
ＵＣ ＰＲＥＰＡＩＤ／ＵＣ ＧＩＦＴ利用規約 

 

 

第１条（目的） 

本規約はユーシーカード株式会社（以下「当社」と称します。）が発行する、ＵＣ ＰＲＥＰＡＩＤ／ＵＣ ＧＩＦＴ

（以下「カード」と総称します。）に関して規定するものです。利用者がカードを利用する場合には本規約が適用

されます。 

 

第２条（利用者） 

１．カードを正当に保有し、本規約において当社の定める方法でカードを利用する者を、カードの利用者（以下「利用

者」という）とします。 

２．利用者は、カードを利用するためには、本規約の最新版を確認のうえ、同意する必要があります。 

３．利用者には、本規約に同意のうえ、当該カードの署名欄に当該利用者自身の署名をしていただきます。なお、利用

者は、当該カードの署名欄に署名をした場合、本規約の内容を承認したものとみなされることを承諾するものと

します。 

 

第３条（カード） 

１．カードは、カードで利用可能な額（以下「利用可能残高」という）の全部又は一部を、第５条に定める加盟店に

おいてのみ利用することができます。 

２．利用可能残高は、当社の運用サーバー内にて加算・減算の管理が行われます。利用者は、第１１条に定める方法で

利用可能残高及び利用履歴を確認できます。 

 

第４条（カードの有効期限） 

１．カードの有効期限は、当社指定の月の末日までとし、該当月はカード表面での表示等当社所定の方法で表示する

ものとします。 

２．カードは有効期限が過ぎた時点で失効するものとします。 

３．有効期限後はカードに記録される利用可能残高の有無にかかわらずカードは無効となり、残高の利用はできず、

払い戻しもしないものとします。なお、カードの失効について利用者に生じた不利益及び損害について、当社は

一切の責任を負わないものとします。 

 

第５条（利用加盟店） 

１．利用者は、当社と契約した加盟店又はマスターカードアジアパシフィック Pte リミテッドと提携したクレジット

カード会社・金融機関等の加盟店（以下「加盟店」という）において、カードを利用することができます。但し、

利用者は、カードの利用に際し、カード番号及びカードその他個人情報の窃取・悪用等の危険について十分注意

するものとします。 

２．前項にかかわらず、会費や接続料等の継続課金的に料金が発生する加盟店、高速道路や一部のホテル、暗証番号や

Mastercard 認証サービスの入力が必要な加盟店等、一部利用できない加盟店が存在することを、利用者は予め

承諾するものとします。 

 

第６条（カードの利用） 

１．利用者は、加盟店で物品の購入及びサービスの提供（以下、物品の購入及びサービスの提供を総称して「ショッ

ピングサービス」と称します。）を受ける際に、カードの利用可能残高の範囲内で、カードを代金の支払いに利用



することができます。ただし、１回あたり９円以下の金額での利用の場合には、代金の支払いに利用できないも

のとします。 

２．利用者はカードを提示し、ショッピングサービスを受ける際に加盟店から所定の売上票等に署名を求められた

場合、カード上の署名と同じ署名をするものとします。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス

等については、売上票等への署名を省略することができます。 

３．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、利用者は、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利用者自身に対し、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。 

４．利用者がカードを使用する場合には、当社所定の方法により、カードの利用可能残高から商品等の代金に相当

する金額を差し引きます。 

５．利用者は、換金を目的とするショッピングサービスの利用はできません。 

６．利用者は、停電又は機械故障等のシステムの不具合、システム保守点検若しくはその他安全管理上やむを得ない

事由により、利用者がカードを利用できない場合があること並びにこの場合であっても一切の異議を述べない

ことを承諾します。 

７．利用者が未成年の場合、カード利用時に親権者の同意を得るものとします。 

８．利用者は、カードの利用に際し、年齢制限のある加盟店にて、利用者の年齢が基準に満たない場合は、カードを

利用してはならないものとします。 

 

第７条（超過額の立替払い） 

１．前条第４項の商品等の代金に相当する金額と後日加盟店から当社に通知される商品等の代金に相当する金額に

差異がある場合、当社は、後日通知される商品等の代金に相当する金額を正しいものとして取り扱うこととし、

利用可能残高を加算又は減算できるものとします。 

２．前項の場合又はシステムの通信状況その他の事由により、利用者は、利用可能残高を超過してカードを利用できる

場合があります。この場合、利用者は、利用可能残高を利用したものとして扱い、利用可能残高を超える額（以下

「超過額」という）は当社が立替払いを行ったうえで、利用者に請求することがあることを予め承諾するものと

します。 

３．利用者は、当社が請求した超過額を、当社指定の方法で当社に支払うことを予め承諾するものとします。 

 

第８条（加盟店への連絡等） 

１．利用者のカード利用にあたっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を

行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、利用者はこれを

承諾するものとします。 

（1）加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。 

（2）カードの提示者が利用者本人であることを確認する場合があること。 

（3）第１４条に該当する場合、又はそのおそれがある場合に、カードの利用をお断りするよう指示する場合がある

こと。 

（4）貴金属、金券等の一部商品について、カードの利用を制限させていただくよう指示する場合があること。 

２. 前項に基づく当社の行為により、利用者に不利益又は損害が生じた場合でも当社及び加盟店は一切責任を負い

ません。 

 

第９条（加盟店との紛議及び返金の取り扱い） 

１．利用者は、カードにより加盟店から購入し又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に



生じる取引上の一切の問題については、利用者と加盟店との間で解決するものとします。 

２．当社は利用者と加盟店との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。 

３．カードの利用後、利用者と加盟店との間におけるカードの利用の原因となる商品等の購入又は提供に係る取引の

無効とされ、又は、当該取引の取消又は解除が行われ、カードの利用可能残高に対する返金処理等が行われた

場合、返金処理等の対象となった金額（以下「返金対象額」という）は、当社所定の方法で、カードの利用可能残高

に加算されます。なお、加盟店から当社に対する返金処理情報の通知の遅れ等により、利用可能残高への加算

が遅れることがあります。 

４．返金処理がされた利用可能残高の当社から利用者に対する返金は行われないものとします。 

 

第１０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の利用代金（カード利用が日本国内であるものを含む）は、外貨額を国際

提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社所定の為替処理等の事務経費を加算した

レートで円貨に換算します。 

２ ．海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、

証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店

でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。 

 

第１１条（残高・利用履歴の表示） 

１．カードの利用可能残高は、専用Ｗｅｂサイト又は当社が別途指定する方法により確認することができます。 

２．カードの利用履歴は専用Ｗｅｂサイト又は当社が別途指定する方法により、一定の範囲において確認することが

できます。但し、専用Ｗｅｂサイトで表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定める範囲に限るもの

とします。なお、利用者は、当社が利用者に対する利用履歴の開示のために、利用者のカードの利用状況を加盟店

に開示することがあることを予め承諾するものとします。 

３．決済が外貨による場合は、商品等の代金に相当する金額に前条に定めるレートが加算された合計金額で表示され

ます。 

４．カードの有効期限を経過した場合、カードの利用可能残高並びに利用履歴は確認できないものとします。 

５．当社は、カードの利用及びカードへの返金処理等による利用可能残高の減算・加算については、加盟店が当社に

提供する情報に基づき行い、当社が加盟店からの情報の正確性を完全に保証するものではなく、当社は一切の

責任を負わないことを、利用者は予め承諾するものとします。加盟店から当社に対する返金処理の情報提供の

遅れにより、カードへの返金処理による利用可能残高の加算が遅れることがあることを、利用者は予め承諾する

ものとします。 

 

第１２条（カード情報等の管理） 

１．利用者は、カードのカード番号、有効期限及びセキュリティーコード等、並びにカード原板（以下「カード情報

等」という。）を善良なる管理者の注意義務を以て管理・使用するものとし、カード情報等が使用されたことに

ついて一切の責任を負うものとします。 

２．利用者は、カード情報等を利用者以外の第三者に使用させた場合、利用者の義務として本規約に定められている

義務について当該第三者をして遵守させるものとし、当該第三者によるカード情報等の使用及び本規約の義務

違反等に関する一切の責任を負うものとします。 

３．カード原板の所有権は当社に帰属するものとします。 

４．利用者は、カードの自署欄に署名がされているカードは第三者に譲渡できません。 

 



 

第１３条（カードの利用中止等） 

１．当社及び加盟店が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなくカードの利用を全面

的に又は部分的に中止することがあります。 

（1）カード（利用者の保有か否かを問わない）が偽造、変造されたとき、又はその疑いのあるとき 

（2）カード（利用者の保有か否かを問わない）が不正利用されたとき、又はその疑いのあるとき 

（3）破損、電磁的影響その他の事由によりカードが破壊され若しくはカードの磁気情報が消失したとき、又はカード

に関するシステムの障害その他の事由によりカード処理端末等が使用不能となったとき 

（4）カードに関するシステムを管理運用する事業者の休業日、休業時間又は保守管理その他の事由により、カード

に関するシステムの全部又は一部を休止するとき 

（5）利用者によるカードの利用が本規約に違反し、又は、違反するおそれのあるとき 

（6）その他やむを得ない事由が生じたとき 

２．前項のカードの全部又は一部の利用中止により、利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、当社及び加盟店は

一切責任を負いません。 

３．利用者は、カードが偽造、変造されたものであることを知ったときは、カードを利用できません。この場合、

利用者は当社に対して当社所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造されたカードを提出

するものとします。 

 

第１４条（カードの盗難、紛失等） 

１．カードの盗難、紛失若しくはカード情報の不正取得その他の事由（以下まとめて「盗難等」という）によりカードが

第三者に不正利用され、利用者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとし、利用者はその

カードの利用代金について全て支払いの責を負うものとします。 

２．当社は、盗難等を理由に返金又はカードの再発行は行いません。 

３．利用者は、盗難等にあった場合、速やかにその旨を当社に通知するものとします。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１５条（カードの再発行） 

１．カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報、

カードに記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、残高を移行させた新しい

カードを発行するものとします。この場合であっても、残高の払戻しはいたしません。 

２．前項の場合、当社は新しいカードと交換で旧カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しい

カードの発行にあたっては、カードの図柄及び属性は当社が指定するところによるものとし、利用者は異議を

述べないものとします。 

 

第１６条（残高の払戻し） 

１．カードの残高の払戻しはできません。 

２．当社が社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりカードの取扱いを全面的に廃止する旨、当社が決定

した場合は、例外的にカードを保有する方は当社に対してカードの利用可能残高の払戻しを申し出ることが

できるものとし、当社は所定の方法により利用可能残高を確認したうえで、残高を払戻すものとします。その際、

返金後のカードは混乱を避けるため、当社に引渡すものとします。 

３．返金の際は、払戻し実行時において当社が定めるレートによって円に転換したうえで、円貨で払戻すものとします。 

４．当社は、払戻しを求める利用者が正当なカードの所持者であることが確認できない場合又は未利用のカードの



利用可能残高を確認できない場合は、払戻しの申し出を断ることができます。 

第１７条（利用資格の取消し） 

当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該利用者のカードの利用資格を取り消すことが

できます。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず当該利用者に対しカードの利用を中止することができるもの

とし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。 

（1）本規約に違反した場合 

（2）カードの利用に関し、自ら又は第三者を利用して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、若しくは風説を

流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害した場合 

（3）カードが犯罪に利用されている又は使用された疑いがあると当社が判断した場合 

（4）その他利用者のカードの利用状況等から、カードの利用者として不適格と当社が判断した場合 

 

第１８条（サービスの終了等） 

１．当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、又は当社の都合等その他の事由により、カードによる代金決済の取扱い

（以下「カードサービス」と称します）を全面的に終了することがあり、この場合、当社は、当社ホームページ等

で事前に告知します。 

２．利用者は、前項の告知があったときは速やかに、未利用のカードについて第１６条第２項による払戻しの手続を

行います。 

 

第１９条（制限責任） 

カードサービスを利用することができないことにより利用者に生じた不利益又は損害については、当社はその責任を

負いません。 

 

第２０条（カード利用情報の取得等） 

利用者は、当社がカードサービスを運営する上で取得したカードの利用履歴情報が当社に帰属することに同意し、

当社がそれらの情報を利用者個人を特定することなく利用すること及び第三者に対してこれらの情報を提供する

ことに予め同意します。但し、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン

等並びに当社の社内規程の定めに従い、係る情報を取り扱うこととします。 

 

第２１条（その他承諾事項） 

利用者は、利用者が現在次のいずれにも該当しないこと、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。なお、当社は、利用者が次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止すると

ともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、利用者は当社に対し、合理的な

期間内に報告書を提出しなければならないものとします。 

（1）暴力団員 

（2）暴力団準構成員 

（3）総会屋等（総会屋、会社ゴロ等） 

（4）社会運動等標ぼうゴロ 

（5）特殊知能暴力集団等 

（6）その他前各号に準じる者 

 

第２２条（著作権） 

１．利用者は、権利者の承諾を得ないで、いかなる方法においても自ら又は第三者をして当社が運営するカードの



サイト、パンフレット等を通じて提供される情報につき、著作権法で定める利用者個人の私的使用の範囲を

超える複製、販売、出版、その他の用途に使用し、権利者の権利を侵害してはならないものとします。 

２．本条に違反して権利者との間での紛議その他第三者との間で問題が発生した場合、利用者は、自己の責任と費用

において当該紛議及び問題を解決するとともに、当社に何らの迷惑又は損害を与えないものとします。 

 

第２３条（業務委託） 

当社は、本規約に基づくカード管理業務について、業務の一部を当社の定める基準により選定した、第三者に業務を

委託することができるものとします。 

 

第２４条（合意管轄裁判所） 

利用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意

管轄裁判所とします。 

 

第２５条（準拠法） 

本規約には、日本法が適用されるものとします。 

 

第２６条（規約の改定並びに承認） 

当社は当社の判断において予告無く本規約を変更することができるものとします。当社は本規約の一部若しくは全て

を変更する場合は、当社所定の方法により利用者にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に利用者がカードを

ご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなします。 

 

附則 
本規約は、2022年 3月 1日から適用します。 
 
＜カード発行元＞ 
ユーシーカード株式会社 
〒135-8601 
東京都港区台場 2-3-2 台場フロンティアビル 
http://www.uccard.co.jp 

 

  2022年 3月現在 

 

  



個人情報の取扱い（収集・保有・利用・提供）に関する同意条項（プリペイド） 

 

利用者は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。 

 

第１条（個人情報の収集・保有・利用、預託） 

１．利用者は、今回のお申込みを含むユーシーカード株式会社（以下「当社」と称します。）との各種取引（以下

「各取引」と称します。）の管理のため、以下の情報（以下これらを総称して「個人情報」といいます。）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。 

(ｲ)各取引所定の申込時若しくは各取引において、利用者が申込書に記載し、若しくは当社所定の方法により

届出た利用者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報（Ｅメールアドレス、ＳＮＳ

アカウントその他インターネット上の連絡先を含む。）、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の

事項 

(ﾛ)各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況

及び契約の内容に関する情報 

(ﾊ)各取引に関する支払開始後の利用残高に関する客観的事実に基づく情報 

(ﾆ)利用者の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報（映像・通話情報

を含む） 

(ﾎ)各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等、公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に

収集した情報（公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、(ｲ)～(ﾊ)のうち必要な情報

が公的機関に開示される場合があります。） 

(ﾍ)インターネット、官報や電話帳等一般に公開されている情報のうち、当社が利用者に関する情報と判断した

もの（利用者情報を用いた検索結果、調査結果等を含む） 

２．当社が各取引に関する管理、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、第１項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（第１条以外での個人情報の利用） 

１．利用者は、第１条第１項に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第１条第１項(ｲ)(ﾛ)(ﾊ)(ﾆ)(ﾍ)の

個人情報を利用することに同意します。 

(ｲ)当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業（それらに付随して提供するサービスを含む。）、並びに

その他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・ＳＮＳでのメッセージ

その他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス 

(ﾛ)当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・ＳＮＳでのメッ

セージその他インターネット上の連絡等による営業案内 

(ﾊ)当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業（それらに付随して提供するサービスを含む。）、並びに

その他当社の事業における市場調査、商品開発 

※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ（https://www.uccard.co.jp）に常時掲載しております。 

２．利用者は、第１項(ｲ)(ﾛ)の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が

送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。 

 

第３条（個人情報の公的機関等への提供） 

利用者は、各種法令の規定により提出を求められた場合、又はこれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、



当社が公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。 

 

第４条（個人情報の開示・訂正・削除） 

１．利用者は、当社に対して、自己に関する利用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【問い合わせ窓口】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利用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５条（本同意条項に不同意の場合） 

当社は利用者が各取引のお申込みに必要な記載事項（各取引の申込書で利用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、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させる

ことがあります。但し、第２条第１項(ｲ)(ﾛ)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に各取引の

お申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。 

 

第６条（契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用） 

各取引が終了した場合であっても、第１条第１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７条（合意管轄裁判所） 

利用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、利用者の住所地

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８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。 

 

■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、個人情報管理責任者（情報管理部門担当役員）を

設置しております。 

 

 

 

【ＵＣ ＰＲＥＰＡＩＤ／ＵＣ ＧＩＦＴに関するお問合せ先】 

ユーシーカード株式会社 ＵＣプリペイドデスク 

〒135-8601 東京都港区台場 2-3-2 台場フロンティアビル 

TEL ： 03-4332-5671 9：00 ～ 17：00（１/1 休） 

 

 

2022年 3 月現在 


