
 

熊本銀行アレコレ nimoca 会員特約 

第 1条（名称）  

本カードは株式会社ニモカ（以下「ニモカ」という）と株式会社熊本銀行（以下「当行」という）および、株式会社ＦＦ

Ｇカード（以下「当社」というまた、ニモカと当行と当社をあわせて「三社」という）が提携し、所定の方法で発行する

もので、カードの名称は「熊本銀行アレコレ nimoca」と称します。  

 

第 2 条（会員と本カードの貸与）  

1.本特約ならびにアレコレカード会員規定、ＦＦＧカード会員規約、熊本銀行プラスワンサービス・アレコレカードロー

ン取引規定、熊本銀行プラスワンサービス・アレコレカードローン保証委託約款、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバン

ク」規定、nimoca 取扱規則、クレジット nimoca 特約、nimoca ポイントサービス規則を承認のうえ入会の申込みをした

方で、三社が適格と認めた方を会員とします。  

2.本カードの所有権は三社に帰属し、三社は会員に本カードを貸与します。  

 

第 3 条（会員資格の喪失）  

会員が、ニモカもしくは当社もしくは当行の一方から、カード会員資格を取り消された場合には、三社の会員としての資

格も喪失するものとします。  

 

第 4 条（三社のサービス等の利用）  

1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、三社が提供する機能およびサービスを受ける場合、

各々の会員規定・規約・特約または各々が別途定める方法により利用するものとします。  

（1）ニモカが提供する IC 乗車券サービスおよび電子マネーサービス、nimoca ポイントサービス、その他の付帯サービス。  

（2）当行が提供するキャッシュカードサービス、プラスワンサービス、カードローンサービス、ならびに付帯サービス。 

（3）当社が提供するクレジットカードサービス、ならびに付帯サービス。ただし、クレジットカードサービスのうちシ

ョッピングサービス利用において本カードをインプリンター加盟店（カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を

行う加盟店）で利用することはできません。  

2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、三社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡

するものとします。  

 

第 5 条（年会費等）  

会員は、本特約等に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。  

 

第 6 条（本特約の改定）  

本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改定を承認した

ものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、アレコレカード会員規定、ＦＦＧカード会員規約、熊本

銀行プラスワンサービス・アレコレカードローン取引規定、熊本銀行プラスワンサービス・アレコレカードローン保証委

託約款、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定、nimoca 取扱規則、クレジット nimoca 特約、nimoca ポイントサー

ビス規則が適用されます。 

 

 

 

 

 



アレコレ nimoca 個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約 

第 1条（適用） 

 本条項は申込者（以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という）が株式会社ニモカ（以下

「ニモカ」という）が当行および当社と提携して発行する熊本銀行アレコレ nimoca の申込を行う場合に適用します。 

第 2条（ニモカへの個人情報の提供及び利用に関する同意）  

1.会員は、当行および当社が保護措置を講じた上で、ニモカに対し、ニモカにおける会員管理を目的として、下記の個人

情報を提供し、ニモカがこれを利用することに同意します。  

（1）ＦＦＧカード会員規約等に基づき当行に届出のあった情報若しくは会員が当行に提出する書類等に記載されている

情報  

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

（3）カード会員番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）  

（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）  

（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）  

2.会員は、当行および当社が保護措置を講じた上で、ニモカに対し、ニモカの nimoca ポイントサービスの提供を目的と

して、下記の個人情報を提供し、ニモカがこれを利用することに同意します。  

（1）会員の本カードのクレジット機能のご利用状況をポイント化した情報  

3.会員は、当行および当社が保護措置を講じた上で、ニモカの IC カード発行事業および IC 乗車券サービス事業、電子マ

ネーサービス事業、ポイントサービス事業における(ⅰ)本カードの機能、付帯サービス、特典等の提供、(ⅱ)サービス

およびそれに関するシステム等の開発、(ⅲ)宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的として、第 1 項(1)および前項

(1)の個人情報を提供し、ニモカがこれらを利用することに同意します。  

4.会員は、前項の同意の範囲内でニモカが当該情報を利用している場合であっても、ニモカに対しその中止を申出ること

ができます。なお、これらの情報の一部または全部の利用を中止した場合、前項の利用目的に沿ったサービスの提供が

できなくなる場合があります。  

 

株式会社ニモカ  

〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉一丁目 12 番 23 号 西鉄今泉ビル 4階 

Tel 0570-092-111 または 092-303-7000（ニモカコールセンター 受付時間：8時～20 時）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）

会員規約をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。

ご 利 用 規 約

アレコレカード規定

FFGカード会員規約

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）

マイ・ペイすリボ会員特約

ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

個人情報の取扱いに関する同意条項

（平成28年8月改定）

ア レ コ レ

VISAカード等



アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店

③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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毎月の締切日
時点での残高

10万円以下
10万円を超えて20万円まで
以後残高10万円増加毎に

翌月の弁済金

２万円以上
１万円単位

長期コース
5千円
1万円
5千円増加

標準コース
1万円
2万円
1万円増加

短期コース
2万円
4万円
2万円増加

定額コース



アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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キャッシング
リボ

キャッシング
一括

海外キャッシュ
サービス

当社が指定するATM等で暗証番号を入力し
て所定の操作をし、直接現金を受領する方法
国際提携組織と提携した日本国外の金融機
関の本支店のうち当社の指定する店舗にお
いてカードを提示し、所定の伝票に署名し、
直接現金を受領する方法

キャッシング
リボ

キャッシング
一括

海外キャッシュ
サービス

本会員 家族会員

締切日時点の
ご利用残高

ご指定の毎月返済額

2007年12月16日以降にキャッシング
リボのご利用枠を設定・増枠された方、
お手持ちのカードで初めてキャッシ
ングリボをご利用いただいた方
2007年12月15日以前よりキャッシン
グリボをご利用の方

変更後毎月返済額

20万円

50万円

1万円以下
2万円

70万円

100万円

2万円以下
3万円

3万円以下
4万円

200万円

アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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キャッシング
リボ

元利定額返済

一般会員
　…実質年率１2．８％
　　　　　 ～１8．０％
ゴールドカード会員
　…実質年率１2．８％
　　　　　 ～１5．０％
プラチナカード会員
　…実質年率１2．８％
　　　　　 ～１5．０％

実質年率１5．０％
　　　～１8．０％23日～56日（但し暦による）・1回元利一括返済

キャッシング
一括
海外キャッシュ
サービス

名　　称 返済方法 返済期間・返済回数 実質年率

ボーナス月
増額返済あり

最長2年9か月・33回（新規ご契約ご利
用枠50万円、実質年率18.0％、毎月返
済額2万円、50万円をご利用の場合）
※返済期間・回数はご利用内容によっ
　て異なります。

キャッシング
リボ 元利定額返済

一般会員
　…実質年率１2．８％
　　　　　 ～１8．０％
ゴールドカード会員
　…実質年率１2．８％
　　　　　 ～１5．０％
プラチナカード会員
　…実質年率１2．８％
　　　　　 ～１5．０％

実質年率１5．０％
　　　～１8．０％

0円、0日・0回

0円、0日・0回元利一括返済
キャッシング
一括
海外キャッシュ
サービス

名　　称 返済方法 返済予定総額及び
返済期間・回数等 実質年率



支払回数

支払期間（ヵ月）

実質年率（％）

3

3

12.00

2.01

5

5

13.25

3.35

6

6

13.75

4.02

10

10

14.25

6.70

12

12

14.50

8.04

15

15

14.75

10.05

18

18

14.75

12.06

20

20

14.75

13.40

24

24

14.75

16.08

30

30

14.75

20.10

36

36

14.50

24.12
利用代金100円
当りの分割払
手数料の額（円）

アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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リボルビング
払い 分割払い キャッシング

リボ
キャッシング
一括

海外
キャッシュ
サービス

当社が別途定める期間において、当社の
提携金融機関の日本国内のATM等から
入金して返済する方法
当社が別途定める期間に事前に当社に申
出ることにより、支払期日に口座振替によ
り返済する方法

当社へ現金を持参して返済する方法

当社が別途定める期間に事前に当社に申
出のうえ、振込等により当社指定口座へ
入金する方法
（振込手数料は負担いただきます）

全額返済
のみ可

全額返済
のみ可

全額返済
のみ可

全額返済
のみ可

全額返済
のみ可



アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
（当社が契約する指定紛争解決機関）
日本貸金業協会　貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074　東京都港区高輪３－１９－１５
電話番号　０３－５７３９－３８６１



アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

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

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

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

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

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

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

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

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

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

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

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

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

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

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

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

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

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

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

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

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

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

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

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

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

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

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

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

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

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

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

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

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

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

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

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

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

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

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

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

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

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

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

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

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

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

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

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

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

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

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

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

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

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

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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

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

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

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

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

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

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

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

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

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

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

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

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

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

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

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

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

＜登録される情報とその期間＞

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

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

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

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

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

４．本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する
預金口座（以下「決済口座」という）は、本カードが発行される普
通預金口座とし、それ以外の口座は決済口座に指定できないも
のとします。

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

２．本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却さ
れた場合には、当行および当社で所定の期間のみ保管します。こ
の場合、当行および当社にご確認のうえ、その指示に従い交付を
受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該本カードは
廃棄しますので、利用をご希望の場合は、あらためて本カードの
お申し込みが必要になります。この場合、新たにカードが交付され
るまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不利益、
損害等については、当行および当社は責任を負わないものとしま
す。

第４条（カード貸与）
１．本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、会員に
貸与されるものとします。

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

４．会員は本カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面署名
欄に自署するものとします。

５．本カードは、カード表面に表示された会員本人以外使用できませ
ん。また会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、
管理するものとします。

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

３．前記１および２において、会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害等については、会員が負担するものとし、この場合
の取扱に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

②国内のデビットカード機能を使用できる加盟店での利用
③FFGカード会員規約の定めによるクレジットカード機能サービス
の利用

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

２．会員は当行の提供する特典・サービスを受ける場合は、当行の所
定の方法に従うものとします。

３．当行は会員に事前に通知することなく、特典・サービスの内容を
変更または中止する場合があります。

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

をそれぞれ届出るものとします。ただし、クレジットカードサービス
の暗証番号について会員からの申出が無い場合、または当社が
定める指定禁止番号で申出た場合は、当社所定の方法により登
録します。

２．会員は暗証番号について生年月日、電話番号、住所等他人から
推測されやすい番号の登録は避け、暗証番号を他人に知られな
いよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

３．会員は当行および当社所定の方法によりおのおのの暗証番号を
変更することができるものとします。ただし暗証番号の変更に伴
い新たにカードが交付されるまでの間、会員は本カードを利用で
きなくなることに伴う不利益、損害等については当行および当社
は責任を負わないものとします。

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

４．利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通
知・催告等をすることなく、当行および提携行の現金自動支払機
や当社の加盟店等を通じて、本カードを回収することができるも
のとします。

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

②紛失盗難・偽造の通知を当行が受けた場合は、当行はキャッシュ
カード機能を停止するものとします。また紛失盗難・偽造の通知を
当社が受けた場合は、当社はクレジットカード機能を停止するもの
とします。

③紛失盗難・偽造の通知が当行にあった場合は当社のクレジット
カード機能を、当社にあった場合は当行のキャッシュカード機能を、
それぞれ停止することができるものとします。

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

２．有効期限到来時には新しい更新カードを本会員が当行に届け出
た自宅住所あてに郵送するものとします。当行および当社がクレ
ジットカード機能の引続きの利用を認めない場合は、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を送付するものとし
ます。

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

２．本規定の変更等を前項の①および②双方により行う場合、その
変更内容は、１ヶ月以上の相当期間経過日または通知後のカード
利用日のいずれか先に到来した日から適用されるものとします。

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

２．本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済
をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払う
ものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員
番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。
この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状
況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

す。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことに
よる当社の損害（家族カードの管理に関して生じた損害を含む）
を賠償するものとします。

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

２．氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認
める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変
更事項の届出を行うものとします。

３．前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適
正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、
届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更
内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあり
ます。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないも
のとします。

４．第1項及び第2項の届出がないために、当社からの通知または送
付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着
すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わな
かったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

２．カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会
員のカードショッピングの利用代金を合算した未決済残高として管
理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定
の方法により定めるものとします。

３．割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカード
ショッピングのうちリボルビング払い、分割払い（３回以上のものを
いう。以下同様）、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の
合計額として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利
用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

７．キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利
用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

２．会員は、カードまたはカード情報あるいはチケットが紛失・盗難に
あった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出
るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場
合があります。但し、カード情報の紛失・盗難については、当社へ
の通知で足りるものとします。

３．偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等
の調査に協力するものとします。

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

５．当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事
由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の
任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれ
を承諾するものとします。

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

４．本会員は、第22条の事由により会員資格を取消された場合、本
規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直
ちに債務の全額を支払うものとします。

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

７．カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この
場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、
当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカー
ド会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状
況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

２．カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて
解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引
した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代
金の精算については当社所定の方法によるものとします。

３．会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード
利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容
及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、
加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、
通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ
開示されるものとします。

４．会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済
するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するも
のとします。

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

２．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済
金（毎月支払額）の支払いコースとして元金定額コースを指定した
ときは、支払いコースを指定した際に指定した金額（5千円、または、
1万円以上1万円単位。プラチナカード及びゴールドカードの場合
は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たない
ときはその金額）または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日
時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定め
る手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、
本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月に
ボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができ
ます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希
望し当社が適当と認めた場合は、弁済金（毎月支払額）を増額若し
くは減額できるものとします。

３．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項
以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけ
るリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料
と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に
定める弁済金（毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計
額が弁済金に満たないときはその合計額）を翌月の支払期日に支
払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合
は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う
方法若しくは下表とは異なる金額区分にすることができます。

４．毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い
未決済残高（付利単位100円）に対し、当社所定の手数料率によ
り年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算
して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象と
しません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最
初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

サービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但
し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用され
る利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるも
のになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然
に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率
が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法
の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用
利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることが
あります。

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

２．キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の
合計として当社が指定した金額を、第16条の定めにより支払うも
のとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合で
あっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定
めにより換算された円貨とします。

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超
えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。

●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規
定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額
は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等に
より変動することがあります。

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

（7）前条２項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の６１日以
前に生じた損害

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

２．本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報（下表
の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む）が当該機関に下表
の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録さ
れた情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会
員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されるこ
と、に同意します。

３．本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、
加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモ
ニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必
要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機
関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用され
ることに同意します。

＜登録される情報とその期間＞

※１ 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来
である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が
到来してからとなります。

※２ 上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、
電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名
及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間
請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等
（解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む）となります。

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

２．開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが
明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請
求ができます。

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

４．本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する
預金口座（以下「決済口座」という）は、本カードが発行される普
通預金口座とし、それ以外の口座は決済口座に指定できないも
のとします。

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

２．本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却さ
れた場合には、当行および当社で所定の期間のみ保管します。こ
の場合、当行および当社にご確認のうえ、その指示に従い交付を
受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該本カードは
廃棄しますので、利用をご希望の場合は、あらためて本カードの
お申し込みが必要になります。この場合、新たにカードが交付され
るまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不利益、
損害等については、当行および当社は責任を負わないものとしま
す。

第４条（カード貸与）
１．本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、会員に
貸与されるものとします。

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

４．会員は本カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面署名
欄に自署するものとします。

５．本カードは、カード表面に表示された会員本人以外使用できませ
ん。また会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、
管理するものとします。

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

３．前記１および２において、会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害等については、会員が負担するものとし、この場合
の取扱に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

②国内のデビットカード機能を使用できる加盟店での利用
③FFGカード会員規約の定めによるクレジットカード機能サービス
の利用

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

２．会員は当行の提供する特典・サービスを受ける場合は、当行の所
定の方法に従うものとします。

３．当行は会員に事前に通知することなく、特典・サービスの内容を
変更または中止する場合があります。

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

をそれぞれ届出るものとします。ただし、クレジットカードサービス
の暗証番号について会員からの申出が無い場合、または当社が
定める指定禁止番号で申出た場合は、当社所定の方法により登
録します。

２．会員は暗証番号について生年月日、電話番号、住所等他人から
推測されやすい番号の登録は避け、暗証番号を他人に知られな
いよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

３．会員は当行および当社所定の方法によりおのおのの暗証番号を
変更することができるものとします。ただし暗証番号の変更に伴
い新たにカードが交付されるまでの間、会員は本カードを利用で
きなくなることに伴う不利益、損害等については当行および当社
は責任を負わないものとします。

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

４．利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通
知・催告等をすることなく、当行および提携行の現金自動支払機
や当社の加盟店等を通じて、本カードを回収することができるも
のとします。

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

②紛失盗難・偽造の通知を当行が受けた場合は、当行はキャッシュ
カード機能を停止するものとします。また紛失盗難・偽造の通知を
当社が受けた場合は、当社はクレジットカード機能を停止するもの
とします。

③紛失盗難・偽造の通知が当行にあった場合は当社のクレジット
カード機能を、当社にあった場合は当行のキャッシュカード機能を、
それぞれ停止することができるものとします。

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

２．有効期限到来時には新しい更新カードを本会員が当行に届け出
た自宅住所あてに郵送するものとします。当行および当社がクレ
ジットカード機能の引続きの利用を認めない場合は、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を送付するものとし
ます。

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

２．本規定の変更等を前項の①および②双方により行う場合、その
変更内容は、１ヶ月以上の相当期間経過日または通知後のカード
利用日のいずれか先に到来した日から適用されるものとします。

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

２．本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済
をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払う
ものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員
番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。
この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状
況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

す。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことに
よる当社の損害（家族カードの管理に関して生じた損害を含む）
を賠償するものとします。

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

２．氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認
める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変
更事項の届出を行うものとします。

３．前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適
正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、
届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更
内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあり
ます。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないも
のとします。

４．第1項及び第2項の届出がないために、当社からの通知または送
付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着
すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わな
かったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

２．カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会
員のカードショッピングの利用代金を合算した未決済残高として管
理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定
の方法により定めるものとします。

３．割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカード
ショッピングのうちリボルビング払い、分割払い（３回以上のものを
いう。以下同様）、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の
合計額として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利
用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

７．キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利
用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

２．会員は、カードまたはカード情報あるいはチケットが紛失・盗難に
あった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出
るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場
合があります。但し、カード情報の紛失・盗難については、当社へ
の通知で足りるものとします。

３．偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等
の調査に協力するものとします。

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

５．当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事
由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の
任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれ
を承諾するものとします。

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

４．本会員は、第22条の事由により会員資格を取消された場合、本
規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直
ちに債務の全額を支払うものとします。

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

７．カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この
場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、
当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカー
ド会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状
況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

２．カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて
解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引
した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代
金の精算については当社所定の方法によるものとします。

３．会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード
利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容
及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、
加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、
通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ
開示されるものとします。

４．会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済
するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するも
のとします。

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

２．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済
金（毎月支払額）の支払いコースとして元金定額コースを指定した
ときは、支払いコースを指定した際に指定した金額（5千円、または、
1万円以上1万円単位。プラチナカード及びゴールドカードの場合
は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たない
ときはその金額）または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日
時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定め
る手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、
本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月に
ボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができ
ます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希
望し当社が適当と認めた場合は、弁済金（毎月支払額）を増額若し
くは減額できるものとします。

３．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項
以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけ
るリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料
と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に
定める弁済金（毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計
額が弁済金に満たないときはその合計額）を翌月の支払期日に支
払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合
は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う
方法若しくは下表とは異なる金額区分にすることができます。

４．毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い
未決済残高（付利単位100円）に対し、当社所定の手数料率によ
り年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算
して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象と
しません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最
初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

サービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但
し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用され
る利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるも
のになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然
に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率
が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法
の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用
利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることが
あります。

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

２．キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の
合計として当社が指定した金額を、第16条の定めにより支払うも
のとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合で
あっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定
めにより換算された円貨とします。

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超
えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。

●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規
定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額
は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等に
より変動することがあります。

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

（7）前条２項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の６１日以
前に生じた損害

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

２．本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報（下表
の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む）が当該機関に下表
の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録さ
れた情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会
員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されるこ
と、に同意します。

３．本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、
加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモ
ニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必
要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機
関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用され
ることに同意します。

＜登録される情報とその期間＞

※１ 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来
である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が
到来してからとなります。

※２ 上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、
電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名
及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間
請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等
（解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む）となります。

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

２．開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが
明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請
求ができます。

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

４．本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する
預金口座（以下「決済口座」という）は、本カードが発行される普
通預金口座とし、それ以外の口座は決済口座に指定できないも
のとします。

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

２．本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却さ
れた場合には、当行および当社で所定の期間のみ保管します。こ
の場合、当行および当社にご確認のうえ、その指示に従い交付を
受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該本カードは
廃棄しますので、利用をご希望の場合は、あらためて本カードの
お申し込みが必要になります。この場合、新たにカードが交付され
るまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不利益、
損害等については、当行および当社は責任を負わないものとしま
す。

第４条（カード貸与）
１．本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、会員に
貸与されるものとします。

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

４．会員は本カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面署名
欄に自署するものとします。

５．本カードは、カード表面に表示された会員本人以外使用できませ
ん。また会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、
管理するものとします。

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

３．前記１および２において、会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害等については、会員が負担するものとし、この場合
の取扱に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

②国内のデビットカード機能を使用できる加盟店での利用
③FFGカード会員規約の定めによるクレジットカード機能サービス
の利用

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

２．会員は当行の提供する特典・サービスを受ける場合は、当行の所
定の方法に従うものとします。

３．当行は会員に事前に通知することなく、特典・サービスの内容を
変更または中止する場合があります。

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

をそれぞれ届出るものとします。ただし、クレジットカードサービス
の暗証番号について会員からの申出が無い場合、または当社が
定める指定禁止番号で申出た場合は、当社所定の方法により登
録します。

２．会員は暗証番号について生年月日、電話番号、住所等他人から
推測されやすい番号の登録は避け、暗証番号を他人に知られな
いよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

３．会員は当行および当社所定の方法によりおのおのの暗証番号を
変更することができるものとします。ただし暗証番号の変更に伴
い新たにカードが交付されるまでの間、会員は本カードを利用で
きなくなることに伴う不利益、損害等については当行および当社
は責任を負わないものとします。

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

４．利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通
知・催告等をすることなく、当行および提携行の現金自動支払機
や当社の加盟店等を通じて、本カードを回収することができるも
のとします。

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

②紛失盗難・偽造の通知を当行が受けた場合は、当行はキャッシュ
カード機能を停止するものとします。また紛失盗難・偽造の通知を
当社が受けた場合は、当社はクレジットカード機能を停止するもの
とします。

③紛失盗難・偽造の通知が当行にあった場合は当社のクレジット
カード機能を、当社にあった場合は当行のキャッシュカード機能を、
それぞれ停止することができるものとします。

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

２．有効期限到来時には新しい更新カードを本会員が当行に届け出
た自宅住所あてに郵送するものとします。当行および当社がクレ
ジットカード機能の引続きの利用を認めない場合は、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を送付するものとし
ます。

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

２．本規定の変更等を前項の①および②双方により行う場合、その
変更内容は、１ヶ月以上の相当期間経過日または通知後のカード
利用日のいずれか先に到来した日から適用されるものとします。

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

２．本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済
をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払う
ものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員
番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。
この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状
況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

す。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことに
よる当社の損害（家族カードの管理に関して生じた損害を含む）
を賠償するものとします。

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

２．氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認
める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変
更事項の届出を行うものとします。

３．前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適
正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、
届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更
内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあり
ます。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないも
のとします。

４．第1項及び第2項の届出がないために、当社からの通知または送
付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着
すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わな
かったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

２．カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会
員のカードショッピングの利用代金を合算した未決済残高として管
理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定
の方法により定めるものとします。

３．割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカード
ショッピングのうちリボルビング払い、分割払い（３回以上のものを
いう。以下同様）、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の
合計額として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利
用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

７．キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利
用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

２．会員は、カードまたはカード情報あるいはチケットが紛失・盗難に
あった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出
るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場
合があります。但し、カード情報の紛失・盗難については、当社へ
の通知で足りるものとします。

３．偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等
の調査に協力するものとします。

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

５．当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事
由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の
任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれ
を承諾するものとします。

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

４．本会員は、第22条の事由により会員資格を取消された場合、本
規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直
ちに債務の全額を支払うものとします。

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

７．カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この
場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、
当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカー
ド会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状
況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

２．カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて
解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引
した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代
金の精算については当社所定の方法によるものとします。

３．会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード
利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容
及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、
加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、
通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ
開示されるものとします。

４．会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済
するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するも
のとします。

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

２．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済
金（毎月支払額）の支払いコースとして元金定額コースを指定した
ときは、支払いコースを指定した際に指定した金額（5千円、または、
1万円以上1万円単位。プラチナカード及びゴールドカードの場合
は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たない
ときはその金額）または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日
時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定め
る手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、
本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月に
ボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができ
ます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希
望し当社が適当と認めた場合は、弁済金（毎月支払額）を増額若し
くは減額できるものとします。

３．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項
以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけ
るリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料
と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に
定める弁済金（毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計
額が弁済金に満たないときはその合計額）を翌月の支払期日に支
払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合
は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う
方法若しくは下表とは異なる金額区分にすることができます。

４．毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い
未決済残高（付利単位100円）に対し、当社所定の手数料率によ
り年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算
して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象と
しません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最
初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

サービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但
し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用され
る利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるも
のになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然
に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率
が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法
の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用
利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることが
あります。

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

２．キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の
合計として当社が指定した金額を、第16条の定めにより支払うも
のとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合で
あっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定
めにより換算された円貨とします。

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超
えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。

●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規
定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額
は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等に
より変動することがあります。

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

（7）前条２項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の６１日以
前に生じた損害

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

２．本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報（下表
の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む）が当該機関に下表
の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録さ
れた情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会
員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されるこ
と、に同意します。

３．本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、
加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモ
ニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必
要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機
関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用され
ることに同意します。

＜登録される情報とその期間＞

※１ 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来
である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が
到来してからとなります。

※２ 上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、
電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名
及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間
請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等
（解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む）となります。

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

２．開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが
明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請
求ができます。

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

４．本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する
預金口座（以下「決済口座」という）は、本カードが発行される普
通預金口座とし、それ以外の口座は決済口座に指定できないも
のとします。

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

２．本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却さ
れた場合には、当行および当社で所定の期間のみ保管します。こ
の場合、当行および当社にご確認のうえ、その指示に従い交付を
受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該本カードは
廃棄しますので、利用をご希望の場合は、あらためて本カードの
お申し込みが必要になります。この場合、新たにカードが交付され
るまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不利益、
損害等については、当行および当社は責任を負わないものとしま
す。

第４条（カード貸与）
１．本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、会員に
貸与されるものとします。

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

４．会員は本カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面署名
欄に自署するものとします。

５．本カードは、カード表面に表示された会員本人以外使用できませ
ん。また会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、
管理するものとします。

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

３．前記１および２において、会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害等については、会員が負担するものとし、この場合
の取扱に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

②国内のデビットカード機能を使用できる加盟店での利用
③FFGカード会員規約の定めによるクレジットカード機能サービス
の利用

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

２．会員は当行の提供する特典・サービスを受ける場合は、当行の所
定の方法に従うものとします。

３．当行は会員に事前に通知することなく、特典・サービスの内容を
変更または中止する場合があります。

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

をそれぞれ届出るものとします。ただし、クレジットカードサービス
の暗証番号について会員からの申出が無い場合、または当社が
定める指定禁止番号で申出た場合は、当社所定の方法により登
録します。

２．会員は暗証番号について生年月日、電話番号、住所等他人から
推測されやすい番号の登録は避け、暗証番号を他人に知られな
いよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

３．会員は当行および当社所定の方法によりおのおのの暗証番号を
変更することができるものとします。ただし暗証番号の変更に伴
い新たにカードが交付されるまでの間、会員は本カードを利用で
きなくなることに伴う不利益、損害等については当行および当社
は責任を負わないものとします。

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

４．利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通
知・催告等をすることなく、当行および提携行の現金自動支払機
や当社の加盟店等を通じて、本カードを回収することができるも
のとします。

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

②紛失盗難・偽造の通知を当行が受けた場合は、当行はキャッシュ
カード機能を停止するものとします。また紛失盗難・偽造の通知を
当社が受けた場合は、当社はクレジットカード機能を停止するもの
とします。

③紛失盗難・偽造の通知が当行にあった場合は当社のクレジット
カード機能を、当社にあった場合は当行のキャッシュカード機能を、
それぞれ停止することができるものとします。

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

２．有効期限到来時には新しい更新カードを本会員が当行に届け出
た自宅住所あてに郵送するものとします。当行および当社がクレ
ジットカード機能の引続きの利用を認めない場合は、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を送付するものとし
ます。

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

２．本規定の変更等を前項の①および②双方により行う場合、その
変更内容は、１ヶ月以上の相当期間経過日または通知後のカード
利用日のいずれか先に到来した日から適用されるものとします。

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

２．本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済
をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払う
ものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員
番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。
この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状
況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

す。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことに
よる当社の損害（家族カードの管理に関して生じた損害を含む）
を賠償するものとします。

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

２．氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認
める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変
更事項の届出を行うものとします。

３．前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適
正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、
届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更
内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあり
ます。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないも
のとします。

４．第1項及び第2項の届出がないために、当社からの通知または送
付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着
すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わな
かったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

２．カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会
員のカードショッピングの利用代金を合算した未決済残高として管
理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定
の方法により定めるものとします。

３．割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカード
ショッピングのうちリボルビング払い、分割払い（３回以上のものを
いう。以下同様）、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の
合計額として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利
用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

７．キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利
用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

２．会員は、カードまたはカード情報あるいはチケットが紛失・盗難に
あった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出
るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場
合があります。但し、カード情報の紛失・盗難については、当社へ
の通知で足りるものとします。

３．偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等
の調査に協力するものとします。

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

５．当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事
由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の
任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれ
を承諾するものとします。

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

４．本会員は、第22条の事由により会員資格を取消された場合、本
規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直
ちに債務の全額を支払うものとします。

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

７．カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この
場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、
当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカー
ド会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状
況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

２．カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて
解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引
した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代
金の精算については当社所定の方法によるものとします。

３．会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード
利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容
及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、
加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、
通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ
開示されるものとします。

４．会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済
するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するも
のとします。

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

２．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済
金（毎月支払額）の支払いコースとして元金定額コースを指定した
ときは、支払いコースを指定した際に指定した金額（5千円、または、
1万円以上1万円単位。プラチナカード及びゴールドカードの場合
は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たない
ときはその金額）または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日
時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定め
る手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、
本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月に
ボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができ
ます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希
望し当社が適当と認めた場合は、弁済金（毎月支払額）を増額若し
くは減額できるものとします。

３．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項
以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけ
るリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料
と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に
定める弁済金（毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計
額が弁済金に満たないときはその合計額）を翌月の支払期日に支
払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合
は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う
方法若しくは下表とは異なる金額区分にすることができます。

４．毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い
未決済残高（付利単位100円）に対し、当社所定の手数料率によ
り年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算
して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象と
しません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最
初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

サービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但
し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用され
る利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるも
のになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然
に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率
が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法
の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用
利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることが
あります。

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

２．キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の
合計として当社が指定した金額を、第16条の定めにより支払うも
のとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合で
あっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定
めにより換算された円貨とします。

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超
えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。

●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規
定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額
は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等に
より変動することがあります。

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

（7）前条２項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の６１日以
前に生じた損害

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

２．本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報（下表
の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む）が当該機関に下表
の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録さ
れた情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会
員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されるこ
と、に同意します。

３．本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、
加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモ
ニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必
要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機
関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用され
ることに同意します。

＜登録される情報とその期間＞

※１ 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来
である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が
到来してからとなります。

※２ 上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、
電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名
及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間
請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等
（解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む）となります。

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

２．開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが
明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請
求ができます。

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）
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登 録 情 報 登 録 の 期 間

①氏名、生年月日、性別、住
所、電話番号、勤務先、運転
免許証等の記号番号等の
本人情報※1

左欄②以下の登録情報のいずれかが登録さ
れている期間

②本規約に係る申込みをした
事実

当社が個人信用情報期間に照会した日から
6カ月間

③本規約に関する客観的な取
引事実※2

契約期間中及び契約終了後
（完済していない場合は完済後）5年以内

④債務の支払いを延滞した事
実

契約期間中及び契約終了後
（完済していない場合は完済後）5年間

⑤債権譲渡の事実に係る
情報

株式会社日本信用情報機構への登録：
譲渡日から1年以内



アレコレカード規定
第１条（アレコレカード）
１．本カードは、株式会社熊本銀行（以下「当行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行す
るもので、カード名称は「アレコレカード」（以下「本カード」という）
と称します。

２．本カードは、当行の普通預金（総合口座取引の普通預金を含み
ます。以下同じです。）のキャッシュカードとしての機能、デビット
カードとしての機能（熊本銀行カード規定、デビットカード取引規
定に定められた機能）と当社のクレジットカードとしての機能
（FFGカード会員規約に定められた機能）を一本化し、双方の機
能を１枚で提供するものとします。

３．当行および当社は、熊本銀行カード規定、デビットカード取引規定
により発行されるキャッシュカードおよびFFGカード会員規約によ
り発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与する
ものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場
合は熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行します。

４．本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する
預金口座（以下「決済口座」という）は、本カードが発行される普
通預金口座とし、それ以外の口座は決済口座に指定できないも
のとします。

５．家族会員への発行するカードは、クレジットカード機能のみのカー
ド発行とします。
第２条（会員）
１．（本会員）本規定ならびに普通預金規定、熊本銀行カード規定、
デビットカード取引規定およびFFGカード会員規約を承認のうえ、
当行および当社に利用を申し込みをした個人のうち、当行と当社
が適格と認めた方を本会員とします。

２．（家族会員）本会員が指定した家族で、当行および当社が適格と
認めた方を家族会員とします。

３．本会員は、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」規定を承認のう
え、熊本銀行ポイントくらぶ「マイバンク」の利用を申し込むものと
します。
第３条（カードの発行および交付）
１．本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が
指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交
付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定す
る委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送する
ものとします。

２．本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却さ
れた場合には、当行および当社で所定の期間のみ保管します。こ
の場合、当行および当社にご確認のうえ、その指示に従い交付を
受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該本カードは
廃棄しますので、利用をご希望の場合は、あらためて本カードの
お申し込みが必要になります。この場合、新たにカードが交付され
るまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不利益、
損害等については、当行および当社は責任を負わないものとしま
す。

第４条（カード貸与）
１．本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、会員に
貸与されるものとします。

２．当行および当社は会員１名に１枚の本カードを貸与します。本カー
ドにはＶＩＳＡカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカー
ドの種別があります。

３．家族会員に貸与されるカードは、熊本銀行ＶＩＳＡカードとし
キャッシュカード機能の無いクレジットカード機能のみの発行と
します。

４．会員は本カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面署名
欄に自署するものとします。

５．本カードは、カード表面に表示された会員本人以外使用できませ
ん。また会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、
管理するものとします。

６．会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カード
の占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させ
ることは一切できません。

第５条（アレコレカードの取扱い）
１．会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、本
カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、
キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとし
ます。

２．会員は本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカー
ド機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する
場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するか
について、当該加盟店に申し出るものとします。

３．前記１および２において、会員が使用方法を誤った場合に生じる
不利益・損害等については、会員が負担するものとし、この場合
の取扱に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。

第６条（サービスの範囲）
会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。
①当行、および当行が提携した金融機関の現金自動支払機または
現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、および指定口座
の預入れ。

②国内のデビットカード機能を使用できる加盟店での利用
③FFGカード会員規約の定めによるクレジットカード機能サービス
の利用

第７条（特典および付帯サービス）
１．当行は会員に対し当行の定めた特典を提供します。特典の内容
については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームペー
ジ等に記載します。

２．会員は当行の提供する特典・サービスを受ける場合は、当行の所
定の方法に従うものとします。

３．当行は会員に事前に通知することなく、特典・サービスの内容を
変更または中止する場合があります。

第８条（暗証番号等）
１．会員はカードの申込時に当行および当社に対しキャッシュカード
サービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号

をそれぞれ届出るものとします。ただし、クレジットカードサービス
の暗証番号について会員からの申出が無い場合、または当社が
定める指定禁止番号で申出た場合は、当社所定の方法により登
録します。

２．会員は暗証番号について生年月日、電話番号、住所等他人から
推測されやすい番号の登録は避け、暗証番号を他人に知られな
いよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

３．会員は当行および当社所定の方法によりおのおのの暗証番号を
変更することができるものとします。ただし暗証番号の変更に伴
い新たにカードが交付されるまでの間、会員は本カードを利用で
きなくなることに伴う不利益、損害等については当行および当社
は責任を負わないものとします。

第９条（クレジットカード機能の利用停止等と返却）
１．会員が「本規定」または「FFGカード会員規約」に違反した場合、
その他当行または当社が会員として不適格（当行普通預金規定
１０条２項、FFGカード会員規約第２３条に該当）と認めた場合は、
当行または当社は、何らの通知催告を要せずしてキャッシュカード
機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取消す
（以下「利用停止等」という）ことができるものとします。
２．当行または当社が前項によりキャッシュカード機能およびクレジッ
トカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カード
をただちに当行または当社の指示する方法に従い、当行または当
社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とク
レジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を発行し貸与するも
のとします。

３．前項の場合、新たに熊本銀行キャッシュカード（普通預金）が交
付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不
利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないもの
とします。

４．利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通
知・催告等をすることなく、当行および提携行の現金自動支払機
や当社の加盟店等を通じて、本カードを回収することができるも
のとします。

第１０条（カードの紛失・盗難等）
FFGカード会員規約、第１２条（紛失・盗難、偽造）によるほか、以下
により取扱うものとします。
①会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等（以下まとめて「紛
失盗難・偽造」という）にあった場合、速やかにその旨を当行およ
び当社に電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を
行うとともに、最寄の警察に届出を行うものとします。

②紛失盗難・偽造の通知を当行が受けた場合は、当行はキャッシュ
カード機能を停止するものとします。また紛失盗難・偽造の通知を
当社が受けた場合は、当社はクレジットカード機能を停止するもの
とします。

③紛失盗難・偽造の通知が当行にあった場合は当社のクレジット
カード機能を、当社にあった場合は当行のキャッシュカード機能を、
それぞれ停止することができるものとします。

④紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および

当社所定の方法により取り扱うものとします。
第１１条（届出事項の変更）
１．会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項に
ついて変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により
届出を行うものとします。また会員が届出た変更事項は当行から
当社に連絡することができるものとします。

２．決済口座の変更はできないものとします。
３．氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等にていては、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１２条（本カードの有効期限）
１．本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービス
に共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによ
るキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利
用はできなくなります。

２．有効期限到来時には新しい更新カードを本会員が当行に届け出
た自宅住所あてに郵送するものとします。当行および当社がクレ
ジットカード機能の引続きの利用を認めない場合は、会員の申出
により、熊本銀行キャッシュカード（普通預金）を送付するものとし
ます。

第１３条（種別変更等）
１．会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当
社に所定の書面を提出するものとします。

２．種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本
カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、
当行および当社は責任を負わないものとします。

第１４条（アレコレカードの機能分離等）
会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社
に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。
①本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し
キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、FFGカー
ド発行のクレジットカードを希望する場合
②クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利
用できるカードを希望する場合。

第１５条（再発行手数料）
当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発
行手数料を支払うものとします。
第１6条（情報の交換・管理および同意）
１．会員は、当行および当社がその相手方に対して、または、当行若し
くは当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カー
ドの発行・交付、その他本カードの事務を遂行するために必要な
範囲において、決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員
情報を提供・交換することについて、あらかじめ同意するものとし
ます。

２．会員は当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、
会員に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交
換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。

①目的
　本カードの申込受付・審査・発行・交付、会員の管理、本カードに
関連する特典の付与等を行うため
②情報の範囲
　本申込書等に記載された会員の属性情報（住所、氏名、生年月日、
電話番号、勤務先など）およびその変更内容、決済口座番号、ク
レジットカード会員番号、本カードについての会員に関する情報
（当社の審査結果・会員資格の取消の事実等（ただしその理由は
除く）、紛失情報、更新情報、解約情報）、会員と当行および当社と
の取引内容
③当行・当社および情報処理・事務委託を委託する第三者は提供
を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。

第１７条（目的・範囲内の情報提供および同意）
１．会員は、当行が保護措置を講じた上で当社に対し、「個人情報の
取扱いに関する同意条項」第1条1項記載の目的のために、以下
の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と当行の間の契約等に基づき当行に届出

のあった情報または会員が当行に提供する書類等に記載されて
いる情報

（2）当行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、当行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的および銀行
業務に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項（１）に定める
個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条１項記載の連絡先に行うものとします。

４．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行におけ
る会員管理を目的として、以下の個人情報を提供し、当行がこれ
を使用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若しく
は会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限

（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

５．会員は、当社が保護措置を講じた上で、当行に対し、当行のポイ
ントサービスの提供を目的として、以下の個人情報を提供し、当
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
６．会員は当社が保護措置を講じた上で、当行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調
査、商品開発、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的とし
て、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、当行がこれら
を利用することに同意します。

７．会員は前項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場
合であっても、当行に対しその中止を申し出ることができます。

第１８条（規定の適用）
本規定に定めがない場合は、本カードのキャッシュカード機能につい
ては「普通預金規定」「熊本銀行カード規定」「デビットカード取引規
定」を、クレジットカード機能については、「FFGカード会員規約」をそ
れぞれ適用するものとします。
第１９条（本規定の変更等）
１．本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他
相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方
法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示、ホームページ掲載その他相
当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際
に定める１ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるも
のとします。
②変更内容を当行または当社から通知すること、若しくは新規規定
を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行ま
たは当社から通知した後、若しくは新規定を送付した後に本カー
ドを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は
通知後のカード利用日から適用されるものとします。

２．本規定の変更等を前項の①および②双方により行う場合、その
変更内容は、１ヶ月以上の相当期間経過日または通知後のカード
利用日のいずれか先に到来した日から適用されるものとします。

（2009年1月改定）

FFGカード会員規約
第１部　一般条項

第１章  会員の資格

第１条（本会員）
株式会社FFGカード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ
入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）
１．本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任
を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員
（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、本
会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行
したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を
本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代
理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用する
ことができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員
資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。

２．本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済
をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払う
ものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員
番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。
この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状
況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。

３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとしま

す。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことに
よる当社の損害（家族カードの管理に関して生じた損害を含む）
を賠償するものとします。

４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定す
る代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した
場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。
本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅
したことを、当社に対して主張することはできません。
第３条（年会費）
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年
会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通
知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員
資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）
１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤
務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」と
いう）に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞
なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出
等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

２．氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認
める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変
更事項の届出を行うものとします。

３．前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適
正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、
届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更
内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあり
ます。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないも
のとします。

４．第1項及び第2項の届出がないために、当社からの通知または送
付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着
すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わな
かったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。

５．会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる
場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、
必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じ
るものとします。

第５条（規約の変更、承認）
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または
新会員規約を承認したものとみなします。

第２章  カードの管理

第６条（カードの貸与と取扱い）
１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情
報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以
下家族カードを含む）を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与
されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
本会員は、カード発行後も、届出事項（第4条第1項の届出事項を

いう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求めた場
合にはこれに従うものとします。

２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表
面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、
会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードの
ショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用しては
なりません。

３．会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管
理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に
貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、ま
た、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用さ
せ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

４．カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項
に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利
用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支
払いの責を負うものとします。

第７条（カードの有効期限）
１．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
記載した月の末日までとします。

２．有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員とし
て認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は
有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。

３．カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、
有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第８条（暗証番号）
１．当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法
により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定
禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

２．会員は、暗証番号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。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、当社に責のある場合を除き、本会
員は、そのために生ず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９条（カードの利用枠）
１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
カードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及び
キャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理し
ます。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法によ
り定めるものとします。

２．カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会
員のカードショッピングの利用代金を合算した未決済残高として管
理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定
の方法により定めるものとします。

３．割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカード
ショッピングのうちリボルビング払い、分割払い（３回以上のものを
いう。以下同様）、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の
合計額として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利
用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

４．カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払い、
分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利
用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により
定めるものとします。

５．前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用し
た場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払う
ものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回
払いの扱いとして支払うものとします。

６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員の
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの未
決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総
利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。

７．キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利
用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。

８．キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの未決済残高の利
用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えな
い範囲で当社が定めるものとします。

９．当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは
別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社
所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

10．会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本
会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

11．本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、
その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額
できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、
審査のうえ当社が必要と認めた場合

12．本条に定める利用枠は、本条第７項、第８項の定めにかかわらず、
当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額するこ
とができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。

第１０条（複数カード保有における利用の調整）
１．本会員が、当社が発行するVisaカードを保有する場合若しくはこ
れと共に当社発行のカードを保有する場合等、本会員として当社
から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべ
てのカードを通算して第9条の規定を適用するものとします。

２．前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリ
ボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスを利用できる
カードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第１１条（カードの再発行）
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当
社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再
発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料
を支払うものとします。
第１２条（紛失・盗難・偽造）
１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が
紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）に
より他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカー

ド情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金につい
てすべて支払いの責を負うものとします。

２．会員は、カードまたはカード情報あるいはチケットが紛失・盗難に
あった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出
るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場
合があります。但し、カード情報の紛失・盗難については、当社へ
の通知で足りるものとします。

３．偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支
払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等
の調査に協力するものとします。

４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に
故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金につい
て本会員が支払いの責を負うものとします。

５．当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事
由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の
任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれ
を承諾するものとします。

第１３条（会員保障制度）
１．前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難によ
り他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用され
た場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がな
されたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの
不正利用による損害をてん補します。

２．保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるもの
とします。

３．次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受
領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につ
いての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理につい
て、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限り
ではありません。）
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前
に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起
因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害

４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日
から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社
に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとし
ます。

第１４条（カード利用の一時停止等）
１．当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした
場合、利用枠以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、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの
全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。

２.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
ショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外
キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお
断りすることがあります。

３．当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場
合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、
キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス
の全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現
金自動預払機（以下「ATM等」という）等を通じてカードの回収
を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったとき
は、会員は異議なくこれに応ずるものとします。

４．当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた
場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービ
スの利用を停止することができるものとします。

５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書そ
の他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先
や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所
定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、
キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利
用を停止することができるものとします。

６．当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、
当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提
出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制
度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域にお
いてはカードの利用を制限することができるものとします。

第１５条（付帯サービス等）
１．会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サー
ビス及び特典（以下「付帯サービス」という）を利用することがで
きます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については
別途当社から本会員に対し通知します。

２．会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、
それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合がある
ことを予め承諾するものとします。

３．会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及び
その内容を変更することを予め承諾します。

４．会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、若しくは、
第24条に定める退会をした場合、付帯サービス（会員資格取消
前または退会前に取得済の特典を含む）を利用する権利を喪失
するものとします。

第３章  カード利用代金等の決済方法

第１６条（代金決済口座及び決済日）
１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利
息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払い

のために指定した預金口座（本会員名義に限る）から口座振替に
より支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認
める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途
指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、
本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものと
します。

２．当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支
払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

３．当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期
日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金
明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10
日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年
会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

４．当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済
元金、第44条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第47条に
定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員
が指定する決済口座からの引落としの結果を当社が金融機関等か
ら受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまで
は、第9条第6項に定める未決済残高に含めるものとします。

第１７条（海外利用代金の決済レート等）
１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日
本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナル
サービスアソシエーション（以下「国際提携組織」という）の決済
センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指
定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の
費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュ
サービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

２．日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外
国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証
明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて
これを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限
若しくは停止に応じていただくことがあります。

第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務
の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日
において、その一部または全部につきこれを行うことができるものと
します。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定
する日時・場所・方法で支払うものとします。
第１９条（支払金等の充当順序）
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に
対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が
適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することがで
きるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る
債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリ
ボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率
及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま
す。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率
の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボにつ
いては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の
利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章  期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第２１条（期限の利益の喪失）
１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく
一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全
額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等
の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の
支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの
債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて
書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支
払わなかったとき

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第
23条第1項の規定（但し、第22条の事由に基づく場合を除きま
す）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払
い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金
を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務
の全額を支払うものとします。

３．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求によ
り、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき

４．本会員は、第22条の事由により会員資格を取消された場合、本
規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直
ちに債務の全額を支払うものとします。

５．本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社へ持参若しくは
送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認
めた場合は、第18条の但書の定めにより支払うものとします。

６．本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、
キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲にお
いてのみ効力を有するものとします。

第２２条（反社会的勢力の排除）
１．会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない

こと、および次の各号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。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．会員は、自らまたは第三者を利用して、当社に対し次の各号の一
にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為

３．会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もし
くは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規
定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当
社から請求があり次第、当社に対するいっさいの債務の期限の利
益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

４．前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社に
なんらの請求をしないものとします。
また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとし
ます。

５．会員は、本契約締結日時点で会員と当社との間に存在する一切
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意するものとします。

第２３条（会員資格の取消）
１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社におい
て会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員
資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、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
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況
が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨
の連絡があった場合
⑦会員に対し第4条第5項または第14条第6項の調査等が完了し
ない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合

⑧会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場
合、他のカードについて上記①から⑦に記載した事項のいずれか
に該当する事由が生じたとき
⑨付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、
当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。

２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるも
のとします。

３．会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本
会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を
当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、
会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとしま
す。

４．当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの
無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返
還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれ
らの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社
に返還するものとします。

５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは
利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生
じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。

第２４条（退会）
１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは
当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に
届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。
この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員
のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
また、債務全額を弁済していただくこともあります。

２．本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して
債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用
しまたは会員番号を使用し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。

３．家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法に
より届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、
退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返
却するものとします。

第２５条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す
る各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規約
に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担
するものとします。
第２６条（合意管轄裁判所）
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社所在地
を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第２７条（準拠法）
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部　カードによる取引と利用代金の支払
第１章  カードによるショッピング

第２８条（カードショッピング）
１．利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。
但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その
他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険
について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社（以下「提携クレジットカード
会社」という）の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀
行・クレジットカード会社（以下「海外クレジットカード会社」という）
の加盟店

２．加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示し
て所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負
担した債務の決済手段とすることができます。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、当社が適当と認めた加盟
店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代え
て若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が
適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

３．郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他
のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場
合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の
氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に
対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が
負担した債務の決済手段とすることができます。

４．オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行
うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している
加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員
の氏名、届出住所等の個人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、当該取引によって会員が負担した債務の決済手
段とすることができます。

５．ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード（ICチップを搭載したクレジット
カード）の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票へ
の署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するもの
とします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と
認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用して
いただくことがあります。

６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその
他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利
用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード
の会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、

カードの更新や種別変更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若しくは退会・会員資格の取消等によりカード
が無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のう
え決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が
必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員
番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に（加盟
店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人
等を経由する場合を含みます。）対し通知する場合があることを、
予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等
の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には
当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。

７．カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この
場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、
当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカー
ド会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状
況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。

第２９条（債権譲渡の承諾等）
１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に
対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものと
します。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権
譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。
この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジット
カード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合
があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟
店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレ
ジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当
社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当
該海外クレジットカード会社に立替払いすること

２．カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて
解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引
した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代
金の精算については当社所定の方法によるものとします。

３．会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード
利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容
及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、
加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、
通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ
開示されるものとします。

４．会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済
するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するも
のとします。

第２章  カード利用代金の支払区分

第３０条（カード利用代金の支払区分）
１．カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括
払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員
が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以
外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と
認めた加盟店でのみ指定できるものとします。

２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払い
となります。

第３１条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）
1回払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は
次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅
れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につ
き当月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
前々月16日から前月15日までの利用分。

③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日
までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日まで
の利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店
により若干異なる場合があります。

第３２条（リボルビング払い）
１．リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
①お店でリボ：カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
②いつでもリボ：本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合に
おいて、毎月の締切日（前月15日）時点における当該カードショッ
ピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定
する支払いコースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、
支払いコースを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は1
回払い、当該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング
払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナ
ス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング
代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま
す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いと
なることがあります。
③海外リボ：海外に所在する加盟店（これに準ずるものを含む。以
下「海外加盟店」という）でのカードショッピング代金について、事
前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の
締切日時点における当該カードショッピング代金の支払区分を、
当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済
金（元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した
際に指定した金額）の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金（毎
月支払額）を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
④あとからリボ：カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払
期日の締切日前）・ボーナス一括払いを指定したカードショッピン
グ代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が

定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認
めた場合に、当該代金（2回払いは利用額の全額）をリボルビング
払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、
1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボル
ビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一
括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の
各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、
ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括
払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合
は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

２．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済
金（毎月支払額）の支払いコースとして元金定額コースを指定した
ときは、支払いコースを指定した際に指定した金額（5千円、または、
1万円以上1万円単位。プラチナカード及びゴールドカードの場合
は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たない
ときはその金額）または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日
時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定め
る手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、
本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月に
ボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができ
ます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希
望し当社が適当と認めた場合は、弁済金（毎月支払額）を増額若し
くは減額できるものとします。

３．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項
以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけ
るリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料
と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に
定める弁済金（毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計
額が弁済金に満たないときはその合計額）を翌月の支払期日に支
払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合
は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う
方法若しくは下表とは異なる金額区分にすることができます。

４．毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い
未決済残高（付利単位100円）に対し、当社所定の手数料率によ
り年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算
して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象と
しません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最
初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。

５．会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日
から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わ
らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うも

のとします。
第３３条（分割払い）
１．分割払いは次の方法で指定するものとします。
①カード利用の都度分割払いを指定する方法
②カード利用の際に1回払い・2回払い（1回目の支払期日の締切日
前）・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金（2回払いは利
用額の全額）を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適
当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとしま
す。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回
払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定が
あったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切
日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更
の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払い
の指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更
申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに
会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はな
かったものとします。
③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合
に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるも
のとします。

２．分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとし
ます。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、24回
を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なるこ
とがあります。

３．分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代
金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支
払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額
（端数は初回算入）とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に
到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボー
ナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の
50％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月
の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス
支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うもの
とします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月
を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支
払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50％以
内で指定することができます。

５．会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して
繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約
の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ
約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本
会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算
出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合によ
る金額の払戻しを当社に請求できます。

６．第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日か
ら起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わら

ず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものと
します。
第３４条（遅延損害金）
１．平成21年12月10日より前の請求に関し支払いを遅延した場合
の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払いに係る分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）
については商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日
割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位1,000円）については年14.6％を乗じ年365日（閏
年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払
うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い
の場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額（付
利単位1,000円）に対し商事法定利率を乗じ年365日（閏年は年
366日）で日割計算した額を超えないものとします。

２．平成21年12月10日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の
遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪
失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分
割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計
の残金金額（付利単位1,000円）については商事法定利率を乗
じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額の遅延損害金を、
その他の支払区分に係る利用代金（付利単位1,000円）につい
ては年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した
額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利
単位1,000円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から
完済の日まで、年14.6％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、
2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、
分割支払金合計の残金金額（付利単位1,000円）に対し商事法
定利率を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割計算した額を超
えないものとします。

第３章  加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い

第３５条（見本・カタログ等と現物の相違）
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサー
ビス（以下総称して「商品等」という）の購入を行なった場合におい
て、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会
員は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をす
ることができます。
第３６条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括

払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当
該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ます。但し、割賦販売法
の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・
役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている
事由があること

２．当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、
直ちに所定の手続をとるものとします。

３．会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加
盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

４．会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載
した書面（資料がある場合は資料を添付して）を当社に提出するよ
う努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査
をするときは、その調査に協力するものとします。

５．本条第1項の場合であっても、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ません。この場合、カードの利用による
取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結し
たもの（業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関す
るものを除く）であるとき
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が
3万8千円に満たないとき
③分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカー
ド利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
④会員が日本国外においてカードを利用したとき
⑤会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

６．会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条第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、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するもの
とします。

第３部　キャッシング条項
第１章  キャッシングリボ

第３７条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利
用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社
から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の
場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とし
ます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシン
グ一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとし
ます。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の
代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３８条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）
１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利
率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュ

サービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但
し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用され
る利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるも
のになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然
に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率
が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法
の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用
利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることが
あります。

２．お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボ
の利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用され
ます。

３．本会員は、キャッシングリボの借入金（付利単位100円）に対し、借
入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。

４．毎月の利息額は、毎月の締切日（前月15日）までの日々の残高に対
し年365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を1ヵ月分とし、
第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第３９条（キャッシングリボの借入金の支払い）
１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎
月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは
減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた
場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によること
ができるものとします。

２．キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の
合計として当社が指定した金額を、第16条の定めにより支払うも
のとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第４０条（遅延損害金）
１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
（付利単位1,000円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、ま
た期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完
済の日まで、年20.0％を乗じ年365日（閏年は年366日）で日割
計算した額の遅延損害金を支払うものとします。

２．前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場
合も同様とします。

第４１条（現金自動預払機（ＡＴＭ）等利用時の手数料）
１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM
等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する
場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合
は、第38条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係
る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。

２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108
円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は
216円（含む消費税等）とします。但し、当社が認める場合は割引
若しくは無料とすることがあります。

３．本条第1項及び第2項の取扱いはキャッシング一括の場合も同様
とします。

第２章  キャッシング一括

第４２条（キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、
キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当
社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主
の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的と
します。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・キャッシ
ング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりと
します。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員
の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４３条（キャッシング一括の利率及び利息の計算）
１．キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率
は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサー
ビスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりとします。但し、利
息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率
が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる
場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げら
れるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下
げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が
上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれ
か低い利率を上限として利率が変更されることがあります。

２．本会員は、キャッシング一括の借入金（付利単位100円）に対し、
当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として
支払うものとします。

第４４条（キャッシング一括の借入金の支払い）
１．キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回
とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可
能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び
方法＞に定めるとおりとします。

第３章  海外キャッシュサービス

第４５条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海
外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュ
サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目
的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個
人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行

う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・
キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めると
おりとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本
会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４６条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）
１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現
在の利率は、下記＜キャッシングリボ・キャッシング一括・海外
キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとおりと
します。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、
適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を
超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率
まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上
限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の
適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されるこ
とがあります。

２．本会員は、海外キャッシュサービスの借入金（付利単位100円）に
対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。

３．借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365
日（閏年は年366日）で日割計算した金額を経過利息として支払う
ものとします。

第４７条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）
１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数
は1回とします。

２．毎月の返済額は、毎月の締切日（前月15日）までの借入金と前条
第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払
期日に支払うものとします。

３．海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合で
あっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定
めにより換算された円貨とします。

４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入
金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご
利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記＜繰上返済の可
否及び方法＞に定めるとおりとします。

第４８条（海外キャッシュサービスのＡＴＭ等手数料）
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して
借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内
に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、
第41条の定めに従うものとします。

第４章　書面の交付

第４９条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第
1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書
面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代え
て、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾
するものとします。

※貸金業法施行日（平成19年12月19日）以前に入会した本会員は、
当社から上記第49条に関する通知若しくは上記第49条を含む本
規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てる
ことができるものとします。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法

★キャッシングリボご利用時のご注意
毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。な
お、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が
減っても下がりません。

★キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
●キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い･･･ATM手数料（取扱金額1万円：
108円（含む消費税等）、取扱金額1万円超：216円（含む消費税等））

●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超
えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。

●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規
定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額
は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等に
より変動することがあります。

★リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等
・リボルビング払い       実質年率15.0％
・分割払い

＜リボルビング払いのお支払い例＞
（元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0％の場合）
8月16日から9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高 50,000円）
①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円
②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。
③弁済金（元金定額コース・標準コースとも）…10,000円（①）
④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）… 50,000円－
10,000円＝40,000円

◆第2回（11月10日）お支払い（ご利用残高 40,000円）
①手数料（9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本
が途中で変ります）
…50,000円×15.0%×15日÷365日＋50,000円×15.0%×10日
÷365日＋40,000円×15.0%×5日÷365日＝595円

②お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円（③10,000円－①595円）
③弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円（①595円＋②10,000円）
・標準コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000円－10,000円）
・標準コースの場合…30,595円（40,000円－9,405円）

＜分割払いのお支払い例＞
利用代金50,000円、10回払いの場合
①分割払手数料　　　50,000円×（6.70円／ 100円）＝3,350円
②支払総額　　　　　50,000円＋3,350円＝53,350円
③分割支払額　　　　53,350円÷10回＝5,335円

★繰上返済の可否及び方法

※1:全額繰上返済：分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手
数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限
未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻し
を当社に請求できます。

※2:一部繰上返済：原則として返済金の全額を元本の返済に充当する
ものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手
数料または利息を支払うものとします。

※3:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間
内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関
のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、
キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせ
た合計額のみ返済が可能です。

※4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カー
ドまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせること
ができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上
返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含
みます）が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該
手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰
上返済の対象となる残高（本会員のカードおよび家族カードならびに
それらの会員番号の利用に基づく合計残高）が開示されます。

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加
盟店にご連絡ください。

２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお
願いします。
株式会社FFGカード＜福岡財務支局長（10）第００１６９号＞
＜クレジットカードデスク＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ　
当社にご返却ください。

３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。

４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関す
る書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　092－884－1898

５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付
デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞
フリーダイヤル　０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
　東京０３－６６２７－４０５７　大阪０６－６４４５－３５３０

（2016年8月改定）

熊本銀行ＶＩＳＡカード会員特約（家族会員）
第１条（名称）
本カードは株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）と株式会社
FFGカード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するも
ので、カードの名称は「熊本銀行VISAカード」（以下「カード」という）
と称します。
第２条（会員資格）
本特約ならびにFFGカード会員規約を承認のうえ入会の申込をした方
で、銀行と当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（会員資格の喪失）
会員が当社の会員資格喪失の条件に該当した場合は、本特約による会
員資格も喪失するものとします。
第４条（銀行のサービスの利用）
１．会員は、銀行より、その提供する特典・サービスを受けることがで
きます。

２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、銀行の所定の
方法に従うものとします。

第５条（本特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカード
を利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。
なお、本特約に定めのない事項については、FFGカード会員規約が適用
されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（株式会社熊本銀行への個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、株式会社FFGカード（以下「当社」という）が保護措置を
講じた上で、株式会社熊本銀行（以下「銀行」という）に対し、銀
行における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）FFGカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報若
しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報

（2）本カードの申込みにより発行されるカードの番号・有効期限

および変更後のカード番号・有効期限
（3）カード番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）
（4）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）
（5）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は除く）

２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行に対し、銀行のポイ
ントサービスの提供を目的として、下記の個人情報を提供し、銀
行がこれを利用することに同意します。
（1）会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利

用店名、商品名等のご利用状況、契約内容に関する情報
３．会員は、当社が保護措置を講じた上で、銀行の銀行業務における、
①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査、
商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目
的として、第１項（１）および前項（１）の個人情報を提供し、銀行が
これらを利用することに同意します。

４．会員は、前項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している
場合であっても、銀行に対しその中止を申し出ることができます。
株式会社熊本銀行　営業推進部
〒862-0950　熊本市中央区水前寺６丁目２９番２０号
電話番号　０９６－３８５－１１４１

第２条（当社へ個人情報の提供及び利用に関する同意）
１．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条１項記載の目的のために、下
記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
（1）会員規約若しくは会員と銀行の間の契約等に基づき銀行に

届出のあった情報または会員が銀行に提供する書類等に記
載されている情報

（2）銀行における会員の会員資格及びこれに関連する情報
２．会員は、銀行が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報
の取扱いに関する同意条項」第１条２項記載の目的・会員資格の
審査および与信後の管理、および銀行業務に関する宣伝物・印
刷物の送付のために、前項に定める個人情報を提供し、当社がこ
れを利用することに同意します。

３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している
場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付
は除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条
項」第１０条記載の連絡先に行うものとします。

（2014年10月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約
第１条（総則）
株式会社ＦＦＧカード（以下「当社」という）に対し、本特約及びＦＦＧ
カード会員規約（以下「会員規約」という）を承認のうえ、所定の方
法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とし
ます。
第２条（カード利用代金の支払区分）
１．本カードの支払区分は、会員規約第３０条にかかわらず、当該カー
ドショッピング代金が、本会員が本条第２項で指定する支払い

コースの弁済金（元金定額コースを指定したときは、支払いコー
スを指定した際に指定した金額）の範囲内の場合は１回払い、当
該弁済金（毎月支払額）を超えた場合はリボルビング払いとしま
す。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に２回払い、ボー
ナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支
払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当
社が指定する加盟店では、全て支払区分が１回払いとなる場合
があります。

２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３２条にかかわら
ず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し
当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額
弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
（1）定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリ
ボルビング払いの未決済残高に３％を乗じた額（１円未満切
捨て。但し、３千円に満たない場合は最低支払い元金を３千
円または未決済残高のいずれか少ない金額とします）に、本
条第４項に定める手数料を加算した額

（2）元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定した
ときに指定した金額（５千円または１万円以上１万円単位。プ
ラチナカード及びゴールドカードの場合は１万円以上１万円
単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金
額とします）または当社が適当と認めた金額に本条第４項に
定める手数料を加算した額

３．前項に定める弁済金（毎月支払額）は、当社が定める日までに当
社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁
済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。

４．手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決
済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年
３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヶ月分として翌
月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算し
て最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象とし
ません。

第３条（カード利用代金等の決済方法）
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに
当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支
払額を増額若しくは減額して支払いすることができるものとします。
第４条（キャッシング一括）
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイす
リボ会員についてのみ利用できるものとします。
第５条（支払方法の中止）
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定
の方法で申出を行うものとします。
第６条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場
合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認
めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の
申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイす
リボの設定は取消すものとします。

第7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。

＜お支払い例（定率コースおよび元金定額コース１万円の場合）＞
8月16日～9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回（10月10日）お支払い（ご利用残高50，000円）
①お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
②手数料（定率コース、元金定額コースとも）…ありません
③弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
④お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円－3,000円＝47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円－10,000円＝40,000円
◆第２回（11月10日）お支払い
①手数料（10月11日～10月15日までの分）
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日＝96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日＝82円
②お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
③弁済金
・定率コースの場合…3,096円（①96円＋②3,000円）
・元金定額コースの場合…10,082円（①82円＋10,000円）
④お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円（47,000円－3,000円）
・元金定額コースの場合…30,000円（40,000－10,000円）

（2011年9月改定）
ｉＤ会員特約（携帯型：個人用）

第１条（定義）
「ｉＤ決済システム」（以下「本決済システム」という）とは、非接触ＩＣ
技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第２条（ｉＤ会員（携帯型））
１．株式会社FFGカード（以下「当社」という）が発行するクレジット
カードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員（以下
「会員」という）で、本特約及びFFGカード会員規約（以下「会員
規約」という）を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社
が適当と認めた方をｉＤ会員（携帯型）とします。

２．会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を
負う本会員がｉＤ会員（携帯型）である場合に限り、当社は当該家
族会員をｉＤ会員（携帯型）とするものとします。

３．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員による本決済システ
ムの利用により生じる全ての責任（利用金額の支払義務を含む）
を負うものとします。この場合、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員
は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利
用状況等（本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む）を本
会員に通知することを、予め承諾するものとします。

４．本会員は、ｉＤ会員（携帯型）である家族会員に対し本特約の内
容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守し
なかったことによる当社の損害（ｉＤ会員番号、アクセスコード、ｉＤ

会員情報、暗証番号等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。

第３条（ｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行）
１．当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対し、ｉＤ会員番号およびアクセス
コードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。

２．ｉＤ会員（携帯型）は当社から通知されたｉＤ会員番号およびアク
セスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理する
ものとし、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者に使用させてはな
りません。

３．ｉＤ会員（携帯型）は、第５条に定める会員情報登録を行う前に、
通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難された場合に
は、直ちに当社にその旨届け出るものとします。

４．第三者が、アクセスコードおよび第４条に定める暗証番号（以下
「指定暗証番号」という）を使用して第５条に定める会員情報登録
のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用を
ｉＤ会員（携帯型）本人の利用とみなします。
第４条（暗証番号）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）より申出のあったｉＤの暗証番号を所定
の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定
める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録
することがあります。

２.ｉＤ会員（携帯型）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。ｉＤの利用にあたり、
登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を
除き、ｉＤ会員（携帯型）は、そのために生ず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（会員情報登録）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）に対しアクセスコードを通知することに
より、ｉＤ会員（携帯型）が本決済システムで使用する自己の管理
する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報（以
下「ｉＤ会員情報」という）を登録（以下「会員情報登録」という）す
ることを承認します。なお、ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定する
所定の期間（以下「会員情報登録期間」という）内に会員情報登
録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する
場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する
場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとしま
す。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が指定するダウンロードセンターから本
決済システムを利用するために必要なアプリケーション等（以下
「アプリケーション」という）を、当社所定の方法で携帯機器にダウ
ンロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力す
るなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但
し、携帯機器が予め会員情報登録が可能な状態となっている場
合、当該アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費
用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯
機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス
契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備を

おこなうものとします。
４.ｉＤ会員（携帯型）が前項の準備を怠ったことにより本決済システ
ムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契
約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全
部が制限される場合があります。

第６条（ｉＤ携帯の利用）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、前条２項に定める手続きをおこない会員情
報登録が完了した携帯電話（以下「ｉＤ携帯」という）を当社所定
の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済シス
テムの利用が可能な加盟店（以下「ｉＤ加盟店」という）での支払
い手段とすることができます。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの代わりにｉＤ携帯を用いて当
社が別途指定するＡＴＭ等において当社所定の操作を行うこと
により、会員規約に定めるキャッシングリボまたはキャッシング一
括として、当社から現金を借り受けることができます。また、ｉＤ会
員（携帯型）は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定
するＡＴＭ等においてｉＤ携帯を用いて当社所定の操作を行うこ
とにより、キャッシングリボまたはキャッシング一括の借入金の全
部または一部を繰上げて返済することができます。

第７条（ｉＤ携帯の管理）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯を善良なる管理者の注意をもって使
用・保管・管理し、ｉＤ会員（携帯型）本人以外の第三者にｉＤ携帯
による本決済システムの利用をさせてはなりません。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯につき機種変更若しくは修理または
第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処
分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものと
し、あわせてｉＤ携帯に登録されている会員情報を事前に削除す
るものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯に装備されたＩＣチップおよびアプリ
ケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなっては
なりません。

４.ｉＤ会員（携帯型）が前３項に違反したことによりｉＤ会員（携帯型）
本人以外の第三者がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用し
た場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用と
みなします。

第８条（ご利用代金の支払い）
１.本会員であるｉＤ会員（携帯型）は、本特約に基づく一切の債務
を、会員規約に従いｉＤ会員（携帯型）が予め指定する決済用の
当社クレジットカード（以下「決済用カード」という）の利用代金と
して、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うも
のとします。

２.前項の支払いのうちｉＤ加盟店での利用に係る支払期日及び支
払金額等は、原則として１回払いに関する会員規約を準用します。
ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員
規約第３２条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」
および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払う
ものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第３３条の定めに基づき支払うものと
します。
第９条（海外利用代金の決済レート等）
本決済システムの海外のｉＤ加盟店での買物ご利用代金は、取引
時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算さ
れます。
第１０条（ご利用枠）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用
カードの代わりにｉＤ携帯を第６条に定めるとおり利用できるもの
とします。

２.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引
については当該取引の利用条件を別途指定することができ、ｉＤ
会員（携帯型）はこれに従うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）は、当社が適当と認めた場合、本条第１項の規
定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてｉＤ携帯を利用で
きるものとします。その場合も、ｉＤ会員（携帯型）は当然に支払の
責を負うものとします。

第１１条（紛失・盗難）
１.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難・
詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により本決済
システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済
システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うも
のとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）は、ｉＤ携帯またはｉＤ会員情報が紛失・盗難にあっ
た場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものと
します。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があり
ます。

第１２条（会員保障制度）
１.前条１項の規定にかかわらず、当社はｉＤ会員（携帯型）が紛失・
盗難により他人にｉＤ携帯またはｉＤ会員情報を不正利用された場
合であって、前条２項の警察並びに当社への届出がなされたとき
は、これによってｉＤ会員（携帯型）が被る本決済システムでの不
正利用による損害をてん補します。

２.保障期間は、ｉＤ携帯の入会日から決済用カードの最初に到来す
る保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとし
ます。

３.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
（1）ｉＤ会員（携帯型）の故意若しくは重大な過失に起因する損害
（2）損害の発生が保障期間外の場合
（3）ｉＤ会員（携帯型）の家族・同居人・当社から通知したアクセ
スコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合

（4）ｉＤ会員（携帯型）が本条第４項の義務を怠った場合
（5）紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
（6）暗証番号入力を伴う取引についての損害（但し、当社に登録
されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失
がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。）

（7）前条２項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の６１日以
前に生じた損害

（8）戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難
に起因する損害

（9）その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
４.ｉＤ会員（携帯型）は、損害のてん補を請求する場合、損害の
発生を知った日から３０日以内に当社がてん補に必要と認め
る書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するも
のとします。

第１３条（有効期限）
１.ｉＤ会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定
するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券
面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月
の末日までとします。

２.ｉＤ会員情報の有効期限の２ヶ月前までに申出がなく、当社が引き
続きｉＤ会員（携帯型）として認める場合には、有効期限を更新し、
ｉＤ会員（携帯型）に通知します。
３.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は改めて第５条に準じて会員登録
をおこなうものとします。

第１４条（退会、会員資格の取消）
１.ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員（携帯型）を退会する場合は、当社所
定の方法により当社に届け出るものとします。

２.ｉＤ会員（携帯型）が退会などにより決済用カードに関する会員資
格を失った場合は、同時にｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を
失うものとします。

３.ｉＤ会員（携帯型）はｉＤ会員（携帯型）としての会員資格を取り消
された場合または退会した場合、速やかにｉＤ携帯に登録されて
いるｉＤ会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこ
なわなかったことにより第三者がｉＤ携帯を本決済システムで利用
した場合、当該第三者による利用をｉＤ会員（携帯型）本人の利用
とみなします。

第１５条（再発行）
１.当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失若しくは盗難等、
またはｉＤ携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、
ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ会員番号およびアクセスコードの発行を希
望し当社が適当と認めた場合にはｉＤ会員番号およびアクセスコー
ドを再発行します。

２.前項の場合、ｉＤ会員（携帯型）は新たに通知されたアクセスコード
を使用して改めて第５条に準じて会員登録をおこなうものとします。

第１６条（利用停止措置）
当社は、ｉＤ会員（携帯型）が本特約若しくは会員規約に違反した場
合またはｉＤ携帯若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当
社が判断した場合、会員に通知することなくｉＤ携帯による本決済シ
ステムの利用停止措置をとることができるものとし、ｉＤ会員（携帯
型）は予めこれを承諾するものとします。
第１７条（本サービスの中止、一時停止）
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ｉＤ会員（携帯型）に
対する事前の通知なく、本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱い
の中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決
済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いを中止または一時停止するこ

とにより、ｉＤ会員（携帯型）に対する損害賠償義務等の一切の責任
を負わないものとします。
（1）天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム

の異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるｉＤ
携帯の取扱いが困難であると当社が判断した場合。

（2）その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事
情で本決済システムにおけるｉＤ携帯の取扱いの中止または一時
停止が必要と判断した場合。

第１８条（免責）
１.当社は、ｉＤ会員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを
利用したことにより、ｉＤ携帯の各種機能またはｉＤ携帯内に保存
された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ｉＤ会員（携帯型）
または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過
失があった場合を除き責任を負わないものとします。

２.当社は、本特約に別途定める場合を除き、ｉＤ携帯およびｉＤ携帯
に装備されたＩＣチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりｉＤ会
員（携帯型）がｉＤ携帯を使用して本決済システムを利用すること
ができない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の
故意または重過失による当社が指定するアプリケーションの欠陥、
品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。

第１９条（特約の変更、承認）
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新
特約を送付した後にｉＤ携帯を本決済システムで利用したときは、変
更事項または新特約を承認したものとみなします。
第２０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。

（2014年10月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項はFFGカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本
規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判
断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記
①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当
社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意しま
す。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含み
ます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関する
お支払い等のご案内は、本会員にご案内します）、および、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書の
写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写
し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかか
る記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡先の確認
や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは
会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、
住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許番号、職業、勤務

先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して
「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報およびお電話
等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以下総
称して「属性情報」という）
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契
約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報
（以下「契約情報」という）
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観
的取引事実に基づく信用情報
④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発
行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報

２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報
を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸
付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連す
るアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、
電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提
携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電
子メール等その他の通信手段を用いた送信

第２条（個人信用情報機関への登録・利用）
１．本会員（本会員の予定者を含む。以下「本会員等」という）は、当
社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記
の個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集およ
び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携
する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」とい
う）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録され
ている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員に
よって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機
関によって登録される破産等の官報情報等を含む）を本会員等
の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。

２．本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報（下表
の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む）が当該機関に下表
の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録さ
れた情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会
員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されるこ
と、に同意します。

３．本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、
加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモ
ニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必
要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機
関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用され
ることに同意します。

＜登録される情報とその期間＞

※１ 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来
である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が
到来してからとなります。

※２ 上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、
電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名
及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間
請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等
（解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む）となります。

＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名　称：株式会社シー・アイ・シー
　（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒160-8375　東京都新宿区西新宿1－２３－７
新宿ファーストウエスト
電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

○名　称：株式会社日本信用情報機構
　（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
所 在 地：〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町４１－１
電話番号：０５７０－０５５－９５５
ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別
途、書面により通知し、同意を得るものとします。

＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名　称：全国銀行個人信用情報センター
電話番号：０３－３２１４－５０２０

ホームページアドレス：
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに
上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相
互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。

※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホーム
ページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情
報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。

第３条（繰上返済時の残高の開示）
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて
ATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止
された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰
上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本
会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に
よる残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）
会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事
務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに
限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該委託先が別
企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保
護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務
委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）
会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用して
いる場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることが
できます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但し、カードまたはご
利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出
は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に
同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや
退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
１．会員等は、当社、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に
関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示
するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条記載の窓口にご連絡くだ
さい。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細
をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（イン
ターネットの当社ホームページへの常時掲載）でもお知らせして
おります。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡
先へ連絡してください。

２．開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが
明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請
求ができます。

第７条（会員契約が不成立の場合）
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事
実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の
不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以

外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める
会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に
必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保
有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない
場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入
会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条
第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員
等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談
室までお願いします。
＜お客様相談室＞
〒819-0006　福岡市西区姪浜駅南１－７－１
電話番号　０９２－８８４－１８９８
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）
１．本同意条項はFFGカード会員規約の一部を構成します。
２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更でき
るものとします。

■反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
１．私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ
らに準ずる者（以下、これらを「暴力団員等」という）に該当しない
こと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ
将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

２．私は、自らまたは第三者を利用して、貴社に対し次の①から⑤ま
でのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、ま
たは業務を妨害する行為
⑤その他前記①から④に準ずる行為

３．私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしく
は前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定
にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私
との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から
請求があり次第、貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を
失い、直ちに債務を弁済します。

４．前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、貴社にな
んらの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは、私がそ
の責任を負います。

５．私は、本契約締結日時点で私と貴社との間に存在するいっさい
の融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用さ
れることに同意いたします。

 （2016年8月改定）

41 42


	KMB_熊本銀行アレコレnimoca会員規定等_261022
	arecore規定
	130820KMB_arecoreSUGOCA_A4.pdf
	140224kmb_8pt
	【最終】①SUGOCAに関する特約
	【最終】③ICカード乗車券取扱規則（抜粋版）（20140401版）
	【最終】④SUGOCA電子マネー取扱規則
	【最終】⑤SUGOCAポイント取扱規則
	【最終】⑥SUGOCAオートチャージサービス取扱規則



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




