｐａｐａｓ ＰｉＴａＰａカード・Ｍａｍａｓ 

ＰｉＴａＰａカード、Ｐａｐａｓ ｓａｉｓａｋｉ ＰｉＴａＰａカード・Ｍａｍａｓ ｓａｉｓａｋｉ ＰｉＴａＰａカード、ＡＯＹＡＭＡ 

ＴＩＥ ＵＰ ＭａｓｔｅｒＣａｒｄも同様の改定内容です。ＡＯＹＡＭＡマスターカードＳＵＧＯＣＡについては、

以下のとおりです。 

■ＡＯＹＡＭＡマスターカードＳＵＧＯＣＡ すこやかポイント規約 新旧対照表 

改定後 現 行 

第 3条(ポイントの対象外商品) 

以下の商品の利用については、ポイント付与

の対象外とします。 

(1)～(3) 略 

(4) カードによる電子マネー「Ｅｄｙ」のチャージ

利用代金。なお、2020 年 7月 1 日から「Ｓ

ＵＧＯＣＡオートチャージ」、「Ｓｕｉｃａ」、「ＩＣ

ＯＣＡ」、「ＰＡＳＭＯ」、「ｎａｎａｃｏ」等の各種

電子マネーチャージ利用代金もポイントの

対象外です。 

第 3条(ポイントの対象外商品) 

以下の商品の利用については、ポイント付与

の対象外とします。 

(1)～(3) 略 

(4) カードによる電子マネー「エディ」のチャー

ジ利用代金 

 

 

 

 

 

 

■AOYAMA ETCカード特約（個人会員用） 新旧対照表      

改定後 現 行 

第３条（ＥＴＣカードの発行と管理） 

１．当社は、当社が発行するクレジットカードの

会員が、ＥＴＣカードの追加対象として指定

するクレジットカード（以下「指定カード」と

いいます。）の会員規約（以下「会員規約」

といいます。）及び本特約を承認のうえ、

所定の方法でＥＴＣカードの利用をお申し

込みいただき、当社がＥＴＣカードの利用

を承諾した場合、指定カードに追加してＥＴ

Ｃカードを発行し、貸与いたします。契約

は、当社が承諾をした日に成立するものと

します。 

２．ＥＴＣカードは、当社が所有権を有し、会員

は善良なる管理者の注意をもってＥＴＣカ

ードを使用し保管するものとします。 

第３条（ＥＴＣカードの発行と管理） 

１．当社は、当社が発行するクレジットカードの

会員が、ＥＴＣカードの追加対象として指定

するクレジットカード（以下「指定カード」と

いいます。）の会員規約（以下「会員規約」

といいます。）及び本特約を承認のうえ、

所定の方法で申し込み、当社が適当と認

めた場合、指定カードに追加してＥＴＣカー

ドを会員に発行し、貸与いたします。 

 

 

 

２．ＥＴＣカードの所有権は当社に属し、会員に

は善良なる管理者の注意をもって使用し

保管するものとします。 



 

３．略 

４．第２項または第３項に違反して、ＥＴＣカード

が第三者に利用された場合、ＥＴＣカード

の利用により発生する通行料金その他の

損害は会員が負担します。 

５、６ 略 

 

第 10条（個人情報の取扱い） 

１．会員は、ＥＴＣカード発行の申し込み時に登

録した個人情報及びＥＴＣシステムの利用

による通行記録等に基づき道路事業者が

作成し、ＵＣ社に送付する請求データを、

当社が必要な範囲で利用することを了承

します。 

２．略 

 

第 12条（本特約の変更等） 

会員規約に定める（規約の改定並びに承認）の

規定は、本特約の変更について準用します。こ

の場合において、会員規約に定める（規約の改

定並びに承認）中「本規約」とあるのは「本特

約」と読み替えるものとします。 

 

 

３．略 

４．第２項、第３項に違反して、ＥＴＣカードが第

三者に利用された場合、ＥＴＣカードの利

用により発生する通行料金その他の損害

は会員が負担します。 

５、６ 略 

 

第 10条（個人情報の取扱い） 

１．会員は、ＥＴＣカード発行の申し込み時に登

録した個人情報及びＥＴＣシステムならび

にＥＴＣ前払割引の利用に基づき道路事

業者が作成し、ＵＣ社に送付する通行記

録等及び請求データを、当社が必要な範

囲で利用することを了承します。 

２．略 

 

第 12条（本特約の変更等） 

当社は、本特約の一部または全てを変更する

場合は、当社ホームページでの告知その他当

社所定の方法により会員にその内容を告知し

ます。告知後に会員がＥＴＣカードを利用した場

合、または告知開始後 1 ヶ月を経過した時点

で、会員が変更内容を承認したものとみなしま

す。 

【下線部は改定部分を示します。】 

 

 

■青山コーポレートカード会員規約 新旧対照表      

改定後 現 行 

第 1条（法人会員） 

株式会社青山キャピタル（以下「当社」といい

ます。）に対し、青山コーポレートカード会員規

約・カード使用者規約（以下「本規約」といいま

す。）を承認のうえ、当社が発行する青山コー

ポレートカード（以下「カード」といいます。）の利

第 1条（法人会員） 

株式会社青山キャピタル（以下「当社」といい

ます。）に対し、青山コーポレートカード会員規

約・カード使用者規約（以下「本規約」といいま

す。）を承認のうえ、当社が発行する青山コー

ポレートカード（以下「カード」といいます。）の利



用をお申し込みいただき、当社がカード利用を

承諾した法人又は団体（以下総称して「法人」と

いいます。）を法人会員とします。契約は、当社

が承諾をした日に成立するものとします。 

 

第 2条（カード利用単位（組織）、管理責任者及

びカード使用者） 

1.法人は入会にあたり、カードの利用単位（組

織）（以下「カード利用単位」といいます。）及

びカード利用単位の管理責任者（以下「管理

責任者」といいます。）を指定するものとしま

す。（以下略） 

2.管理責任者は、法人会員に代わってカードを

使用する方（以下「カード使用者」といいま

す。）を所定の方法により届け出るものとしま

す。ただし、カード使用者はカード利用単位

に所属する役職員で、当社に対し本規約を

承認のうえ、カード使用者となることをお申込

みいただき、当社が適格と認めた方としま

す。 

3.法人会員は当社との連絡のため、法人の連

絡担当者を所定の方法により指定するもの

とし、カード及び郵便物の送付、並びに当社

からの連絡・通知等は法人の連絡担当者に

行うことによって法人会員に行ったものとみ

なします。 

 

第 3条（カードの使途及び法人会員の責任） 

カードの利用目的は、事業性のものに限るも

のとし、法人会員は、カード使用者のカード及

び各種サービスの利用によって生じる一切の

責任を負担します。 

 

 

 

 

用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた

法人又は団体（以下「法人」といいます。）を法

人会員とします。 

 

 

第 2 条（カード利用単位、管理責任者及びカー

ド使用者） 

1.法人は入会にあたり、カードの利用単位（以

下「カード利用単位」といいます。）及びカード

利用単位の管理責任者（以下「管理責任者」

といいます。）を指定するものとします。（以下

略） 

2.管理責任者は、法人会員に代わってカードを

使用する方（以下「カード使用者」といいま

す。）を所定の方法により届出るものとしま

す。ただし、カード使用者はカード利用単位

に所属する役職員で、当社に対し本規約を

承認した方とし、当社が適格と認めた方とし

ます。 

 

3.法人会員は当社との連絡のため、連絡担当

者を所定の方法により指定するものとし、カ

ード及び郵便物の送付、並びに当社よりの

連絡・通知等は連絡担当者に行うことによっ

て法人会員に行ったものとみなします。 

 

 

第 3条（法人会員とカード使用者の連帯責任） 

法人会員及びカード使用者は、カードの使用

及び各種サービスの利用により生ずる一切の

責任について連帯して引き受けるものとしま

す。ただし、カード使用者の支払い責任は、年

会費、自己に貸与されたカードの使用、及び各

種サービスの利用によって生ずる債務及び諸

手数料に限られます。 

 



第 4条（カードの発行と管理） 

1.カードの券面には、カード使用者の氏名、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。）が表示さ

れています。法人会員へのカード発行は、そ

のカード使用者に対し当社がカードを貸与す

ることによって行います。また、カード番号は

当社が指定のうえ、カード使用者が利用でき

るようにしたものです。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。また、カ

ードと本規約は原則としてカード利用単位の

管理責任者へ送付します。（以下略） 

2.カード使用者は、当社よりカードが貸与された

場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該

カード使用者ご自身の署名を行います。 

3.カードの所有権は当社に属し、法人会員及び

カード使用者は、カード及びカード情報を善

良なる管理者の注意をもって使用・管理する

ものとします。また法人会員及びカード使用

者は、カードを破壊、分解等又はカードに格

納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等

を行わないものとします。なお、法人会員

は、カード発行後も、届出事項（第 17 条第１

項の届出事項をいいます。）の確認（以下

「取引時確認」といいます。）手続を当社が求

めた場合にはこれに従うものとします。 

4.カード及びカード情報は、カード表面に名前

が印字され、所定の署名欄に自署したカード

使用者本人のみが利用でき、カードを他人に

貸与、預託、譲渡又は質入れ、担保に提供

するなどカードの占有を第三者に移転するこ

とは一切できません。また、カード情報を他

人に使用させたり、提供したりすることも一切

第 4条（カードの発行と管理） 

1.カードの券面には、カード使用者の氏名、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。）が表示さ

れています。法人会員には、そのカード使用

者 1 名につき各 1 枚のカードを貸与します。

また、カード番号は当社が指定のうえ、カー

ド使用者が利用できるようにしたものです。

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。カードと会員規約は原則としてカ

ード利用単位の管理責任者へ送付します。

（以下略） 

2.当社よりカードが貸与された場合は、直ちに

当該カードの署名欄に当該カード使用者ご

自身の署名をしていただきます。 

3.カードの所有権は当社に属し、法人会員及び

カード使用者には、カード及びカード情報を

善良なる管理者の注意をもって使用管理し

ていただきます。法人会員は、カード発行後

も、届出事項（第17条第１項の届出事項をい

います。）の確認（以下「取引時確認」といい

ます。）手続を当社が求めた場合にはこれに

従うものとします。 

 

 

 

4.カード及びカード情報は、カード表面に名前

が印字され、所定の署名欄に自署したカード

使用者本人のみが利用でき、カードを他人に

貸与、預託、譲渡もしくは担保に提供するな

どカードの占有を第三者に移転することは一

切できません。また、カード情報を他人に使

用させたり、提供したりすることも一切できま



できません。第 22 条第 5 項に定める場合等

におけるカード情報の預託は、法人会員又

はカード使用者が行うものであり、その責任

は法人会員の負担とします。（以下略） 

5.法人会員又はカード使用者が第三者にカード

もしくはカード情報を利用させ又はカードもし

くはカード情報が第三者に利用された場合、

その利用代金等の支払いは法人会員が引

き受けるものとします。ただし、カード又はカ

ード情報の管理状況等を踏まえて法人会員

又はカード使用者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。 

6.カードの有効期限は当社が指定するものと

し、カードの表面に印字した月の末日までと

します。 

7、8. 略 

9.法人会員及びカード使用者は、当社又は当

社の提携会社が提供する付帯サービスを利

用できます。なお、付帯サービスの利用に関

する規約等がある場合には、それに従うもの

とします。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を予め承認い

ただきます。 

 

第 5条（カードの年会費） 

1.法人会員は、当社に対し毎年当社所定の時

期に所定の年会費を支払うものとします。

（以下略） 

2. 略 

3.すでにお支払済みの年会費は、退会又は会

員資格の取消となった場合その理由の如何

を問わず返還いたしません。 

 

第 6条（暗証番号） 

1、2. 略  

せん。カード情報の預託は、法人会員又はカ

ード使用者が行うものであり、その責任は法

人会員及びカード使用者の負担とします。

（以下略） 

5.前項に違反してカードが使用された場合、そ

の利用代金等の支払いは法人会員及び当

該カード使用者が連帯して引き受けるものと

します。ただし、法人会員又はカード使用者

が故意又は過失の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.カードの有効期限は当社が指定する日までと

し、カードの表面に印字した月の末日までと

します。 

7、8. 略 

9.法人会員及びカード使用者は、当社又は当

社の提携会社が提供する付帯サービスを利

用できます。なお、付帯サービスの利用に関

する規約等がある場合には、それに従うもの

とします。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。 

 

第 5条（カードの年会費） 

1.法人会員は、当社に対し毎年所定の時期に

所定の年会費を支払うものとします。（以下

略） 

2. 略  

3.すでにお支払済みの年会費は、退会又は会

員資格の取消となった場合その理由の如何

を問わず返却いたしません。 

 

第 6条（暗証番号） 

1、2. 略 



3.法人会員又はカード使用者が、第三者に暗

証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に

知られた場合、これによって生じた損害は、

法人会員の負担とします。ただし、暗証番号

の管理状況等を踏まえて法人会員又はカー

ド使用者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。 

 

第 7条（カード利用可能枠） 

1.当社は、当社所定の方法により、カード総利

用可能枠を設定のうえ法人会員に通知しま

す。また、個々のカード利用可能枠は法人会

員がカード使用者を届出する際に所定の方

法で申し出た範囲内とし、第 25 条第 1 項に

定めるショッピングサービスのカード利用可

能枠を設定いたします。ただし、個々のカー

ド利用可能枠の合計はカード総利用可能枠

の範囲内とします。カード使用者は、未決済

利用代金を合算した金額がカード利用可能

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。 

2. 略  

（削除） 

 

 

 

3. 第 1 項に定めるカード利用可能枠を超えて

カードを利用した場合には、第 8条第 1項に

かかわらず、当社からの請求次第、そのカ

ード利用代金の全部又は一部をお支払いた

だくことがあります。 

4.第 1 項のカード利用可能枠は、当社が必要と

3. 法人会員又はカード使用者が、法人会員又

はカード使用者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、法人会員及びカード使用者の負担としま

す。ただし、法人会員又はカード使用者が故

意又は過失の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。 

 

第 7条（カード利用可能枠） 

1.カード利用可能枠は、カード使用者 1 名につ

き当社が決定した額を限度とし、カード使用

者の未決済利用代金を合算した金額がカー

ド利用可能枠を超えない範囲で利用できま

す。なお、本条における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。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 略 

3. 第 1項にかかわらず当社は、法人会員全体

の利用可能枠をカード使用者に対する利用

可能枠とは別に定めることができるものとし

ます。 

4. 第 1 項に定めるカード利用可能枠を超えて

カードを利用した場合には、第 8条第 1項に

かかわらず、当社からの請求次第、そのカ

ード利用代金の全部又は一部をお支払いた

だくことがあります。 

5.第 1項及び第 3項のカード利用可能枠は、当



認めた場合には、増枠できるものとします。

（以下略） 

 

第 8条（代金決済） 

1、2. 略  

3.当社は、第 1項及び前項に基づく毎月のお支

払金額及び利用内容を、お支払月の前月末

頃、法人会員が予め届け出た送付先にご利

用明細書として郵送により通知します。法人

会員及びカード使用者は、ご利用明細書の

記載内容についてカード使用者自身の利用

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合せ又はご確認

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。 

4. 略  

5.お支払預金口座の預金残高不足等により、

第 1項及び第 2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。（以下略） 

6. 法人会員は、第 1項 3文及び前項但書に基

づき、当社が別途支払方法として振込みを

指定した場合、当社又は金融機関所定の時

刻までに振込みを完了するものとし、振込み

の完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業

日の支払いと取り扱うことができることに異

議がないものとします。 

 

第 10条（費用の負担） 

社が必要と認めた場合には、増枠できるもの

とします。（以下略） 

 

第 8条（代金決済） 

1、2. 略 

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、普通郵便

で法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。法人会員及びカード

使用者は、ご利用明細書の記載内容につい

てカード使用者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

へのお問合せ、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。 

 

4. 略 

5.法人会員のお支払預金口座の預金残高不足

等により、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。（以下略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第 10条（費用の負担） 



1.法人会員のご都合による第 8 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)、公租公課等は、退会後といえども

法人会員が負担するものとします。 

 

 

 

 

 

2. 略  

 

第 11条（退会及びカードの使用取消と返却） 

1.法人会員は当社あて所定の手続きをすること

により、いつでも退会、特定のカード利用単

位の廃止及び特定のカード使用者の使用取

消をすることができます。この場合、法人会

員は当社に対して残債務の全額をお支払い

ただくことがあります。 

2.法人会員又はカード使用者のいずれかが、

次の各号の一つにでも該当した場合、その

他当社が法人会員、カード利用単位又はカ

ード使用者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、全部

もしくは一部のカード及び付帯サービスの使

用停止、法人会員の資格を取消しすることが

でき、特定のカード利用単位の廃止又は特

定のカード使用者の資格取消をすることがで

き、これらの措置とともに加盟店等に当該カ

ードの無効を通知することがあります。 

(イ)カードの申込もしくはその他の当社への

申込、申告、届出などで虚偽の申告をした

場合。 

(ロ) 略 

(ハ)法人会員が当社に対する支払債務又は

当社が保証している債務の履行を怠った

場合。 

1.法人会員のご都合による第 8 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)、公租公課及び当社と法人会員又

はカード使用者との間で締結する債務の支

払いにかかる公正証書の作成費用は、法人

会員及びカード使用者が連帯して負担する

ものとします。ただし、退会した場合でも同様

に法人会員及びカード使用者が連帯して負

担するものとします。 

2. 略 

 

第 11条（退会及びカードの利用停止と返却） 

1.法人会員は当社あて所定の退会手続きをす

ることにより、いつでも退会及び特定のカード

使用者の使用取消をすることができます。そ

の場合、法人会員は当社に対して残債務の

全額をお支払いただくことがあります。 

 

2.法人会員又はカード使用者が、次の各号の

一つにでも該当した場合、その他当社が法

人会員又はカード使用者として不適当と認め

た場合、当社は、何らの通知・催告を要せず

して、カード及び付帯サービスの利用停止又

は法人会員の資格取消、又は特定のカード

使用者の資格取消をすることができ、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。 

 

 

(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、虚偽の申告

をした場合。 

(ロ) 略 

(ハ)当社に対する支払債務又は当社が保証

している債務の履行を怠った場合。 

 



(ニ) ～(ト) 略 

  (チ)法人会員（当該法人の役員等を含む）又

はカード使用者が以下のいずれかに該当

したことが判明した場合。 

①暴力団②暴力団員③暴力団員でなく

なった時から５年を経過しない者④暴力

団準構成員⑤暴力団関係企業⑥総会屋

等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能

暴力集団⑦その他前記①から⑥に掲げ

る者（以下これらを「暴力団員等」といい

ます。）の共生者に該当した場合、⑧テロ

リスト等、日本政府、外国政府、国際機関

等が経済制裁・資産凍結等の対象として

指定する者及びその他①から⑧に準じる

者並びに次の①から⑤までのいずれか

に該当した場合。 （以下略） 

3. 略  

4.法人会員は、第 1 項又は第 2 項の定めによ

り、退会及び資格取消となった場合はすべて

のカード使用者のカードを、特定のカード利

用単位の廃止及び特定のカード使用者の使

用取消又は資格取消の場合は該当するカー

ド使用者のカードを、直ちに当社の指示する

方法に従い当社に返却もしくは裁断のうえ破

棄するものとします。 

5.資格取消、退会又はカードの使用取消がなさ

れた後にカードを使用した場合(カード番号

の使用を含みます。)には、その代金相当額

を直ちにお支払いただきます。 

6. 略  

 

第 12条（会員資格の再審査） 

当社は法人会員及びカード使用者の適格性

について入会後、定期・不定期の再審査を行

います。この場合、法人会員及びカード使用者

は必要に応じ当社の求める資料の提出等、当

(ニ) ～(ト) 略 

 (チ)法人会員（当該法人の役員等を含む）又

はカード使用者が以下のいずれかに該

当したことが判明した場合。 

①暴力団②暴力団員③暴力団員でなく

なった時から５年を経過しない者④暴力

団準構成員⑤暴力団関係企業⑥総会屋

等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能

暴力集団⑦その他前記①から⑥に掲げ

る者（以下これらを「暴力団員等」といい

ます。）の共生者に該当した場合、⑧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及

びその他①から⑧に準じる者並びに次の

①から⑤までのいずれかに該当した場

合。（以下略） 

3. 略  

4.法人会員は、第 1 項及び第 2 項の定めによ

り、退会及び資格取消となった場合はすべて

のカード使用者のカードを、特定のカード利

用単位の廃止及び特定のカード使用者の使

用取消の場合は該当するカード使用者のカ

ードを、直ちに当社の指示する方法に従い

返却もしくは裁断のうえ破棄するものとしま

す。 

5.資格取消、退会又はカードの使用取消がなさ

れた後にカードが使用された場合(カード番

号の使用を含みます。)には、その代金相当

額を直ちにお支払いただきます。 

6. 略  

 

第 12条（会員資格の再審査） 

当社は法人会員又はカード使用者の適格性

について入会後、定期・不定期の再審査を行

います。この場合、法人会員及びカード使用者

は必要に応じ当社の求める資料の提出等、当



社の指示に応じるとともに、当社が公的機関の

発行する書類を取得する場合があることにつ

いて異議がないものとします。 

 

第 13条（期限の利益喪失） 

1.法人会員が、次のいずれかの事由に該当し

たときは、当然に支払債務全額について期

限の利益を失い、直ちにその債務の全額を

支払うものとします。 

(イ)～(ニ) 略 

（ホ）カードの破壊、分解等を行い、又はカード

に格納された情報の漏洩、複製、改ざん、

解析等を行ったとき。 

2.法人会員は、次のいずれかの事由に該当し

たときは、当社の請求により支払債務全額に

ついて期限の利益を失い、直ちにその債務

の全額を支払うものとします。 

(イ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の

所有権を侵害する行為をしたとき。 

 

 

 

 

 

(ロ)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。 

(ハ)法人会員の信用状態が著しく悪化したと

き。 

(ニ)法人会員が会員資格を喪失したとき、又

はカード使用者がカードの使用取消となっ

たとき。 

（ホ）法人会員又はカード使用者が、第 11条 

第 2項（チ）又は（リ）に該当したとき又は、 

当社が第 17条第 5項に定める資料の提出 

を求めたにもかかわらず、合理的な期間内 

に資料が提出されないとき。 

社の指示に応じるものとします。 

 

 

 

第 13条（期限の利益喪失） 

1.法人会員又はカード使用者は、次のいずれ

かの事由に該当したときは、当然に支払債

務全額について期限の利益を失い、直ちに

その債務の全額を支払うものとします。 

(イ) ～(ニ) 略 

（新設） 

 

 

2.法人会員は、次のいずれかの事由に該当し

たときは、当社の請求により支払債務全額に

ついて期限の利益を失い、直ちにその債務

の全額を支払うものとします。 

(イ)入会申込に際して、虚偽の申告があった

とき。 

(ロ)カードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、担

保提供等し、又は支払い完済前の商品

の質入れ、譲渡、賃貸等、その他カード

の所有権又は支払い完済前の商品の

所有権を侵害する行為をしたとき。 

(ハ)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。 

(ニ)法人会員又はカード使用者の信用状態

が著しく悪化したとき。 

(ホ)法人会員が資格を喪失したとき、又はカ

ード使用者がカードの使用取消となったと

き。 

（新設） 

 

 

 

 



 

第 14条（カード利用の一時停止等） 

1～3. 略  

4. 当社はカード及びカード情報が第三者によ

り不正使用される可能性があると判断した

場合、法人会員及びカード使用者への事前

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。 

 

第 15条（遅延損害金） 

約定支払日に支払債務の履行がない場合

は、お支払いになるべき金額に対して、その支

払期日の翌日から完済に至るまで、また本規

約に基づく債務において期限の利益を喪失し

た場合は、支払債務の元金残全額に対し期限

の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、第

25条第 1項に定めるショッピングサービスは年

14.6％の割合で遅延損害金を申し受けます。

（以下略） 

 

第 16条（カードの盗難、紛失、再発行等） 

1.万一法人会員又はカード使用者がカードを盗

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、

又はカードを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。 

2～4. 略 

 

第 17条（届出事項の変更） 

1～2. 略 

3.第 1 項の変更手続がないために当社から送

付する通知書、書類その他のものが延着し

 

第 14条（カード利用の一時停止等） 

1～3. 略 

4. 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、法人会員及びカード使用者への事

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。 

 

第 15条（遅延損害金） 

約定支払日に支払債務の履行がない場合

は、お支払いになるべき金額に対して、その支

払期日の翌日から完済に至るまで、また本規

約に基づく債務において期限の利益を喪失し

た場合は、支払債務の元金残全額に対し期限

の利益喪失の翌日から完済に至るまで、年

14.6％の割合で遅延損害金を申し受けます。

（以下略） 

 

 

第 16条（カードの盗難、紛失、再発行等） 

1.万一カード使用者がカードを盗難、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。 

 

2～4. 略 

 

第 17条（届出事項の変更） 

1～2. 略 

3.第 1 項の変更手続がないために当社から送

付する通知書、書類その他のものが延着し



又は到着しなかった場合は、通常到着すべ

きときに法人会員及び連絡担当者に到着し

たものとみなします。ただし、第1項の変更手

続を行わなかったことについて、やむを得な

い事情があると当社が認めた場合は、この

限りでないものとします。 

4～5. 略 

6.当社は、法人会員と当社との各種取引にお

いて、法人会員が当社に届け出た内容又は

公的機関が発行する書類等により当社が収

集した内容のうち、同一項目について異なる

内容がある場合、最新の届出内容又は収集

内容に変更することができるものとします。 

 

第 24条（規約の改定並びに承認） 

1.当社は、次の各号に該当する場合には、本

規約を変更する旨、変更後の内容及び効力

発 生 時 期 を 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.aoyama-card.co.jp）において

公表するほか、必要があるときにはその他

相当な方法で法人会員に周知した上で、本

規約を変更することができるものとします。な

お、（ロ）に該当する場合には当社は、定め

た効力発生時期が到来するまでに、予めホ

ームページへの掲載を行うものとします。 

（イ）変更の内容が法人会員及びカード使用者

の一般の利益に適合するとき。 

（ロ）変更の内容が本規約に係る取引の目的に

反せず、変更の必要性、変更後の内容の相

当性その他の変更に係る事情に 

照らし、合理的なものであるとき。 

2.当社は、前項に基づくほか、予め変更後の内

容 を 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.aoyama-card.co.jp）において

告知する方法又は法人会員に通知する方法

その他当社所定の方法により法人会員にそ

又は到着しなかった場合は、通常到着すべ

きときに法人会員及び連絡担当者に到着し

たものとみなします。ただし、第1項の変更手

続を行わなかったことについて、やむを得な

い事情があり、法人会員がこれを証明した場

合は、この限りでないものとします。 

4～5. 略 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第 24条（規約の改定並びに承認） 

当社は本規約の一部又は全てを変更する場

合は、変更内容の通知、又は変更後の規約の

送付その他当社所定の方法により法人会員に

その内容をお知らせいたします。お知らせ後に

本規約に基づく取引があった場合又はお知ら

せ後 1 ヶ月の経過をもって、法人会員及びカー

ド使用者は規約の改定を承認したものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aoyama-card.co.jp/
https://www.aoyama-card.co.jp/


の内容を周知した上で、本規約を変更するこ

とができるものとします。この場合には、法人

会員は、当該周知の後に法人会員又はカー

ド使用者が本規約に係る取引を行うことによ

り、変更後の内容に対する承諾の意思表示

を行うものとし、当該意思表示をもって本規

約が変更されるものとします。 

 

第 27条（立替払い又は債権譲渡） 

1.当社は、法人会員及びカード使用者の委託

に基づき、加盟店がショッピングサービスに

より生じた法人会員に対する債権を法人会

員に代わって立替払いするものとし、法人会

員は、予め異議なくこれを承認します。法人

会員は、当社に対して当社が立替払いによ

り法人会員に対して取得する求償金債権を

支払うものとします。  

 

（第 3項へ移動） 

 

 

 

 

 

 

2.前項により当社が取得する求償債権の債権

額は、加盟店においてカード使用者がご利

用になったショッピングサービスに係る売上

票等の合計金額とします。（以下略） 

3.法人会員は、当社の指定する加盟店におい

ては、当社が立替払いを行うのではなく、加

盟店がショッピングサービスにより生じた法

人会員に対する債権を任意の時期及び方法

で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けるこ

とについて、次のいずれの場合についても予

め承諾するものとします。なお、債権譲渡に

 

 

 

 

 

 

 

 

第 27条（債権譲渡） 

1.法人会員及びカード使用者は、加盟店がショ

ッピングサービスにより生じた法人会員に対

する債権を任意の時期及び方法で当社に譲

渡し、当社がこれを譲り受けることについて、

次のいずれの場合についても予め承諾する

ものとします。なお、債権譲渡について、加

盟店・クレジット会社・金融機関等は、法人会

員及びカード使用者に対する個別の通知又

は承諾の請求を省略するものとします。 

(イ)加盟店が当社に譲渡すること。 

(ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・

金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社

に譲渡すること。 

(ハ)加盟店がマスターに加盟するクレジット

会社・金融機関等に譲渡した債権を、マス

ターを通じ当社に譲渡すること。 

2.前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟

店においてカード使用者がご利用になったシ

ョッピングサービスにかかわる売上票等の合

計金額とします。（以下略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 



ついて、加盟店・クレジット会社・金融機関等

は、法人会員に対する個別の通知又は承諾

の請求を省略するものとします。本項により

当社が譲り受ける債権額については、前項

の規定を準用するものとします。 

(イ)加盟店が当社に譲渡すること。 

(ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・

金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社

に譲渡すること。 

(ハ)加盟店がマスターに加盟するクレジット

会社・金融機関等に譲渡した債権を、マス

ターを通じ当社に譲渡すること。 

4.法人会員及びカード使用者は、カード利用に

より当社が譲り受けた債権に関して、加盟店

に有する一切の抗弁権を主張しないことを当

該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認

するものとします。 

 

第 28条（支払区分） 

カード使用者のショッピングサービスの支払

区分は、原則 1回払いとなります。 

 

 

 

第 29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法人会員に対する債

権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加

盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務

が完済されるまで当社に留保されることを法人

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。（以下略） 

 

第 30条（見本・カタログ等と現物の相違） 

カード使用者が加盟店に対して見本・カタロ 

グ等より申し込みをした場合において、提供さ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

第 28条（支払区分） 

カード使用者のショッピングサービスの支払

区分は、原則 1回払いとなります。海外でショッ

ピングサービスを利用した場合も同様としま

す。 

 

第 29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法人会員に対する債

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、当該商品にかかる債

務が完済されるまで当社に留保されることを法

人会員及びカード使用者は認めるとともに、次

の事項を遵守するものとします。（以下略） 

 

第 30条（見本・カタログ等と現物の相違） 

カード使用者が加盟店に対して見本・カタロ

グ等より申し込みをした場合において、提供さ



れた商品、権利又は役務が見本・カタログ等と

相違している場合は、カード使用者は加盟店に

商品の交換を申し出るか又は加盟店との間の

当該売買契約の解除をすることができます。 

 

（廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れた商品、権利又は役務が見本・カタログ等と

相違している場合は、カード使用者は加盟店に

商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の

解除をすることができます。 

 

《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。)又は青山コーポレートカ

ード会員規約・カード使用者規約(以下「会員

規約」といいます。)第 25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

合の、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、カード使用者がショ

ッピングサービスを利用した場合、当社は法

人会員の委託に基づき、法人会員に代わっ

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、法人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 3条（求償金債権、債務） 

法人会員は、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

が法人会員に対して取得する求償金債権を会

員規約のカードショッピング条項に基づく譲受



 

 

 

《個人事業主法人会員特約》 

個人事業主の方がお申込みの場合は、本特約

が適用され、青山コーポレートカード会員規

約・カード使用者規約(以下「会 

員規約」といいます。) 第 1条第 1項及び第 19

条の 2第 1項が下記のように変更されます。 

1.会員規約第 1 条第 1 項を以下の内容としま

す。 

1.株式会社青山キャピタル（以下「当社」とい

います。）に対し、青山コーポレートカード

会員規約・カード使用者規約（以下「本規

約」といいます。）及び、個人事業主法人

会員特約を承認のうえ、会員の区分を指

定して当社が発行する青山コーポレートカ

ード（以下「カード」といいます。）の利用を

お申し込みいただき、当社がカード利用を

承諾した個人事業主を個人事業主法人会

員といいます。契約は、当社が承諾をした

日に成立するものとします。また、本規約

第 2 条以下の各条項内の法人は個人事

業主に、法人会員は個人事業主法人会員

に読みかえるものとします。 

2. 略 

 

《青山コーポレートカード ＥＴＣカード特約》 

第 3条（ＥＴＣカードの発行と管理） 

1.株式会社青山キャピタル(以下「当社」といい

ます。)は、法人会員及びカード使用者が、青

山コーポレートカード会員規約・カード使用者

規約(以下「会員規約」といいます。)及び本

特約を承認のうえ、所定の方法でＥＴＣカード

の利用を申込み、当社がＥＴＣカードの利用

を承諾した場合、カードに追加してＥＴＣカー

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。 

 

《個人事業主法人会員特約》 

個人事業主の方がお申込みの場合は、本特約

が適用され、青山コーポレートカード会員規

約・カード使用者規約(以下「会 

員規約」といいます。) 第 1条第 1項及び第 19

条の 2第 1項が下記のように変更されます。 

1.会員規約第 1 条第 1 項を以下の内容としま

す。 

1.株式会社青山キャピタル（以下「当社」とい

います。）に対し、青山コーポレートカード

会員規約・カード使用者規約（以下「本規

約」といいます。）及び、個人事業主法人

会員特約を承認のうえ、会員の区分を指

定して当社が発行する青山コーポレートカ

ード（以下「カード」といいます。）の利用を

お申し込みいただき、当社が入会を認め

た個人事業主を個人事業主法人会員とい

います。また、本規約第2条以下の各条項

内の法人は個人事業主に、法人会員は個

人事業主法人会員に読みかえるものとし

ます。 

 

2. 略 

 

《青山コーポレートカード ＥＴＣカード特約》 

第 3条（ＥＴＣカードの発行と管理） 

1.株式会社青山キャピタル(以下「当社」といい

ます。)は、法人会員及びカード使用者が、青

山コーポレートカード会員規約・カード使用者

規約(以下「会員規約」といいます。)及び本

特約を承認のうえ、所定の方法で申込み、

当社が適当と認めた場合、カードに追加して

ＥＴＣカードを発行し、貸与いたします。 



ドを発行し、貸与いたします。契約は、当社

が承諾をした日に成立するものとします。 

2.ＥＴＣカードは、当社が所有権を有し、法人会

員及びカード使用者には善良なる管理者の

注意をもって使用し保管するものとします。 

3～7. 略 

 

第 12条（本特約の変更等） 

 会員規約に定める（規約の改定並びに承認）

の規定は、本特約の変更について準用します。

この場合において、会員規約に定める（規約の

改定並びに承認）中「本規約」とあるのは、「本

特約」と読み替えるものとします。 

 

 

 

2.ＥＴＣカードの所有権は当社に属し、法人会員

及びカード使用者には善良なる管理者の注

意をもって使用し保管するものとします。 

3～7. 略 

 

第 12条（本特約の変更等） 

当社は、本特約の一部又は全てを変更する 

場合は、当社ホームページでの告知その他当

社所定の方法により法人会員にその内容を告

知します。告知後にカード使用者がＥＴＣカード

を利用した場合、又は告知開始後 1ヶ月を経過

した時点で、法人会員及びカード使用者は変

更内容を承認したものとみなします。 

【下線部は改定部分を示します。】 

 

以上 


