
 

UC法⼈カード利⽤明細ダウンロードサービス利⽤に関する特約

第1条（利用規約）

1． このUC法人カード利用明細ダウンロードサービス利用に関する特約（以下「本特約」と称します。）は、ユーシーカード株式会社（以下「UC
社」と称します。）又はUC社と業務提携するカード会社（以下これらをあわせて「当社」と称します。）に対し、「UC法人カード利用明細ダウン
ロードサービス」（以下「本サービス」と称します。）の利用を申し込んだ、当社発行の「UC法人カード」（以下「カード」と称します。）の会員で
ある法人又は個人事業主（以下これらをあわせて単に「法人会員」と称します。）、又は、カードの「会員規約」（以下「会員規約」と称しま
す。）の規定に基づきカードの申込みとともに本サービスの利用を申込み（以下当該申込んだ方と申込みをした法人会員をあわせて「申込
者」と称します。）、当社が承認した方（以下「本サービス会員」と称します。）、及び、本サービスの利用において本サービス会員から当該利
用に関する権限を委任される、会員規約に規定する管理責任者（以下「管理責任者」と称します。）に適用されます。

2． 当社は、ユーシーカードホームページにおいて、本サービスを説明するコーナー（以下「本HP」と称します。）を設けています。本サービス会
員は、本特約のほか、会員規約及び本HPに掲載するご利用上の注意事項等（以下これらをあわせて「本特約等」と称します。）を遵守する
ものとします。

　

第2条（申込み）

1． 申込者は、当社所定の申込書に記名押印の上当社に提出し、本サービスの利用を申し込む（以下「本申込み」と称します。）ものとします。
本申込みは、本HPにアクセス後、当社所定の事項を入力し、当社所定のフォーマットで印刷した申込書に記名押印のうえ当社所定の宛先
に郵送することにより行うものとします。

2． 当社は、本サービス会員を特定する番号（以下「ID」と称します。）及び初期パスワード（以下「初期パスワード」と称します。）を、別途のご案
内においてお示しします。

3． 当社が別途のご案内において表示する当社所定の日までに本申込みを受領した場合、第4条各項に定める手続きを完了することを停止条
件として、申込者と当社との間で本サービスに係る契約（以下「本契約」と称します。）が成立し、別途のご案内において表示する当社所定
の日（以下「本サービス利用開始日」と称します。）から本サービスの利用を開始することができます。但し、以下各号のいずれかに該当す
る場合を除きます。

（1） 第1条第1項において、当社が申込者のカードの入会を認めない場合
この場合、カードの入会をお断りする旨を当社が連絡することで、本サービスのご利用をお断りする旨をお知らせしたものとします。

（2） 申込書に記入漏れがあるなどの理由により、本申込みの受付処理に時間を要する場合
この場合、当社は、申込者に本サービス利用開始日を別途お知らせするものとします。

4． 申込者のうちUC社以外のカード会社が発行するカードをお持ちの方（カードを同時に申込む方については、UC社以外のカード会社が発行
するカードをお申込みの方）は、当社（申込者の所属する又はカード申込みにより所属を希望するカード会社）が、UC社に対し、本申込み
の受付のほか、本サービスに関する事務等について、業務委託することに同意するものとします。

　

第3条（利用の拒絶及び承認の取消）

当社は、申込者が以下の何れかの項目に該当する場合、当該申込者の本サービスの利用をお断りすることがあります。

（1） 申込者又は本サービス会員が、カードの会員資格を有していない又は当該資格を失った場合

（2） カードご利用状況、お支払状況等が不適当と当社が判断した場合

（3） 本申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合

（4） 当社に予め登録されている情報について改めて確認が必要な場合

（5） カード不正使用による被害発生時や、当社に届け出た氏名、勤務先、住所、お支払口座等に変更があり、直ちに当社所定の届出用紙
により手続きを行わなかった場合など正確な本サービスの提供が困難と予測される場合

（6） その他、会員規約違反などがあり、当社が本サービス会員として不適当と判断した場合

　

第4条（初期登録）

1． 管理責任者は、本サービスの利用開始に先立ち、本HPにアクセスし、当社所定の方法により、速やかに、自己のメールアドレスを登録する
とともに、初期パスワードを第7条に定義するパスワードに変更するものとします。

2． 前項の手続きの際、管理責任者は、「UC法人カード利用明細ダウンロードサービス利用に関する特約・個人情報の取扱い（収集・保有・利
用・提供）に関する同意条項」の内容を確認のうえ、その内容に同意するものとします。本サービス会員は、管理責任者をして当該同意をさ
せるとともに、前項の手続きをさせるものとします。

　

第5条（本サービス）

1． 本サービスは、会員規約に基づき当社が通知するお支払金額の内容を、当社所定の方法によりオンラインでもご確認いただけるサービス
です。なお、本サービスは、カードのご利用内容を逐次ご確認いただけるものではありません。

2． 本サービス会員が本サービスをご利用いただく場合でも、当社は、会員規約に基づく通知としてご利用明細書による通知を行います。本
サービスは、当該通知を代替するものではありません。

3． 本サービスを利用できるのは、次条に基づき本サービス会員から権限の委任を受けた管理責任者1名のみとします。

　



第6条（申込等に係る授権等）

1． 本サービス会員は、管理責任者に対し、本契約成立後の本サービスの利用、解約及び本サービスに関する当社との諸連絡に関する一切
の権限を委任するものとします。

2． 本サービス会員は、管理責任者をして本特約等を遵守させるものとします。

　

第7条（ID・パスワードの管理責任）

1． 本サービス会員及び管理責任者は、ID並びに初期パスワード及びパスワード（以下「パスワード」と称します。）を善良なる管理者の注意を
もって管理するものとし、第三者に譲渡、貸与、開示又は漏えいしてはならないものとします。

2． 管理責任者は、本サービスを利用してパスワードを変更することができます。

3． 本サービス会員及び管理責任者は、ID並びに初期パスワード及びパスワードの使用、管理について一切の責任を負うものとし、そのID及
びパスワードを用いてなされた一切の行為及びその結果について、本サービス会員が行ったものとみなされることを承認するものとします。

4． ID及びパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社はいかなる責任も負わないも
のとします。

5． 本サービス会員は、ID及びパスワードが使用されて当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任においてその損害を賠償しな
ければならないものとします。ただし、ID及びパスワードの管理状況を踏まえ、本サービス会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合
はこの限りではありません。

6． 本サービス会員は、本サービスによりダウンロードした個々のデータにおいても使用、管理について一切の責任を負うものとし、データ改竄
など本サービス会員ならびに第三者に不利益や損害が発生した場合であっても、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社はその責
任を負わないものとします。

7． 管理責任者は、第1項の違反の場合、IDもしくは初期パスワードもしくはパスワードの不正使用等の事故があった場合もしくはそのおそれ
がある場合、又はID・パスワードを失念した場合は、直ちに当社に届け出るものとし、当社の指示に従うものとします。なお、この場合であっ
ても当該ID及びパスワードによりなされた本サービスの利用は、当該本サービス会員が利用したとみなすことに異議ないものとします。

8． ID又は初期パスワードもしくはパスワードの不正使用等があり、当社が調査協力を求めたときは、本サービス会員及び管理責任者は、遅
滞なくこれに協力するものとします。

　

第8条（第三者のサービス）

本サービス会員が、当社以外の第三者が提供する、本サービス会員のご利用代金明細情報をインターネット・ホームページで一覧表示する等
のサービスを利用する場合には、以下によるものとします。

（1） 当該サービスの利用及び当該サービスの提供者の選定等は、本サービス会員ご自身の責任において行うものとします。

（2） 本サービス会員が当該サービスを利用するにあたっては、当社は、いかなる場合においても当該サービス提供者の代理人又は履行補
助者とみなされるものではありません。

（3） 当社は、本サービス会員が当該サービスを利用するについて、何らかの行為をする義務を含め、いかなる責任も負わないものとしま
す。

　

第9条（届出事項の変更等）

1． 本サービス会員が、管理責任者を変更する場合には、本サービス会員には、直ちに当社宛所定の変更手続きをしていただきます。

2． 本サービス会員又は管理責任者が本申込み又は本条の規定に基づき当社に届け出た、管理責任者の氏名、管理責任者のEメールアドレ
ス等の連絡先に変更がある場合には、管理責任者には、直ちに当社宛所定の変更手続きをしていただきます。

3． 当社が、本サービス会員又は管理責任者から届出があった連絡先に通知をした場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したも
のとみなします。

　

第10条（禁止事項）

本サービス会員及び管理責任者は、本特約に定める事項を遵守するほか、以下の行為を行わないものとします。

（1） 本サービス会員又は管理責任者として有する権利義務又は本特約上の地位を、第三者に譲渡、賃貸、質入れ、担保設定その他の処
分もしくは行使させること。

（2） 第三者に対し有償、無償問わず、再使用許諾その他の方法で使用させ、又は再許諾権の設定もしくは担保に供する行為をすること。

（3） 正当な権限なく、又は本契約に基づくサービスの利用以外の目的で本サービスにアクセスすること。

（4） 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に置くこと。

（5） 本申込み、第4条の初期登録又は第9条に基づく変更の届出を行う際、虚偽の内容を送信・登録すること。

（6） 当社又は第三者を誹謗・中傷したり、名誉を傷つけたりすること。

（7） 通常利用の範囲を超えて本サービスに使用するサーバーに負担をかける行為もしくはそれを助長するようなこと、又はその他本サー
ビスの運営を妨げる行為もしくはそのおそれのあること。

（8） 公序良俗に反する内容の情報・文書・図画・図形・音声・動画等を本サービス上で公開する行為。

（9） 法令に違反する行為もしくはそのおそれのある行為。

（10） その他、当社が不適当・不適切と合理的に判断し、本サービス会員に通知又は公表する行為。

　

第11条（使用許諾・知的財産権等）

1． 当社は、本特約に記載の範囲で、本サービスの日本国内における非独占的かつサブライセンス不能の利用を本サービス会員に認めるも
のとします。



2． 本サービスの内容など、本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてその権利者に帰属するものであり、本サー
ビス会員及び管理責任者はこれらの権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

　

第12条（環境の維持）

本サービス会員は、自己の責任と負担において、本サービス利用のために必要なシステム環境（システム、通信機器、ソフトウェア、電話利用
契約及びインターネット接続契約等を含むがそれらに限られません）を維持するものとします。

　

第13条（通知）

1． 本サービス会員及び管理責任者は、登録した管理責任者のEメールアドレスを、当社が本サービス会員に対する通知に利用することにつ
いて承認するものとします。

2． 前項の通知を行ったことにより、本サービス会員、管理責任者又は第三者に対して損害が発生した場合であっても、当社の故意又は重過
失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。

　

第14条（免責）

1． 当社は、本サービスの利用に関して、その内容・情報等の完全性、正確性、有用性等の保証を行うものではありません。また、本サービス
において、当社が採用する暗号技術についてもその完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。

2． 当社は、本サービスの利用に起因して生じた本サービス会員の損害について、それが当社の故意又は重過失により生じた場合を除き、一
切責任を負わないものとします。当社が賠償責任を負う場合でも、その範囲は本サービス会員に現実に発生した通常損害の範囲に限られ
ます。

　

第15条（本サービスの中断等）

1． 本サービス会員は、本サービスに係るサーバー等のシステムの定期点検、保守、更新等のため、当社が、当社所定の方法により本サービ
ス会員に告知又は通知のうえ、本サービスの一部又は全部を中断することがあることを予め異議なく承諾します。

2． 本サービス会員は、次のいずれかに該当する場合、当社が本サービス会員への事前通知をすることなく、本サービスを中断することがある
ことを予め異議なく承諾するものとします。

（1） 次条に定める不可抗力事由の発生による中断

（2） 当社、本サービス会員その他の第三者の利益の保護のため、その他やむを得ないと当社が合理的に判断した場合における中断

3． 本サービス会員は、当社が、サーバーへの過負荷等の事情がある場合に、自らの合理的裁量により、本サービス会員への連絡なく、本
サービス会員による本サービスのアクセス時間帯もしくはアクセス回数を制限し、又は本サービス会員による本サービスへのアクセスを拒
絶することがあることを予め異議なく承諾します。

4． 当社は、本サービスの一時停止又は中止に起因して生じたいかなる損害についても、それが当社の故意又は重過失により生じた場合を除
き一切責任を負わないものとします。当社が賠償責任を負う場合でも、その範囲は本サービス会員に現実に発生した通常損害の範囲に限
られます。

　

第16条（不可抗力）

当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、法令の制定・改廃、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、インターネット・システムの障
害・第一種電気通信事業者その他通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、又はその他自らの責に帰すことのできない事由により、本
契約上の義務を履行できない場合には、その責を免れるものとします。

　

第17条（本サービスの内容の変更・廃止）

当社は、本サービス会員への事前通知又は本サービス会員の承認なくして、本サービスの内容を変更し又は廃止することができるものとしま
す。なお、本サービスの全部を廃止する場合には、当社は、当社所定の方法により管理責任者にその旨を事前に告知又は通知するものとしま
す。

　

第18条（期間）

本契約は、本契約の成立日から、本特約に基づき本サービス会員と当社との間で成立する契約の有効期間の末日までの間有効とします。

　

第19条（解約）

本サービス会員は、当社所定の方法で申し出ることにより、本契約を解約することができるものとします。

　

第20条（契約の解除・本サービスの利用停止）

1． 第18条の規定にかかわらず、本サービス会員又は管理責任者が下記各号の一つにでも該当したときは、当社は、何らの予告もすることな
く、本契約を直ちに解除するか、又は本サービスの利用を停止しIDを無効とすることができるものとします。

（1） 第3条各号のいずれかに該当した場合

（2） 本サービス会員又は管理責任者が本特約等のいずれかに違反した場合

（3） 第三者によるID等の使用の多発等により、本サービス会員として不適当であると当社が判断したとき。

（4） その他本特約等の違反等により、本サービス会員として不適当であると当社が判断したとき。

2． 当社が会員規約に基づく法人会員の資格を取消したとき又は解約等により本サービス会員が法人会員の資格を喪失したときは、本契約
は当然に終了します。



　

第21条（契約終了後の措置）

1． 理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、本サービス会員及び管理責任者は、以降本サービスへのアクセス及び利用をしないも
のとします。

2． 第7条第3項から第8項まで、第8条、第9条第3項、第10条、第11条第2項、第13条第2項、第14条、第15条第4項、第16条及び第21条以降の
規定は、本契約終了後もその効力を失わないものとします。

　

第22条（本特約の改定）

1． 当社は、次の各号に該当する場合には、本特約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をホームページ
（https://www2.uccard.co.jp/corporate/meisai/）において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本サービス会員に周知
した上で、本特約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまで
に、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。

（1） 変更の内容が本サービス会員の一般の利益に適合するとき。

（2） 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理
的なものであるとき

2． 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をホームページ（https://www2.uccard.co.jp/corporate/meisai/）において告知する方
法又は本サービス会員に通知する方法その他当社所定の方法により本サービス会員にその内容を周知した上で、本特約を変更すること
ができるものとします。この場合には、本サービス会員は、当該周知の後に本サービス会員が本特約に係る取引を行うことにより、変更後
の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本特約が変更されるものとします。

　

第23条（準拠法）

本特約の効力、履行及び解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。

　

第24条（合意管轄裁判所）

本特約又は本サービス利用に関して当社と本サービス会員又は管理責任者の間で生じた紛争については、会員規約に定める合意管轄裁判
所を専属的合意管轄裁判所とします。

　

第25条（規定外事項）

その他本特約に定めのない事項については、会員規約及び会員規約に係る他の特約（個人情報の取扱い（収集・保有・利用・提供）に関する
同意条項を含みます）の規定に従います。

　

附則
2019年7月制定

2020年3月末日改定

UC法⼈カード利⽤明細ダウンロードサービス利⽤に関する特約・個⼈情報の取扱い（収集・保有・利⽤・提
供）に関する同意条項

UC法人カード利用明細ダウンロードサービス利用に関する特約（以下「本特約」と称します。）第1条第1項に定義する管理責任者（以下「管理
責任者」と称します。）は、この「UC法人カード利用明細ダウンロードサービス利用に関する特約・個人情報の取扱い（収集・保有・利用・提供）
に関する同意条項」（以下「本同意条項」と称します。）に同意のうえ、UC法人カード利用明細ダウンロードサービス（以下「本サービス」と称しま
す。）を申し込みます。本同意条項は、本特約の一部を構成します。

　

第1条（個人情報の収集・保有・利用、預託）

（1） 管理責任者は、今回のお申込みを含む、ユーシーカード株式会社（以下「UC社」と称します。）又はUC社と業務提携するカード会社（以下
これらをあわせて「当社」と称します。）との本特約に基づく本サービスの提供のため、当社が以下の情報（以下これらを総称して「個人情
報」と称します。）を当社所定の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。

① 本サービス申込時もしくは本サービス利用時において申込者、本特約第1条第1項に定義する本サービス会員もしくは管理責任者が申
込書に記載し、又は当社所定の方法により届出た管理責任者の氏名、会社電話番号、Eメールアドレス等の事項

② 本サービスの閲覧に関する事項

③ 管理責任者の来店、問い合わせ等により当社が知り得た情報（映像・通話情報を含む）

（2） 当社が本サービスの提供、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置
を講じた上で、（1）により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合がありま
す。

　

第2条（個人情報の開示・訂正・削除）

（1） 管理責任者は、当社に対して、下記のとおり自己に関する管理責任者の個人情報の開示請求ができます。
当社に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き（受付窓口、受付方法、必要な書類、
手数料等）の詳細についてお答えします。

（2） 万一当社の保有する管理責任者の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に
応じるものとします。



　

第3条（本同意条項に不同意の場合）

当社は管理責任者が本サービスのお申込みに必要な記載事項（本サービスの申込書で本サービス会員又は管理責任者が記載すべき事項）
の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、本サービスのお申込みをお断りしたり、本サービスを終了させる
ことがあります。

　

第4条（契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用）

本サービスの契約が不成立の場合又は本サービスが終了した場合であっても、本同意条項に基づき当社が取得した個人情報は、開示請求
等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。

　

第5条（合意管轄裁判所）

管理責任者と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、管理責任者の住所地及び当社の本
社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

　

第6条（条項の変更）

本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

　

第7条（問い合わせ先）

利用者情報に関するお問い合わせ等につきましては、下記までお願いいたします。

ご入会のカード会社（カード裏面ご参照）へご連絡ください。

　

■個人情報保護管理者

当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者（コンプライアンス担当役員）を設置しております。

2019年7月現在

　


