
ヤナゲン特約+案内C051
297×210、4c×1c、2014.8.20入稿

下記期間中に、ヤナゲンUCカードのご決済金額の累計が30万円
以上になりますと、30万円ごとに「UCギフトカード」3,000円分
を、もれなくプレゼントいたします。
ヤナゲンUCカードを使えば使うほどにおトクな、うれしいプレゼント
です。
※キャッシングサービス、ローン返済金、カード年会費、「てんとう虫」定期購読料、各種保険料などはプレ

ゼント対象となるご決済金額累計に含まれません。

全国のデパートなどでご利用いただける、便利な全国共通商品券です。

㈰毎年4月～9月のご決済金額の累計が対象となります。

㈪毎年10月～翌年3月のご決済金額の累計が対象となります。

プレゼントのお届けについて

ご決済金額の累計期間について

ヤナゲンUCカード会員の皆様へ

毎年4月5日

翌年1月毎年10月5日

9月5日まで

3月5日まで

6ヵ月間のご決済金額

6ヵ月間のご決済金額
※9月～10月、3月～4月のように、期間をまたがってのご決済金額を足して、累計する

ことはできません。あらかじめご了承ください。

ご決済金額の累計が、プレゼントの対象に達した月の翌月にお送り
いたします。

ヤナゲンUCカードでのお買い物30万円ごとに

ご決済金額の累計期間は、年2回に分けられます。

金融機関名 Bank Name

支　店　名 Branch
科目・口座

ご利用カード

口 座 名 義 Account Holder

ご指定
口　座

○○銀行
××支店
普通
○○　×男

Bank
Account

会員番号　Card  Account  No 4542-1234-5678-9000
当月お支払い総合計　Payment Due

お支払い日　　　　　Payment Date
40,000円

2007年　8月　5日

ユーシーカード株式会社
〒135-8601
東京都港区台場2丁目3番号
台場フロンティアビル
　東京03（5531）6200
　大阪06（6226）0981
関東財務局長（7）第00481号

割引金額
及び

ポイント
の明細

前月までの繰越ポイント

お買物割引券としての利用期限は本ご利用代金明細書の「お支払い日」
（ 2 0 0 7 　　　　　　　　　　　　　　　ヶ月間となります。　

当月のポイント
（内ボーナスポイント）

ポイント残高
（内ボーナスポイント）

割引金額

300 500 400 200
円（　　　　　 0）

会員番号　Card  Account  No 4542-1234-5678-9000

枚目 枚中

1 1/

●ご利用代金明細書のお問い合わせ
●住所等のご変更
●カードの盗難・紛失のお届け等については

お電話で上記カード会社までご連絡ください。

ヤナゲンUCカード

2 0 0 7年　7月2 0日
いつもヤナゲンUCカードをご利用いただきましてまことにありがとうございます。
ご利用代金の明細をご案内申し上げますのでご確認ください。

岐阜県本巣郡穂積町稲里123

○○　×男　様

ヤナゲンUCカードご利用代金明細書　STATEMENT

ヤナゲンUCカードを
使うたびにポイントを進呈。
たくさんためて、

　　　　　　　　　を
もらいましょう！

■ポイント進呈について

■お買物割引券のプレゼントについて

ヤナゲンでお買い物の際に、ヤナゲンUCカードをご利用いただ
くと、100円につき、1ポイントを進呈。
また、ヤナゲン以外のUC、VISA加盟店でのご利用につきまして
も、200円につき1ポイントを進呈いたします。
※一部、ポイント付与率が異なる売場があります。
※外商カード会員の方は、UCまたはVISA加盟店でのご利用分のみ、ポイントの対象となります。
※キャッシングサービス、ローン返済金、カード年会費、「てんとう虫」定期購読料、各種保険料など
はポイントの対象外となります。　

ポイントの累計が500ポイント以上に達するごとに、ヤナゲンで
ご利用いただけるお買物割引券を、1ポイント1円の割合かつ
500円単位で、ご利用明細書にてお知らせいたします（注）。切り
取ってレジでご呈示いただくと、お買物割引券としてご利用いた
だけます。

（注）ポイント残高も500ポイント単位で同時に減算されます。500ポイント未満の端数ポイントは、
ポイント累積期間内において繰り越されます。

※ポイント累積期間は、毎年4月請求分から翌年3月請求分までの1年間となります。3月請求時の
ポイント残高は、次回ポイント累積期間への繰り越しはできません。あらかじめご了承ください。
※お買物割引券のご利用期限は、ご利用代金明細書に記載のお支払い日から、6ヵ月間となります。

お買物割引券として
使える相当金額が

ここに表示されます。
お買物割引券としてのご利用期間は、
ここに表示される日付から6ヵ月間となります。

この部分を切り取って、レジでご呈示ください。
ヤナゲンでお買物割引券としてご利用になれます。

明細書例

お買物割引券

ヤナゲンUCカード年会費について

同封のご利用の手引きとは内容が一部異なる箇所がございますので、
下記のとおりご案内いたします。

ヤナゲンUCカード年会費は初年度は無料です。

2年目以降の年会費は、本人会員500円（税抜）

家族会員200円（税抜）です。

※通常の年会費は、本人会員1,250円（税抜）、家族会員400円（税抜）です。
　差額はヤナゲンが負担いたします。

「UCギフトカード」
3,000円分を
プレゼント！

「UCギフトカード」
3,000円分を
プレゼント！

第15条（ヤナゲンからの委託）
会員は、ポイントの付与・蓄積・告知・割引券還元等に関する事務
処理を、ヤナゲンからの委託に基づき、ＵＣが行うことを予め承認す
るものとします。
第16条（ヤナゲンポイントサービスに関する疑義等）
1.会員は、理由の如何を問わず、ヤナゲンポイントサービスにおけ

る権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供し、または相続させ
ることはできません。

2.ポイントの有効性、ポイント数、割引券還元並びに受け取り資
格に関する疑義、その他ヤナゲンポイントサービスの運営に関
して生ずる疑義は、ヤナゲンの決定するところによるものとし、
会員は、その決定に従うものとします。
第17条（終了・中止・変更等）
1.ヤナゲンは、予告なしに、いつでもヤナゲンポイントサービスを

終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものと
します。

2.ヤナゲンは、第6条に定めるポイント付与に係る換算率及び第
10条に定める割引券還元に係る換算率を、予告なしに、いつで
も変更できるものとします。

3.ヤナゲンポイントサービスの内容は、日本国の法令の下に規制
されることがあります。

以上
2017年11月現在

C051-17.11（I）



ヤナゲンUCカード会員特約
第1条（カード名称）
本カードは株式会社ヤナゲン（以下、ヤナゲンという）と会員規約に定
めるクレジットカード会社（以下、UCという）が提携して発行するもので、
カードの名称は「ヤナゲンUCカード」（以下、本カードという）と称します。
第2条（会員資格）
UCの会員規約および本特約並びにヤナゲンポイントサービス規定を
承認のうえ入会を申し込み、ヤナゲン及びUCが適当と認めた方を会員

（以下、会員という）とし、ＵＣがカードを貸与します。
第3条（発行カード種類とその決定）
1.本カードの種類は、「一般」・「CLUB＝5」・「CLUB＝10」の3種

類とします。
2.会員は、ヤナゲンが会員の取引状況等を勘案のうえUCに対し会員

へ発行するカードの種類を指定することを予め承認するものとしま
す。なお、ヤナゲンが会員のカード利用状況等を勘案し、UCに対
しカードの種類の変更を指定することもあります。
第4条（サービスの利用）
1.会員は、UCが提供するサービスを受ける場合、UC所定の方法でそ

の提供を受けるものとします。但し、UCが行う「永久不滅ポイント」
は、本カードでは利用することができません。

2.会員は、ヤナゲンポイントサービスに関するサービス及びヤナゲン
が提供するその他のサービスを受ける場合、ヤナゲン所定の方法
でその提供を受けるものとします。なお、ヤナゲンが提供するその
他のサービスに関して生ずる疑義は、ヤナゲンの決定するところに
よるものとします。また、ヤナゲンは、予告なしにその他のサービス
を終了もしくは中止し、またはその内容を変更できるものとし、会員
は予めその旨を承認するものとします。
第5条（会員資格の喪失）
1.会員がヤナゲン会員資格またはUC会員資格のいずれかを喪失し

た場合は、本カードの会員資格を喪失するものとします。
2.前項によりヤナゲンまたはUCが本カードの返還を求めた時は、会

員は、返還を求められた本カードを直ちにUCに返還するものとし
ます。
第6条（会員情報の提供と交換およびその保護）
1.会員は、ヤナゲンとUCの間において、両社の業務上必要な範囲で、

会員の提出した入会申込書・変更届に記載された情報および会員
の本カードの利用に関し知り得た情報を、相互に提供しまたは交換
することを承認します。

2.ヤナゲンおよびUCは、前項により知り得た会員の情報について、
会員のプライバシー保護に十分注意を払うものとします。
第7条（特約の改定等）
1. 本特約が改定され、その変更内容を会員にお知らせした後に、本

カードに関する取引があった場合又はお知らせ後１ヶ月の経過を
もって、会員には内容をご承認いただいたものとみなします。

2.本特約に定めのない事項については、UCの会員規約が適用され
るものとします。

以上
2017年11月現在

＜個人情報の取扱いに関する重要事項＞
第1条
株式会社ヤナゲン（以下、ヤナゲンという）は、会員にかかる以下の情報（以
下、会員情報という）を、以下に定める目的のために保護措置を講じた上で
UCと相互に利用します。
1. 会員情報・氏名・年齢・生年月日・住所・電話番号等、入会時及び入会

後に届け出た事項・カード利用状況等カード利用に関する情報・ショッ
ピング利用をポイント化した情報

2. 利用目的・本カードの基本的な機能や付帯サービスを提供するため・
ヤナゲンポイントサービスを提供するため・店舗開発・商品開発等の
マーケット調査のため・ヤナゲンが営業に関するご案内をするため
第2条
ヤナゲンは、会員情報その他クレジットカード規約に基づき収集した会員に
係る情報を、クレジットカード規約に定める利用目的に従い利用します。
第3条
会員は、両者が前二項に定める利用目的を達成するために、会員情報を相
互に提供することに同意します。
第4条
ヤナゲンおよびUCは、会員情報の漏洩･流出の防止その他、会員情報の安
全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとし、法令等に基づく正
当な理由がある場合を除き、会員の同意なく第三者に会員情報を開示する
ことはありません。

ヤナゲンポイントサービス規定
第1条（目的）
1.本規定は、株式会社ヤナゲン（以下、ヤナゲンという）と会員規約に定

めるクレジットカード会社（以下、ＵＣという）との提携により発行する
ヤナゲンＵＣカード（以下、本カードという）の利用に応じ、ヤナゲンが
本カードの会員（以下、会員という）に対し提供する特典（以下、ヤナゲ
ンポイントサービスという）の内容とその特典を受けるための条件を定
めたものです。

2.ヤナゲンは、必要があると認めたときは会員に予めまたは事後に文書で
通知することにより本規定を変更できるものとします。
第2条（ヤナゲンポイントサービス）
ヤナゲンポイントサービスとは、会員が本規定により、ヤナゲンから所定の
お買物割引券（以下、割引券という）を受け取ることができる制度です。割引
券は、会員が本カードにより信用販売を受ける商品・役務等の購入を行った
場合、その購入金額（以下、カード利用代金という）に応じてヤナゲンから付
与されるポイント（以下、ポイントという）の残高に基づき受け取れるものとし
ます。但し、会員が本カードの会員資格を喪失した場合は、ヤナゲンポイン
トサービスを利用することはできません。
第3条（ポイントの付与対象）
1.前条のカード利用代金には、キャッシングサービス・各種ローン・本カー

ドの年会費・保険掛金その他所定のものは含まれないものとします。
2.前項に加えて、CLUB＝5・CLUB＝10カードの会員については、ヤナゲ

ンでのカード利用代金も含まれないものとします。
第4条（家族会員のカード利用代金）
家族会員のカード利用代金に基づくポイントの付与は、当該家族会員の属
する本人会員に対して行われるものとします。第5条（ポイントの付与日）ポ
イントは、毎月10日にＵＣ所定の方法により締め切られたカード利用代金
に応じて、当月内の所定日に本人会員に付与されます。
第6条（ポイントの計算）
1.ポイントは、毎月10日にＵＣ所定の方法により締め切られたカード利

用代金に応じて、次の通り計算され、・と・の合計ポイントが付与され
ます。・ヤナゲン及びヤナゲンが別途指定したその他の加盟店でのカー

ド利用代金の合計金額（100円未満は切り捨て）に対し、百分
の一を乗じて得られるポイント。・前記・を除くカード利用代金
の合計金額（200円未満は切り捨て）に対し、二百分の一を乗じ
て得られるポイント。

2.前項の他に、ヤナゲンは、ヤナゲンでのカード利用代金に対し、
期間を限定してヤナゲン所定の方法で割り増しポイントを付与す
ることができるものとします。
第7条（ポイントの取り消し）
本人会員またはその家族会員の商品・役務等の購入の取り消し等に
より、カード利用代金の全部または一部が取り消しされた場合、その
取り消し額に応じたポイントもヤナゲン所定の方法により取り消しさ
れるものとします。
第8条（ポイントの蓄積と有効期間）
1.本規定第6条に基づき付与されたポイントの蓄積期間は、毎年3

月10日締め切り分から翌年2月10日締め切り分までの12ヶ月間
とします。

2.前項による蓄積期間経過後のポイント残高は、自動的に失効す
るものとし、次の蓄積期間に繰り越しできないものとします。但し、
ＵＣ入会応諾日を基準として最初に到来する2月10日締め切り分
までのポイント残高は、次の蓄積期間に繰り越すものとします。
第9条（ポイントの通知）
会員に対して付与するポイント数および蓄積された有効なポイント残
高等は、ＵＣから本人会員に送付されるご利用代金明細書（以下、ご
利用代金明細書という）上に表示し、通知するものとします。
第10条（割引券還元の条件及び方法）
1.割引券の還元は、ポイント蓄積期間内において、ポイント残高が

500ポイント以上に達した場合、その都度、その当該月に500ポ
イント単位で行います。なお、500ポイント未満の端数ポイント
は、ポイント蓄積期間内においては有効ポイントとして繰越され
ます。

2.会員は、前項により還元された割引券をヤナゲン所定の方法に
より1ポイント1円の割合で割引券として利用できるものとしま
す。なお、割引券はご利用代金明細書上に表示するものとします。

3.還元された割引券の利用期限は、当該利用明細書上に記載のお
支払い日から6ヶ月間とします。

4.会員への割引券還元は、ヤナゲンが割引券を還元する時点で会
員資格を有している場合に限り行われるものとします。

5.ヤナゲン及びＵＣは、本規定・本カードの会員特約もしくはＵＣ
の会員規約を遵守していないと認めた場合は、当該会員への還
元を拒否または保留することができるものとします。
第11条（他のカードとの取扱）
本人会員が本カードを複数枚保有している場合は、各カード毎にポイ
ントの付与・告知・蓄積・割引券還元等を行うものとします。
第12条（公租公課）
本規定による割引券還元について公租公課が課せられた場合、その
公租公課は会員が負担するものとします。
第13条（ポイントの消滅）
会員が、理由の如何を問わず、本カードの会員資格を喪失した場合、
既に蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本
規定における全ての権利・義務も自動的に消滅するものとします。
第14条（カードの切り替え）
会員に発行しているカードが、ヤナゲン所定の方法により他のカード
に切り替わった場合、切り替え時に有効であったポイントは、所定の
手続きにより、切り替え後のカードのポイントとして引き続き有効とし
ます。

ヤナゲンUCカード会員特約
ヤナゲンポイントサービス規定


