UC ETC カード特約（個人会員用）一部改定のお知らせ
2017 年 11 月 26 日をもって UC ETC カード特約（個人会員用）を改定いたしますのでご案内いたします｡特約の主
な改定箇所は以下のとおりです｡

■UC ETC カード特約 （個人会員用） 新旧対照表
改定前

改定後

第１条（本特約の主旨）
本特約は、会員がＥＴＣシステムを利用することによ
り発生する通行料金等を、クレジットカード利用代金
と合わせて決済するための特約を定めたものであり、
会員は本特約を承認し、別途道路事業者が定めるＥＴ
Ｃシステム利用規程を合わせて遵守してＥＴＣシステ
ムを利用するものとします。

第１条（本特約の主旨）
本特約は、ＥＴＣカードを利用することにより発生す
る通行料金等を、クレジットカード利用代金と合わせ
て決済するための特約を定めたものであり、ＥＴＣカ
ード利用者（以下「会員」と称します。
）は本特約を承
認し、別途道路事業者が定めるＥＴＣシステム利用規
程を合わせて遵守してＥＴＣシステムを利用するもの
とします。
第２条（用語の定義）
本特約における次の用語は、以下の通り定義するものと
します。
１．～２．
（略）
３．「車載器」とは、会員がＥＴＣシステムを利用する
ために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決
済に必要な情報の通信を行うための機器をいいま
す。
４．
（略）
５．「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首
都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西
日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本
州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社または
都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち、
ユーシーカード株式会社が、ＥＴＣシステムによる
通行料金等の決済契約を締結した者をいいます。
６．「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利
用について徴収する料金をいいます。
７．
（略）
第３条（ＥＴＣカードの発行と管理）
１．会員がＥＴＣカードの追加対象として指定するクレ
ジットカード（以下「指定カード」と称します。
）の
会員規約（以下「会員規約」と称します。
）に定める
クレジットカード会社（以下「当社」と称します。
）
は、当社が発行するクレジットカード会員が、会員
規約及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込
み、当社が適当と認めた場合、指定カードに追加し
てＥＴＣカードを発行し、貸与します。
２．
（略）
３．会員は、ＥＴＣカードを他人に貸与、預託、譲渡も
しくは担保に提供するなど、ＥＴＣカードの占有を
第三者に移転することは一切できません。
４．第２項または第３項に違反して、ＥＴＣカードが第
三者に利用された場合、ＥＴＣカードの利用により
発生する通行料金その他の損害は会員が負担しま
す。
５．
（略）
６．ＥＴＣカードの有効期限が到来する場合、当社は引
き続き会員として適当と認めた方に、新しいＥＴＣ
カードとＥＴＣカード特約を送付します。なお、有
効期限内のＥＴＣシステムの利用により発生した通

第２条（用語の定義）
本特約における次の用語は、以下の通り定義するものと
します。
１～２．
（略）
３．「車載器」とは、会員がＥＴＣを利用するために車
輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要
な情報の通信を行なうための機器をいいます。
４．
（略）
５．「道路事業者」とは、平成１１年建設省令３８号に
規定される道路管理者のうち、ユーシーカード株式
会社が、ＥＴＣシステムによる通行料金等の決済契
約を締結したものをいいます。

６．「通行料金」とは、道路整備特別措置法第２条第３
項に規定される料金の中で通行に係る料金をいいま
す。
７．
（略）
第３条（ＥＴＣカードの発行と管理）
１．会員規約に定めるクレジットカード会社（以下、
「当
社」と称します。）は、当社が発行するクレジットカ
ードの会員が、会員規約及び本特約を承認のうえ、
所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、
クレジットカードに追加してＥＴＣカードを発行
し、貸与いたします。
２．
（略）
３．ＥＴＣカードを他人に貸与、譲渡もしくは担保に提
供するなど、ＥＴＣカードの占有を第三者に移転す
ることは一切できません。
４．前第 2 項、第 3 項に違反して、ＥＴＣカードが第
三者に利用された場合、ＥＴＣシステムの利用によ
り発生する通行料金等の支払は会員の責任としま
す。
５．
（略）
６．ＥＴＣカードの有効期限が到来する場合、当社は引
き続き会員として適当と認めた方に、新しいＥＴＣ
カードとＥＴＣカード特約を送付します。なお、有
効期限内のＥＴＣシステムの利用により発生した通

行料金等のお支払については、有効期限経過後とい
えども本特約の効力が維持されるものとします。

第４条（ＥＴＣシステムの利用方法）
１．会員は、道路事業者所定の料金所において、ＥＴＣ
カードを挿入した車載器を介し無線により路側シス
テムと必要情報を授受することにより、ＥＴＣシス
テムに通行記録を記録します。
２．無線による路側システムとの必要情報の授受が適正
に終了しない場合、路側システムが設置されていな
い料金所の場合、利用証明書の発行を希望する場合、
障害者割引措置等を受ける場合など、特別な利用に
ついては道路事業者所定の方法によるものとしま
す。
第５条（ＥＴＣシステムの利用により発生した通行料金
等の支払）
１．当社は、会員がＥＴＣシステムを利用することによ
り発生した通行料金等を、ユーシーカード株式会社
が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者よ
り受領した通行記録等を基に、クレジットカードの
ご利用代金と合算して請求し、会員はこれを支払う
ものとします。
２．ＥＴＣシステムの利用により発生した通行料金の支
払区分は、会員規約の支払区分条項に定める１回払
いを指定したものとして取り扱います。
３．第 1 項に基づくＥＴＣシステムの利用により発生
した通行料金等の支払に際して請求された内容に疑
義がある場合は、会員と道路事業者との間で解決す
るものとし、会員は当社への支払義務を免れないも
のとします。
（新設）

第６条（ＥＴＣカードの解約及び利用停止と返却）
１．会員は当社あて所定の届出書類を提出することによ
り、いつでも本特約を解約することができます。こ
の場合会員は当社に対して解約日までに発生したＥ
ＴＣシステム利用による通行料金等の全額をお支払
いいただくこともあります。
２． クレジットカードを退会する場合、本特約も同時
に解約し、ＥＴＣカード会員の地位を喪失するもの
とします。

行料金等について、会員は、有効期限到来後といえ
ども本特約に基づき支払いの義務を負うものとしま
す。

第４条（ＥＴＣカードの利用方法）
１．会員は、道路事業者の定める料金所において、ＥＴ
Ｃカードを挿入した車載器を介し路側システムと無
線で必要情報を授受することで、通行料金の支払い
ができます。
２．会員は、道路事業者の定める料金所においてＥＴＣ
カードを提示することで通行料金の支払いができま
す。
第５条（ＥＴＣカードの利用により発生した通行料金等
の支払い及び利用可能枠）
１．当社は、会員がＥＴＣカードを利用することにより
発生した通行料金等を、ユーシーカード株式会社が
道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より
受領した通行記録等を基に、指定カードの利用代金
と合算して請求し、会員はこれを支払うものとしま
す。
２．ＥＴＣカードの利用により発生した通行料金の支払
区分は、会員規約の支払区分条項に定める１回払い
を指定したものとして取り扱います。ただし、指定
カードの支払方法が１回払いを除いた特定の支払い
方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が
適用されます。
３．第１項に基づくＥＴＣカードの利用により発生した
通行料金等の支払いに際して請求された内容に疑義
がある場合は、会員と道路事業者との間で解決する
ものとし、会員は当社への支払義務を免れないもの
とします。
４．会員は、指定カードの利用可能枠の範囲内でＥＴＣ
カードを利用することができます。指定カードの利
用可能枠を超えて会員がＥＴＣカードを利用した場
合、会員は、当然にその支払いの責を負うものとし
ます。
第６条（ＥＴＣカードの解約及び利用停止と返却）
１．会員は、当社あて所定の届出書類を提出することに
より、いつでも本特約を解約することができます。
この場合、会員は、当社に対してＥＴＣカード利用
による通行料金等の全額を支払うものとします。

２． 指定カードを退会または資格喪失する場合、ＥＴ
Ｃカードも同時に解約され、会員の資格を喪失する
ものとします。
３．会員が本特約または指定カードの会員規約に違反し
３．会員が本特約及びクレジットカードの会員規約に違
た場合、ＥＴＣカードもしくは指定カード等（指定
カードその他当社発行のクレジットカードをいいま
反した場合、その他当社が会員として不適当と認め
た場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、
す。以下同じ。）の使用状況が不適切な場合、その他
ＥＴＣカードの使用停止または本特約に基づくＥＴ
当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、
Ｃカード会員としての地位を取り消すことができ、
何らの通知、催告を要せずして、ＥＴＣカードもし
これらの措置とともに道路事業者に当該ＥＴＣカー
くは指定カード等の使用停止または会員資格を喪失
させることができ、これらの措置とともに道路事業
ドの無効を通知することがあります。
者に当該ＥＴＣカードの無効を通知することがあり

（新設）

第７条（ＥＴＣカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合
の届出義務及び再発行）
１．
（略）
２．ＥＴＣカードの再発行は、当社が適当と認めた場合
に行ないます。その場合、当社所定の手数料を申し
受けます。
（新設）
（新設）
第８条（ＥＴＣカードの年会費）
１．会員は、当社に対しクレジットカード所定の年会費
とは別にＥＴＣカード所定の年会費（ＥＴＣカード
申込書参照）を支払うものとします。なお、ＥＴＣ
カードの年会費はクレジットカードの年会費請求月
に合わせてお支払いいただくものとします。
２．支払方法は、ＥＴＣカード利用代金と同様とします。

ます。
４．事務手続きの都合その他の事由により、ＥＴＣカー
ドを解約または資格喪失した以降に、ＥＴＣカード
利用による通行料金等の売上が計上された場合、会
員は、当該売上を本特約に基づき当社に支払うもの
とします。
第７条（ＥＴＣカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合
の届出義務及び再発行）
１．
（略）
２．当社は、当社が適当と認めた場合にＥＴＣカードを
再発行します。その場合、会員は、当社所定の手数
料を支払うものとします。
３．ＥＴＣカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、
指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時
の規定に準じます。
４．会員がＥＴＣカードを車内に放置していたことによ
り紛失または盗難にあった場合、紛失・盗難について
会員に重大な過失があったものとみなします。
第８条（ＥＴＣカードの年会費）
１．会員は、当社に対し指定カード所定の年会費とは別
にＥＴＣカード所定の年会費を支払うものとしま
す。なお、会員は、ＥＴＣカードの年会費を指定カ
ードの年会費請求月または当社が指定する月に支払
うものとします。

２．ＥＴＣカード年会費の支払方法は、ＥＴＣカード利
用代金と同様とします。
３．
（略）
第９条（免責事項）
第９条（免責事項）
当社は、第５条に基づくＥＴＣシステムの利用により発 当社は、第５条に基づくＥＴＣカードの利用により発生
生した通行料金等の決済に関する事項を除き、ＥＴＣシ した通行料金等の決済に関する事項を除き、ＥＴＣシス
ステム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害 テム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠
賠償の責任を負わないものとします。
償の責任を負わないものとします。
第 10 条（個人情報の取り扱い）
第１０条（個人情報の取り扱い）
１．
（略）
１．
（略）
２.前項の情報は当社の責任において適切に管理し、目 ２.当社は、前項の情報を目的外利用及び第三者への開
的外利用及び第三者への開示・漏洩はいたしません。
示または漏洩しないよう当社の責任において適切に
管理します。
（新設）
第１２条（本特約の変更等）
当社は、本特約の一部または全てを変更する場合は、
当社ホームページでの告知その他当社所定の方法によ
り会員にその内容を告知します。告知後に会員がＥＴ
Ｃカードを利用した場合、または告知開始後１ヶ月を
経過した時点で、会員が変更内容を承認したものとみ
なします。
【下線部は改定部分を示します｡】
３．

（略）

