お問い合わせ・ご照会
ご利用明細の照会やご利用限度額の変更
VISAビジネスデビット会員用Web
VISAビジネスデビット会員用Web

検索

ご利用内容・再発行・解約お手続・商品性などに関するお問い合わせ
ビジネスデビットデスク
（通話料有料）

サービス
番号
1
2
3

0570-000-235
サービスメニュー

受付時間

ご利用内容やご契約内容に
関するお問い合わせ

9:00〜17:00（日本時間）
土・日・祝日も営業いたします。
ただし、12月31日〜1月3日は
カードをお申込前の方
（商品・サービスに関する照会・ 休業とさせていただきます。
お申込方法等）
カードの解約・再発行

※カードご利用者さま
（管理責任者さま）
であることを確認させていただき
ますので、
お手元にカードをご用意ください。
※最初に音声ガイダンスが流れますので、
ガイダンスにしたがってメニュー
を選択してください。

カードの紛失・盗難に関するお問い合わせ
ビジネスデビット紛失・盗難受付デスク

0120-235-654

（24時間年中無休）

＜海外でカードをなくされた場合「緊急カード」を発行できます＞
※緊急カードの受取場所には制限があります。
また、
地域によってはカードの
受け取りまでに時間がかかる場合があります
（通常2~3日程度）。
※緊急カードの発行には、11,000円
（消費税込）
の手数料がかかります。
※緊急カードでは、現地通貨お引き出しをご利用いただけません。

ナビダイヤル、
フリーダイヤルをご利用いただけない場合
（国内から）

050-3786-2350

（海外から）
識別番号

＋81-50-3786-2350

2022年11月現在

0041

三菱UFJ-VISA
ビジネスデビット
ご 利 用 ガ イ ド

いま買って、いま払 う。
カードなのに現 金 みたい。
VISAビジネスデビットでできること
お店で買い物をする

P.17

利用限度額を設定する

P.16

会員用 Web
で変更

電話で変更

ネットショッピングで使う

利用内容を確認する

P.19

P.13・14

海外で使う

P.20

海外のATMでお金を引き出す

P.21

お知らせ
メール
Web
明細

※日本国内のATMでお金を引き出すことはできません。
1

2

VISAビジネス
デビットの

ここが 聞きたい
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これって
何だっけ…?!

明細
1000
5000
12000
2000
500
4500
6000
9800
10000

覚えのない明細が
あるんだけど?
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❶ カードが届いたら
カードの台紙を確認する

4

お申し込み時にご指定いた お届けのカード内容
カード名称
三菱UFJ−VISAビジネスデビット
だいた、お支払口座の確認
4006- 1 2 3 4 - 5678- 8 9 0 0
カード番号
をお願いします。
お名前

TARO

有効期限

2025 年 4 月まで

金融機関名
支店名
口座番号

STEP 1
VISAビジネスデビットのWebサイト
（https://debit.bk.mufg.jp
/p/hjnLogin/RW0312020001）
にアクセス

三菱UFJ銀行
本店
普通 1 2 3 4 5 6 7

機能とサービス

機能とサービス

2020 年 4 月 1 日

お支払口座

本カードの「ご利用明細書」は郵送されません。
ご利用明細の照会に
は
「VISAビジネスデビット会員用Web」
をご活用ください。

YAMADA

ご入会日

「VISAビジネスデビット会員用Web」
の新規登録をする

カードが届いたら

カードが届いたら

1

STEP 2
「VISAビジネスデビット会員用Web」
をクリック

カードのお名前を確認する

STEP 3
「新規登録」
をクリック

お申し込み時にご登録いただ
いたご自身のローマ字氏名
の確認をお願いします。

クリック

STEP 4

お手続き

お手続き

カード使用者名・生年月日・性別・カード番号・
ローマ字氏名・法人口座番号・メールアドレス・
ユーザーID・パスワードを入力
入力
3

カードに署名をする

ご利用限度額の設定（P.11）、非代表カード
（2枚目以降のカード）
の
申込、
オンラインショッピング認証サービスの登録・変更（P.16）
※画面はイメージです。

［注意］
セキュリティ強化のため、
ユーザーIDは、
お客さまが入力いただいた
ものに、
当行が指定する数字4桁を加えたものになります。
登録完了画面にてご確認ください。

5

会員規約

会員規約

［注意］
ご署名は、
日本語・ローマ字どちらでも世界中で通用します。
ご本人
さまのご署名のないカードはご利用いただけないばかりか、紛失・
盗難等で第三者にVISAビジネスデビットを不正使用された場
合の損害額が補償されません。思わぬトラブルから身を守るため
にも、
カードの裏面には必ず署名をしてください。
なお、
なぞりや訂
正のあるご署名は、加盟店等でご利用いただけない場合がありま
すので、
書き損じ等にご注意ください。

STEP 5

保険のしおり

保険のしおり

カード裏面のご署名欄に、
カード使用者（個人名）の署
名をサインペンかボールペ
ンでご記入ください。

よくあるご質問

よくあるご質問
5

使い方

使い方

2

これで準備は完了です

VISAビジネスデビットを使ってショッピングを楽しみ
ましょう。

6

❷

VI S Aビジネスデビットの機 能と サービス
カードが届いたら

カードが届いたら

ネットショッピングや、
海外での現地通貨お引き出しもOK！

機能とサービス

機能とサービス

V I S Aビジネスデビット
は、世界中のVisa加盟店
で使ったその場で、
お客さ
まの決済口座から即時に
利 用 代 金 を 引き 落とす
カードです。決済口座の残
高範囲内でのご利用とな
るため、
使いすぎる心配が
ありません。

使い方

使い方

VISA

VISA
使えます

ご安心
ください！

よくあるご質問

よくあるご質問

国内でも海外でも！
世界中のVisa加盟店で使える！

￥

♪

保険のしおり

保険のしおり

使った分だけ
自動キャッシュバックで
おトク！

現金がいらないから、
小銭のわずらわしさや
ATMに並ぶ必要ナシ！

会員規約

会員規約
7

万が一の紛失・
不正利用でも
安心の補償と機能！

お手続き

お手続き

OK!

8

❷

カードについて
本カードは、キャッシュカードではありません。

④複数枚カード
1口座最大10枚まで発行が可能です。2枚目以降のカードはVISAビ
ジネスデビット会員用Webにて申し込みができます。
1枚目に発行したカードは代表カード、2枚目以降のカードは非代表
カードという扱いになります。

VISAビジネスデビットは、カードご利用時にご利用店舗等（加盟店
等）から送信される
「利用データ」に基づき、
お客さまの決済口座から
「原則即時支払い」ができるカードです。ただし、一部のご利用店舗で
は、
ご利用店舗側の都合で後日請求、後日払いとなることがあります。

使い方

使い方

※後日請求となるケース ➡P.20をご覧ください

お支払い
（ご請求）
の流れ
カード使用者名

有効期限（月/年） カード番号

⑥売上データを
受信

売上
データ

⑦利用データと
売上データの
差額があれば
引き落とし
差額が または入金
あれば
入出金

＊一定期間、
加盟店から売上データが送信されない場合は、
お客さまの決済口座
へ全額返金されます。
また、返金には1ヵ月半程度かかる場合があります。返金
データ到着時に決済口座が解約されている場合は返金できませんのでご注意
ください。

3

年会費

VISAビジネスデビットは年会費無料です
（2枚目以降のカードも無料）
。
会員規約

会員規約

③カードのお取り扱い
カードは、衝撃が加わったり、折れ曲がったり、水に濡れたりすると
ICチップが破損・故障し、使用できなくなる場合があります。

即時
引き
落とし

保険のしおり

保険のしおり

②有効期限
本カードの有効期限は5年です。有効期限が到来する前に新しい
有効期限のカードをお届出の住所にお送りします。

④利用金額を
引き落とし

よくあるご質問

⑤後日、
売上データを
送信*

後日

よくあるご質問

※暗証番号をお忘れの場合は、
ビジネスデビットデスクまでご連絡ください。
なお、
暗証番号変更の場合もしくは、
暗証番号の入力相違によりカードが利用できな
くなった場合は、
カードの再発行または再度のお申し込みが必要になります。
再発行➡P.25をご覧ください。

三菱UFJ銀行 お客さまの決済口座
③利用データを
受信

利用
データ

お問い合わせ先
セキュリティコード
①暗証番号
本カードは、暗証番号の入力がないとご利用いただけない場合があり
ます。暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。

加盟店
②利用データを
送信

お手続き

ご利用当日

お手続き

カード
使用者の
ご署名欄
（個人名）

お客さま
①加盟店で
利用

機能とサービス

機能とサービス

お支払い（ご請求）について

2

こちらの
方向に挿入
して使用

カードが届いたら

カードが届いたら

1

VI S Aビジネスデビットの機 能と サービス

※テレビ・携帯電話・ヘッドホンステレオ・バッグや財布の口金等、磁気を帯びた
ものに近づけると、
カードの磁気が低下して使用できなくなる場合があります
のでご注意ください。
9

10

❷

キャッシュバック

前月のショッピングご利用金額に応じて、毎月25日（銀行休業日の
場合は翌営業日）
に決済口座に自動キャッシュバックいたします。

0.2％

キャッシュバック率

●不正利用防止の観点から、海外渡航予定のない方は海外ATM現地
通貨引出のご利用限度額を0円にすることをおすすめします。
初期設定額（変更上限額）

1回

1日

1ヵ月

カードが届いたら

カードが届いたら

4

VI S Aビジネスデビットの機 能と サービス

※算出式：対象取引の合計額 キャッシュバック率（1円未満は切り捨て）
2020年4月
4月利用分

2020年5月

2020年6月

5月利用分

▲6/25 キャッシュバック

50万円
（200万円） 50万円
（200万円） 1,000万円
（1,000万円）

●利用限度額変更は
「VISAビジネスデビット会員用Web」
「
、ビジネスデビットデス
ク」
のどちらでお手続する場合も即時反映となります。
なお、
利用限度額は万円単
位での変更が可能です。

本カードで購入された商品が、
ご購入日から60日以内に破損・盗難・
火災等の損害を被った場合に、年間100万円を限度に補償します
（1事故あたり5,000円はお客さまの自己負担になります）。
くわしくは ➡P.30をご覧ください。
9

不正利用補償

カード等の紛失・盗難等により第三者に不正利用された場合、当行が連
絡を受けた日から60日前まで遡り、その日以降に発生した損害につい
て、年間100万円を限度に補償します。

※お客さまの故意または過失に起因する被害や、補償手続の途中で一定期間お
客さまと連絡がとれない等、補償できない場合があります。

10

その他のご留意事項

●クレジットカードと同じ仕組みで決済されているため、
レシートには
原則「クレジット」
と印字されます。
●一部加盟店でのご利用において、
預金残高を超えてVISAビジネスデ
ビット取引が成立する場合があります。
この場合は、
いったん当行が
立て替えて加盟店に支払いますので速やかに当行へ立替金をお
支払いください。

会員規約

会員規約

●VISAビジネスデビットでは、
お客さまに安心してご利用いただくた
め、利用限度額に初期設定額を定めています。預金残高の範囲内か
つ初期設定額の範囲内でご利用いただけます。
●利用限度額は、
「VISAビジネスデビット会員用Web」
または
「ビジネ
スデビットデスク」
で確認・変更いただけます
（窓口では変更いただ
けません）。利用限度額変更は管理責任者がお手続きください。
➡P.14をご覧ください。

ショッピング保険

保険のしおり

保険のしおり

ご利用限度額（※カード1枚あたり）

8

よくあるご質問

よくあるご質問

※当行のシステムメンテナンスの時間帯（毎月第2土曜日21時〜翌朝7時）
につい
ても利用可能です。ただし、一部利用できない時間帯が発生する場合は、当行
Webサイト
（https://www.bk.mufg.jp/tsukau/debit/info/maintenance.html）
および「VISAビジネスデビット会員用Web」
にてお知らせします。

30万円
（30万円）

お手続き

お手続き

ご利用時間

原則24時間365日ご利用いただけます。

10万円
（10万円） 10万円
（10万円）

使い方

使い方

※日本国内でのATMでは、現金の引き出しはできません。
現金のお引き出しには、
キャッシュカードをご利用ください。

7

海外ショッピング

海外ATM現地通貨引出

ご利用加盟店

●国内外のVisa加盟店でご利用いただけます。
●インターネットショッピングなどのオンラインショッピングにもご利用
いただけます。
●一部ご利用いただけない加盟店があります。
くわしくは当行Webサイトよりご確認ください。
https://www.bk.mufg.jp/houjin/it/keihi/b̲debit/pdf/not̲available.pdf
●「VISA」
「 PLUS」マークのある海外ATMでは、現地通貨の引き出しが
できます。

6

50万円
（200万円） 50万円
（200万円） 1,000万円
（1,000万円）

▲7/25 キャッシュバック

［注意］
●キャッシュバック額計算日までに当行に到達している売上データに基づい
て集計いたします。売上データが計算日以降に到達した場合は翌月の
キャッシュバック対象となります。
●キャッシュバックサービスは、事前の予告なくサービスの一部または全部
を変更または廃止することがあります。

5

国内ショッピング

▲5/25 キャッシュバック

6月利用分

11

2020年7月

機能とサービス

機能とサービス

キャッシュバックのスケジュール
（2020年4月ご入会のケース）

［注意］
●立て替えが発生した場合、
立替金をお支払いいただくまで、
カードの利用を
停止させていただきます。
12

❷

会員限定特典

❶ Amazon Businessの即時アカウント開設
Visaセルフ登録ポータル経由なら、
Amazon Businessのアカウント開設がカンタン！
詳しくはこちら
Amazon Businessのアカウント開設はこちら▶

❷ VISAビジネスオファー

※ ❹は管理責任者さまのみに送られます。
その他はカードご利用者さまおよ
び管理責任者さまに送られます。

13

お知らせメール

※ドメイン指定などの受信制限を設定されている場合には、
「@debit.bk.mufg.jp」から
のEメールが受信できるよう事前にパソコン・携帯電話の設定を行ってください。
※第三者によって不正利用された場合も、
お知らせメールが届くので気づくこと
ができます。

〈Eメールをお送りするタイミング〉

➡ ❷❸の場合、Eメールをお送りするタイミングと、引き落とし・入金のタイ
ミングが異なる場合があります。

管理責任者

一般利用者

ご 契 約 の V I S Aビジネスデ VISAビジネスデビットをお
ビット全カード分の利用明細 持ちの方ご自身の利用明細
の確認・ダウンロードが可能 の確認・ダウンロードが可能
です。
ご利用明細 です。
※ご利用明細書の郵送は行 ※ご利用明細書の郵送は行
照会
いません。
いません。
「VISAビジネスデビット会員 「VISAビジネスデビット会員
用Web」
でのみご確認いただ 用Web」
でのみご確認いただ
けます。
けます。

ご利用
限度額
照会・変更

ご契約のVISAビジネスデビッ
ト全カード分について、
1回・1
日・1ヵ月の利用限度額の照
会・変更が可能です。

VISAビジネスデビットをお
持ちの方ご自身の1回・1日・
1ヵ月の利用限度額の照会が
可能です。

会員規約

会員規約

❹預金残高を超えてVISAビジネスデビット取引が成立し、
当行での立
て替えが発生した場合、
および一定期日までに入金がない場合等
❺オンラインショッピング認証サービス
（Visa Secure）
の登録・変
更・解除があった場合（別番号での再発行の場合、
自動解除とな
ります）

管理責任者と一般利用者の主な違いは以下のとおりです（管理責任
者は、一般利用者としての機能もご利用可能です）。

保険のしおり

保険のしおり

❶ショッピングや、海外ATMでの現地通貨引き出しがあった場合
❷返品や海外のご利用等でお取引金額に変更があった場合
❸携帯電話料金や公共料金等の登録型加盟店からのご請求が
あった場合

●代表カード
（1枚目のカード）
のご利用者は自動的に管理責任者とな
り、非代表カード
（2枚目以降のカード）のご利用者は一般利用者と
なります。一般利用者の管理責任者への変更は、管理責任者が
VISAビジネスデビット会員用Webから行うことができます。ただ
し、1枚目のカードは一般利用者に変更できません。

よくあるご質問

よくあるご質問

「VISAビジネスデビット会員用Web」
にご登録いただいているEメール
アドレスにご利用確認メールをお送りいたします。

●ご利用に当たっては、
カードごとに
「VISAビジネスデビット会員用
Web」
の会員登録をしていただく必要があります。
お手続き

お手続き

https://www.visa.co.jp/partner-with-us/info-for-partners/biz-offer.html

使い方

使い方

詳しくはこちら
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「VISAビジネスデビット会員用Web」

●ご利用いただく方の権限を
「管理責任者」
と
「一般利用者」
とに分類
し、権限ごとに以下管理機能・サービスがご利用いただけます。
ビジネスニーズに合わせホテル宿泊、
オフィスサプライ、
印刷サービス、
レンタル会議室等、おトクにご利用いただけます。

機能とサービス

機能とサービス

https://www.bk.mufg.jp/houjin/lp/b̲debit/amazon/index.html

❻不正利用懸念により利用停止処理を行った場合
❼更改カードの送付対象外になった場合
❽VISAビジネスデビット会員用WebのユーザーID、
パスワードを
変更した場合
❾メールアドレスを変更した場合
10 ご利用限度額を変更した場合
11 VISAビジネスデビット会員用Webでカードの利用一時停止・解
除をした場合
12 カードを解約した場合

カードが届いたら

カードが届いたら

11

V I SAビジネスデビットの機 能と サービス
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❷

V I SAビジネスデビットの機 能と サービス

利用
一時停止

ご 契 約 の V I S Aビジネスデ
ビット全カード分の利用一時
停止・解除が可能です。

VISAビジネスデビットをお持
ちの方ご自身の利用一時停止
状況の照会が可能です。

お知らせ
メール

ご契約のVISAビジネスデビッ
ト全カード分のお知らせメー
ル受信が可能です。管理責任
者は通知が必須となります。

VISAビジネスデビットをお持
ちの方ご自身のお知らせメー
ル受信が可能です。

VISAビジネスデビットをお持ちの方ご自身の分について、
オンライン
（Visa Secure）
で使用
ショッピング オンラインショッピング認証サービス
するパスワードの登録・変更が可能です。
認証サービス
（*）
Visa Secureに参加しているオンラインショッピングの店舗
(Visa Secure)（*）
でVISAビジネスデビットを利用される場合、お客さまが
の登録・変更
任意で設定したパスワードを入力することで、
第三者による

−

非代表カード 非代表カードの申込・解約が
可能です。
申込・解約

−

管理責任者⇔一般利用者の
管理責任者⇔
変更が可能です。
一般利用者の
※代表カードは一般利用者に
変更
変更不可です。

−

❺ キャッシュバック実績照会

お手続き

管理責任者は、直近6ヵ月分の
キャッシュバック額を確認でき
ます。
複数枚保有の場合、合算金額が
表示されます。

❻ Webサービス登録内容の変更
ご利用限度額変更

❷ ログイン方法
VISAビジネスデビットのWebサイト
（https://www.bk.mufg.jp/houjin/it/keihi/b̲debit/index.html）に
アクセスし、
「VISAビジネスデビット会員用Web」
をクリック
STEP2

既に会員登録されている管理責任者が非代表カードの申込・解約
ができます。

お知らせメール設定変更

ご登録のEメールアドレスごとにお知らせメールを「通知する」
「通知しない」
の設定変更ができます。
※お知らせメールのご利用には、事前に「VISAビジネスデビット会員用
Web」
での初回登録（パスワード、Eメールアドレスの登録）
が必要です。
※Eメールアドレスの変更は
「VISAビジネスデビット会員用Web」から行えます。
※2枚目以降は申し込み時にEメールアドレスを設定いただきます。
※管理責任者はEメールを
「通知しない」
の設定はできません。
（＊）
の登録・変更
❼ VISA Secure（VISA認証サービス）

VISA Secureで使用するEメールの登録・変更ができます。
（＊）VISA Secureに参加しているオンラインショッピングの店舗でVISA
ビジネスデビットを利用する場合、
お客さまが登録したEメールアドレス
あてに通知される認証コードを入力することで、
第三者による不正利用
を防止します。
加盟店によっては、
本サービスの登録を必須としている場合もあります。

会員規約

会員規約

❸ 非代表カード（2枚目以降のカードの申込・解約）

※ご利用可能額は、決済口座の残高と設定いただいたご利用限度額の
未使用分のうち、
いずれか低いほうになります。

保険のしおり

保険のしおり

STEP1

管理責任者が国内ショッピング、海外ショッピング、海外ATMの
各取引についてそれぞれ1回、1日、1ヵ月のご利用限度額を変更
することができます。
7
ご利用限度額 ➡P.1１■をご覧ください。

よくあるご質問

よくあるご質問

❶ 新規登録 ➡P.6をご覧ください。

ログイン画面の
「ユーザーID・パスワード」
を入力し、
「ログイン」
をクリック

15

※ご利用店舗の処理状況等により、
ご利用明細のお取引日が実際の
ご利用日と異なる場合があります。
※海外でご利用の場合、為替レート
の変動等により「ご利用金額」が
変更となる場合があります。

お手続き

ご 契 約 の V I S Aビジネスデ
ビ ット ご 利 用 分 に つ い て
キャッシュバックの明細をご
確認いただけます。
（全カード
合算の金額照会のみ可能）

キャッシュ
バック
実績照会

ご利用明細照会

管理責任者は全カード分、
一般利
用者はご自身の直近15ヵ月分の
VISAビジネスデビットご利用明
細を確認ダウンロードができます。

使い方

使い方

不正利用を防止します。

❹ ご利用明細

機能とサービス

機能とサービス

一般利用者

カードが届いたら

カードが届いたら

管理責任者

16

❸

ショッピングに使う

お買い物の際にカードを提示し、
❶ 「VISAカードで」
と伝える

❸ 「お知らせメール」が届く

※お知らせメールのご利用には、事前に
「VISAビジネスデビット会員用
Web」
での初回登録（パスワード、
Eメールアドレスの登録）
が必要です。
※VISAビジネスデビット会員用Webの管理責任者および一般利用者
にそれぞれ届きます。
※第三者によって不正利用された場合も、
お知らせメールが届くので
気づくことができます。

１回で

差出人 :

mail@debit.bk.mufg.jp

宛先 :

○○○○＠○○ne.jp

件名 :

送信日時 :

2020/04/01
〈水〉12:00

【三菱 UFJ-VISA デビット】ご利用のお知らせ

三菱 UFJ-VISA ビジネスデビットをご利用いただきましてありがとうございます。
三菱 UFJ-VISA ビジネスデビットのご利用がありましたので、ご連絡いたします。

使い方

使い方

山田 太郎様

かしこまり
ました

機能とサービス

機能とサービス

※お支払回数を聞かれた場合は、
「1回で」
と伝えてください。
※
「デビットカードで」
と伝えると、J-Debitと誤認され、利用できない
場合があります。
※ひとつのお取引に複数のVISAカードをお使いいただくことはでき
ません。

VISA で

カードが届いたら

カードが届いたら

1

VISAビジネスデビットの使い方

ご利用金額（円） : 〇〇〇〇
ご利用先
: 〇〇〇商店
●「ご利用金額（円）」について
プラス金額の場合はお引落し、マイナス金額の場合はご入金となります。
海外ＡＴＭ現地通貨引出取引では「現地手数料」、「ＡＴＭ手数料」が別にお引落
されます。

なお、公共料金や携帯電話料金等、定期的な引落としの場合、加盟店の売上データ
処理のタイミングで引落されます。

●編集・発行：株式会社三菱ＵＦＪ銀行
●お問い合わせ
ビジネスデビットデスク（通話料有料） 0570-000-235
受付時間：毎日 9:00〜17:00（12/31〜1/3は休業とさせていただきます）

暗証番号の入力、
またはサイン、
タッチをする
※タッチ決済ご利用時に
「VISAで」
または「VISAのタッチ決済で」
と
お伝えください。
ご利用の加盟店・金額によっては、暗証番号入力や
サインが必要な場合があります。
※タッチ決済は以下のマークのある店で利用できます。

パソコンの場合のイメージ

で
❹ 「VISAビジネスデビット会員用Web」
利用明細を確認する

保険のしおり

保険のしおり

※
「VISAビジネスデビット会員用Web」のご利用には、別途ご登録が
必要です。
新規登録方法 ➡P.6をご覧ください。

よくあるご質問

よくあるご質問

❷

お手続き

お手続き

●「ご利用先」はご利用店舗の名称が表示されますが、運営企業名等、実際の店舗
名と異なる場合があります。

会員規約

会員規約

※画面はイメージです。
17
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❸

ネットショッピングをする

一般的な流れ

❶

［海外ご利用時の注意点］
●海外でのご利用については、Visaが定める基準レートに当行所定の海外
事務手数料（消費税込3.05％）を上乗せしたレートで円貨換算いたします。
●海外でのご利用については、
ご利用時の為替レートでいったん引き落
とします。後日ご利用店舗からの売上データが到着した時に、
ご利用
時からの為替変動による差額の引き落とし、
または入金を行います。
（例1）為替の変動により後日ご請求が発生するケース
お客さま

加盟店

①海外の加盟店
で利用

②利用データを
送信

ショッピング
代金：＄100

⑥売上データを
受信

⑦利用データと
売上データの
差額を
引き落とし

売上データ：＄100
為替レート：＄1＝
売上 110円（10円の円安）差額を 差額引落金額：
引き
データ ⇒＄100 110円＝ 落とし 1,000円
11,000円
（1,000円の
差額が発生）

※円高になった場合には、差額を入金いたします。

よくあるご質問

売上データ：
＄100

VISAビジネスデビットのカード番号・
有効期限を入力する
※上記に加え、セキュリティコード
（カード裏面に記載の数字3桁）等
の入力が必要な場合があります。

利用データ：＄100
引落金額：
為替レート：＄1＝
10,000円
100円⇒
＄100 100円＝ 即時
利用 10,000円
引き
データ
落とし

利用データ：＄100

⑤後日、
売上データを
送信

後日

よくあるご質問

❸

④利用金額を
引き落とし

お手続き

お手続き

※ブランドを選ぶ必要がある場合は
「VISA」
を選択してください。
※
「デビットカード」の選択肢がある場合は、
「デビットカード」
を選択
してください。

三菱UFJ銀行 お客さまの決済口座
③利用データを
受信

使い方

お支払方法で
❷ 「クレジットカード」
を選択する

お買い物やレストランなどでのご利用は、
国内での使い方と同じです

ご利用当日

使い方

ネットショップ、Webサイトなどの
ショッピングサイトで欲しい商品を選択する

海外で使う
（ショッピング）

機能とサービス

機能とサービス

安心してお使いいただけるよう、オンラインショッピング認証サー
ビス
（Visa Secure）
をご用意しています。
ネットショッピングご利用前
にご登録ください。
オンラインショッピング認証サービス
（Visa Secure）➡P.16をご覧
ください。

3

カードが届いたら

カードが届いたら

2

VISAビジネスデビットの使い方

（例2）
ショッピング代金の変更により後日ご請求が発生するケース

19

⑤レシートにサインと
チップの金額を
記入して会計をする

三菱UFJ銀行 お客さまの決済口座
③利用データを
受信

④利用金額を
引き落とし

利用データ：＄100
引落金額：
為替レート：＄1＝
10,000円
100円
即時
⇒＄100
100円＝
利用
引き
データ 10,000円
落とし

利用データ：＄100

⑥後日、
売上データを
送信

⑦売上データを
受信

⑧利用データと
売上データの
差額を
引き落とし

売上データ：＄115
為替レート：＄1＝
売上データ：
利用代金＋
売上 100円（為替変動なし）差額を 差額引落金額：
引き
チップ金額
⇒＄115 100円＝
落とし 1,500円
＄100＋＄15＝ データ 11,500円
＄115
（1,500円の
差額が発生）

会員規約

で
❻ 「VISAビジネスデビット会員用Web」
利用明細を確認する

利用代金：＄100

加盟店
②利用データを
送信

チップ金額：＄15

後日

会員規約

❺

ショッピングサイト側でのお支払処理が
終わると
「お知らせメール」
が届く

①海外の
レストランで
利用

保険のしおり

※オンラインショッピング認証サービス（Visa Secure）のご登録が
ある場合、認証画面に進みます。

お客さま
ご利用当日

保険のしおり

❹

決定・注文確定などのボタンを
クリックする

20

❸

海外のATMでお金を引き出す
（現地通貨引き出し）

❶ ご利用方法
※日本国内のATMでは、現金の引き出しはできません。現金の引き出しには、
キャッシュカードをご利用ください。

ご利用可能なATMは銀行だけではなく、主要な国際空港やショッピン
グセンターなどにも設置されています。以下のマークを目印にご利用
ください。

●ATMの選び方
なるべく夜間のご利用や路面ATMのご利用は避け、空港や金融機
関に設置されているATMの利用をおすすめします。

❸

海外のATM・CDの基本操作

●アジアにおける一般的なタイプ
①INSERT YOUR CARD.

②ENTER YOUR PIN
THEN PRESS “ENTER”.

VISAビジネスデビットを挿入します。

VISAビジネスデビットの暗証番号4
桁を入力し、E N T E Rを押します。
（ENTERが不要な場合もあります。）

※香港では6桁の暗証番号を入力するようになっているATM・CDもありますが、
4桁の暗証番号を入力後、ENTERを押してください。

●ATM引き出し手数料
1回のご利用につき110円
（消費税込）

④SELECT ACCOUNT
FOR WITHDRAWAL.

SAVING（普通預金）
を押します。

●為替レートについて
海外でのご利用については、Visaが定める為替レートに当行所定の海
外事務手数料（消費税込3.05％）
を上乗せしたレートで円貨換算します。

⑤ENTER WHOLE DOLLAR
AMOUNT IN MULTIPLES OF
100HK$ UP TO 500HK$,
THEN PRESS ENTER.

金額を指定し、ENTERを押します。
香港では100HK$単位、台湾では
1,000NT$単位、韓国では10,000
ウォン単位となっています。

⑥PLEASE TAKE CASH.

現金をお受け取りください。香港で
は、
カードご利用明細書、現金の順で
出てきます。

⑦PLEASE REMOVE CARD
AND TAKE RECEIPT.

カードとご利用明細書をお受け取り
ください。

※一部ATMにおいて、別途現地金融機関の所定の使用料がかかる場合が
あります。

●ご注意ください
国や機種によってATMの操作方法・画面表示が異なります。
また、
お引き出しの上限額は1日＊につき10万円まで
（ATM引き出し
手数料を含む）
となっておりますが、ATM・CDの機種により、一度に
引き出しいただける上限が異なります。
ICカード非対応ATM・CDをご利用の場合には、1日
（一定期間）の
引き出し回数が制限される場合があります。

会員規約

会員規約

CASH WITHDRAWAL（お引き出
し）
を押します。

保険のしおり

保険のしおり

③SELECT TYPE OF
TRANSACTION.

＊現地での宿泊費、交通費、食事代、身の回りの品、お土産物の購入費、医療
費等。

よくあるご質問

よくあるご質問

●ご利用の目的は限定されます
海外における預金の引き出しの目的は、外国為替および外国貿易
法、およびその関連法律上の許可または届け出を要しない範囲の
＊
滞在費等に限定されます。

●カードが吸い込まれたり、
現金が回収されてしまったら
ただちに現地金融機関の係員に状況説明と、返還・返金交渉をして
ください。帰国されてからでは解決が難しい場合があります。
トーク例）The machine has taken my card. Can I get it back?

お手続き

お手続き

●海外渡航前に、必ず口座の残高をご確認ください
利用金額は即時決済されますので、残高が不足しますとご利用いた
だけません。

●海外ATMロケーター
利用可能なATMをVisaのWebサイトから検索できます。
https://www.visa.co.jp/travel-with-visa/atm̲info.html

使い方

使い方

●VISAビジネスデビット用の暗証番号をご確認ください
暗証番号を一定回数以上誤入力されますとロックがかかり、VISA
ビジネスデビットがご利用できなくなります。
（ロックがかかった場合はカード再発行または再度のお申し込みが
必要となります。）

海外のATMについて

機能とサービス

機能とサービス

VISAビジネスデビットで、世界200以上の国・地域にある260万台以
上の「VISA」
あるいは「PLUS」
マークのついたATMから、現地通貨で
預金が引き出せます。

❷

カードが届いたら

カードが届いたら

4

VISAビジネスデビットの使い方

＊日本時間が基準となります。
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❸

VISAビジネスデビットの使い方

VISAビジネスデビットを挿入します。

②ENTER YOUR PIN
AND PRESS “ENTER”.

VISAビジネスデビットの暗証番号4
桁を入力し、E N T E Rを押します。
（ENTERが不要な場合もあります。）

VISAビジネスデビットを挿入します。

②SELECT LANGUAGE.

ENGLISH（英語）
を押します。

③ENTER YOUR PIN THEN
PRESS “ENTER”.

VISAビジネスデビットの暗証番号4
桁を入力し、ENTERを押します。

ご利用金額を指定し、ENTERを押し
ます。

④CASH WITH RECEIPT/
NO RECEIPT?

RECEIPT（利用明細書）
を押します。

⑥PLEASE TAKE CASH.

現金をお受け取りください。

⑤SELECT TYPE OF
TRANSACTION.

WITHDRAWAL（お引き出し）を押
します。

⑥SELECT ACCOUNT
FOR WITHDRAWAL.

SAVING（普通預金）
を押します。

⑦PLEASE SELECT
WITHDRAWAL AMOUNT.

金額を指定し、ENTERを押します。

⑧PLEASE REMOVE CARD.

カードをお受け取りください。

⑨PLEASE TAKE CASH.

現金をお受け取りください。

⑩PLEASE TAKE RECEIPT.

ご利用明細書をお受け取りください。

よくあるご質問

⑧PLEASE REMOVE CARD
AND TAKE RECEIPT.

取引を続けられますか?
（操作を終了
する場合はCLEAR（NO）
を、引き続
き現金を引き出す場合にはENTER
（YES）
を押します。）
カードとご利用明細書をお受け取り
ください。

保険のしおり

保険のしおり

⑤ENTER WHOLE DOLLAR
AMOUNT THEN PRESS
ENTER.

※イタリアでは確認ボタン
（ENTER）
がESEGUIまたはESECUZIONEと表示され
ています。
※フランス、
イタリアなどには6桁の暗証番号を入力するようになっているATM・
CDもありますが、
4桁の暗証番号を入力後、
ENTERを押してください。

よくあるご質問

SAVING（普通預金）
を押します。

お手続き

④SELECT ACCOUNT.

お手続き

CASH WITHDRAWAL（お引き出
し）
を押します。

使い方

使い方

③SELECT TYPE OF
TRANSACTION.

⑦WOULD YOU LIKE ANOTHER
TRANSACTION?

会員規約

会員規約
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①INSERT YOUR CARD.

機能とサービス

機能とサービス

①INSERT YOUR CARD.

●ヨーロッパにおける一般的なタイプ

カードが届いたら

カードが届いたら

●アメリカ・カナダにおける一般的なタイプ
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❹

非代表カード（2枚目以降のカード）の発行

VISAビジネスデビット会員用Webの
「法人会員管理」画面より利用者
さまの情報を入力いただき非代表カードを追加でお申し込みください。
1口座につき代表カードを含め合計10枚までお申し込みいただけます。
※非代表カードについては、
当行本支店窓口ではお申し込みいただけません。

カードの紛失・盗難

●カードの紛失または盗難にあわれた場合
すみやかにビジネスデビット紛失・盗難受付
デスクまでご連絡ください。
利用停止の手続を行います。

ない！
Debit
VISA

CASH

￥

本人確認が
できる書類
免許証

￥

住所変更

当行本支店窓口にてお手続きください。
〈窓口にお越しの際にお持ちいただくもの〉
［個人事業主］
VISAビジネス
デビット
VISA
business Debit

キャッシュ
カード
CASH

通帳

お届印

本人確認が
できる書類

￥

＊お取引状況によって個人番号が確認できる書類が必要となります。

［法人］
お届印

本人確認が
できる書類
免許証

免許証

詳細はホームページをご確認ください。
https://www.bk.mufg.jp/houjin/kouza̲henkou.html

保険のしおり

保険のしおり

VISA
business Debit

通帳

お届印

よくあるご質問

よくあるご質問

●新しいカードは1週間〜10日ほどで当行にお届出の住所にお届けします。
〈窓口にお越しの際にお持ちいただくもの〉

通帳

お手続き

お手続き

※非代表カードについては、
当行本支店窓口ではお手続きいただけません。

CASH

or

使い方

使い方

●代表カード
（1枚目に発行したカード）が紛失・盗難、ICチップ・磁気
不良、破損等でカードが使用できなくなった場合には、
ビジネスデ
ビットデスクまでご連絡いただくか、当行本支店窓口にお越しくだ
さい。再発行手続を行います。非代表カード
（2枚目以降のカード）
は
ビジネスデビットデスクでのみ受付可能です。

キャッシュ
カード

VISA
business Debit

5

カードの再発行

or

●暗証番号を変更されたい場合、もしくは、暗証番号の入力相違に
よりカードが利用できなくなった場合は新しい暗証番号でのカード
再発行が必要となります。代表カード
（1枚目に発行したカード）の
場合は当行本支店窓口にお越しください。
非代表カード
（2枚目以降のカード）の場合、VISAビジネスデビット
会員用Webまたはビジネスデビットデスクにて対象カードを解約の
うえ、再度新規のお申し込みが必要です。

VISAビジネス
デビット

※緊急カードの受取場所には制限があります。
また、地域によってはカードの受け取りまでに時間がかかる場合があります
（通常2~3日程度）。
※緊急カードの発行には、11,000円
（消費税込）
の手数料がかかります。
※緊急カードでは、現地通貨お引き出しをご利用いただけません。

キャッシュ
カード

※住所変更のお届けがお済みでない場合はご照会いただけません。

〈窓口にお越しの際にお持ちいただくもの〉

●海外でカードをなくされた場合
「緊急カード」
を発行できます。

VISAビジネス
デビット＊

●暗証番号をお忘れの場合、
ビジネスデビットデスクまでご連絡くだ
さい。
ご本人さまであることを確認のうえ、郵送にて回答します。

※非代表カードについては、
当行本支店窓口ではお手続きいただけません。

※管理責任者がVISAビジネスデビット会員用Webで
利用限度額を0円と変更することが可能です。

3

暗証番号の照会・変更

機能とサービス

機能とサービス

2

4

カードが届いたら

カードが届いたら

1

お手続き

＊紛失・盗難以外の場合

会員規約

会員規約
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※法人の場合、別途書類が必要になる場合があります。詳しくは当行本支店まで
お問い合わせください。
※法人の場合、
法人と来店者さまの関係性がわかる社員証などの提示が必要な場
合があります。
※紛失・盗難の場合、再発行には、1,100円
（消費税込）
の手数料をいただきます。
※お取引の状況によっては、
お電話で再発行を受付できない場合があります。
※再発行にともないVISAビジネスデビットのカード番号も変更となります。
通信販売・
公共料金のお支払い等にVISAビジネスデビットのカード番号を登録されている
場合は、
必ずお客さま自身で各契約加盟店にカード番号変更手続をお取りください。
※オンラインショッピング認証サービス
（Visa Secure）
にご登録いただいている
場合、
カード番号変更の際は再度ご登録が必要となります。

26

❹

カード利用者の氏名変更

Q1

〈窓口にお越しの際にお持ちいただくもの〉
VISAビジネス
デビット
VISA
business Debit

キャッシュ
カード

通帳

お届印

免許証

￥

CASH

本人確認が
できる書類＊

7

Eメールアドレスの変更

カードの解約

解約したいの
ですが ...

〈窓口にお越しの際にお持ちいただくもの〉
VISAビジネス
デビット
VISA
business Debit

キャッシュ
カード
CASH

or

通帳

お届印

「1回払いで」
と
お伝えください。

※分割払い、ボーナス払い等は利用
できません。

Q3 「このカードは使えません」と言われたのですが…

A

以下の原因が考えられます。
①残高不足
決済口座にご入金ください。
②限度額オーバー
設定された利用限度額を超えたご利用はできません。
なお、利用限度額は「VISAビジネスデビット会員用Web」
ま
たは「ビジネスデビットデスク」
より確認・変更いただけます。
③利用できない店舗
一部ご利用いただけない加盟店があります。
くわしくは当行Webサイトよりご確認ください。
https://www.bk.mufg.jp/houjin/it/keihi/b-debit
/pdf/not̲available.pdf
※こちらに記載の加盟店以外でも、一部利用を制限している場合が
あります。

④その他
暗証番号相違・有効期限相違・有効期限切れ・カードの磁気
不良・ICチップ不良・カード端末のエラー、
立替金をお支払い
いただいていない場合、
不正利用によるカード利用停止など
が考えられます。
ビジネスデビットデスクへご連絡ください。
残高０円！

高額！
S HOP

￥

ess
busin bit
De

A
VIS

口座残高不足
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1 回で！

会員規約

会員規約

※代表カードを解約すると非代表カードを含めた全てのカードが解約となります。
※お取引の状況によっては、
お電話で解約を受付できない場合があります。

A

お支払方法は？
お支払回数は？と聞かれたら

保険のしおり

保険のしおり

VISAビジネスデビットを解約される場合
には代表カード
（1枚目に発行したカード）
の場合は、
ビジネスデビットデスクまで
ご連絡いただくか、
当行本支店窓口に
お越しください。
非代表カード
（2枚目以降
のカード）
の場合はVISAビジネスデビット
会員用Webまたはビジネスデビットデスクにて
解約受付可能です。
（当行本支店ではお受付できません）。

Q2

よくあるご質問

よくあるご質問

8

※「デビットカードで」とお伝えすると
J-Debitと誤認され、利用できない
場合があります。

お手続き

お手続き

●VISAビジネスデビット会員用Webよりお手続ください。お知らせ
メールはVISAビジネスデビット会員用Webにご登録のEメールア
ドレスにお送りします。
●また、
お知らせメールの配信設定の変更は、VISAビジネスデビット
会員用Webにてお手続いただけます。
12
お知らせメール ➡P.13■
13
VISAビジネスデビット会員用Web➡P.14■をご覧ください。

「VISAカードで」
とお伝えください。

使い方

使い方

＊お名前の変更を確認できる書類（運転免許証、戸籍謄本・住民票の写し等の
原本で、
ご変更前・後の記載があるもの）
※法人代表者の氏名変更等の場合、別途手続が必要となります。詳しくは当行
本支店までお問い合わせください。

A

機能とサービス

機能とサービス

氏名変更の場合、
カードの再発行が必要となります。代表カードの場
合は当行本支店窓口にお越しください。非代表カード
（2枚目以降の
カード）の場合は、VISAビジネスデビット会員用Webまたはビジネス
デビットデスクでカードを解約いただいた後に新たにカードをお申し
込みください
（当行本支店ではお手続いただけません）。

お店で使うときは
どのように伝えたらよいのか

カードが届いたら

カードが届いたら

6

❺ よくあるご質問

お手続き

利用限度額オーバー

利用できないお店

カードの破損など
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❺ よくあるご質問

保険のしおり

取消・返品の旨を、
お取引された加盟店にお伝えください。

Q5

取消・返品による返金のあとに、
再度引き落としがあった（二重引き落とし）

A

加盟店の売上・返金処理の都合等により、返金後に再度引き
落としとなる場合があります。
くわしくはビジネスデビットデスク
までご連絡ください。

ショッピング保険（動産総合保険）の補償内容など
二重
引き
落とし

国内・海外を問わず、VISAビジネスデビットを利用して購入された物
品が偶然な事故により破損、盗難、火災などの損害を被った場合に補
償します。

（1）被保険者

＜二重引き落としとなる例2＞
二重
引き
落とし

三菱UFJ-VISAビジネスデビット会員
（カード使用者を含みます。以下
同様とします。）
または三菱UFJ-VISAビジネスデビット会員が補償の
対象となる物品を贈与した場合はその贈与を受けた方

（2）補償金額
補償金額

補償期間

自己負担額
（免責金額）

年間補償限度額
100万円

三菱UFJ-VISAビジネスデビッ
ト会員である期間内で、
購入日
よりその日を含めて60日間

1回の事故につき
5,000円

Q6 実際の金額と違う金額の引き落としがあった

（3）補償の概要
三菱UFJ-VISAビジネスデビット会員がVISAビジネ
スデビットを利用して購入した物品(詳細は右記ご参
照)で、購入日
（配達などによる場合は物品の受取日）
か
らその日を含めて60日以内に破損・盗難・火災などの偶
然な事故（国内海外問わず）
によって損害が生じた場合

お支払いする
保険金の内容

被保険者1名（カード毎）
あたりの年間補償限度額を100
万円とし、
本カードのご利用額あるいは購入店の領収証に
記載された物品の購入金額
（修理が可能な場合は、
損害品
のカードご利用額を限度とした修理金額）から、
自己負担
額5,000円
（免責金額）
を控除した金額をお支払いします。
※他の保険契約から保険金が支払われた場合、他の保
険契約で支払われた保険金を差し引いた残額に対し
保険金をお支払いします。

Q7 利用した覚えがない引き落としがある

A

通信販売・公共料金のお支払い等にVISAビジネスデビット
のカード番号を登録されている場合、
加盟店の売上処理のタイ
ミングでお引き落としされることがあります。
上記お取り引きにお心当たりがない場合は、
ビジネスデビッ
トデスクまでご連絡ください。

会員規約

会員規約

保険金を
お支払いする場合

保険のしお
保り
険のしおり

保険のしおり
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A

加盟店の売上処理の都合等により、
お引き落としが分割され
る場合等があります。
くわしくはお取引された加盟店にご確認いただくかビジネス
デビットデスクまでご連絡ください。

よくあるご質問

よくあるご質問

商品を購入後、売上データを加盟店が分割して送信してくる場合
お客さま
加盟店
決済口座
①
商品購入
利用データを送信
50,000円引き落し
②
売上データ1を送信
25,000円引き落し
③
売上データ2を送信
25,000円引き落し
④
50,000円入金
※航空会社などに多いケースですが、売上データを複数で送信されると一時的に二重引き
落としとなります。
※④の返金までに1ヵ月半程度かかる場合があります。

引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社

お手続き

お手続き

1,000円の商品を購入後、商品の購入をキャンセルした場合
お客さま
加盟店
決済口座
①
商品購入
利用データを送信
1,000円引き落し
②
商品購入キャンセル 利用データ
（取消）
を送信 1,000円入金
③
売上データを送信
1,000円引き落し
④
売上データ
（取消）
を送信 1,000円入金
※③は加盟店よりデータ送信され、一時的に二重引き落としとなります。
※④の返金までに1ヵ月半程度かかる場合があります。

取扱代理店
エムエスティ保険サービス株式会社

使い方

使い方

＜二重引き落としとなる例1＞

三菱UFJ-VISAビジネスデビット会員のみなさまのために、
当行が契約者
となって、
ショッピング保険
〔動産総合保険〕
（会員のみなさまを被保険者
（保険の補償を受けられる方）
として、
当行が保険料を負担しています。
）
をセットしております。
保険契約の内容や保険金請求のお手続きについ
てご説明しておりますので、
ご一読いただきますようお願いいたします。

機能とサービス

機能とサービス

A

カードが届いたら

カードが届いたら

三菱UFJ-VISAビジネスデビット 付帯保険のご案内
〜ショッピング保険（動産総合保険）〜

Q4 取消・返品をしたい
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保険のしおり

※上記の内容は概要を説明したものであり、
実際の保険金お支払いの可否は、
損
害保険ジャパン株式会社所定の保険約款に基づきます。

保険金のご請求について
購入日からその日を含めて60日以内に物品の破損・盗難・火災などの損害を被った
場合は、
事故の日から直ちに事故発生の状況・事故の程度などをご連絡ください。

保険金のご請求・ショッピング保険に関するお問い合わせ先

0570-000-235

または 050-3786-2350
海外からご利用の場合は
識別番号

＋81-50-3786-2350

［受付時間／9:00〜17:00］
土・日・祝日も営業いたします。
ただし、
12月31日〜1月3日は休業とさせていただきます。

＜保険金請求に必要な書類＞
破損
事故

その他
事故

○

○

○

○

VISAビジネスデビット
のご利用明細書
（Web上のご利用明細書）

○

○

○

○

該当商品を購入した
ことが証明できる書類

○
ー
ー

○
○
○

○
○
○

○
○
○

お買上表、
レシート など

盗難届

罹災
証明書

ー

ー

管轄の警察署・
消防署で発行
いたします。

保険金請求書
兼同意書

修理見積書＊1
損害品の写真＊2
盗難届＊3または
罹災(りさい)証明書＊4

備考

修理先で発行
いたします。

会員規約

会員規約

火災
事故

保険のしお
保り
険のしおり

保険のしおり

盗難
事故

よくあるご質問

よくあるご質問

保険金を
お支払いできない
主な場合

お手続き

お手続き

ビジネスデビットデスク
（通話料有料）

［注意］
ギフトカードにて購入した物品は対象としません。
①ご契約者、
被保険者、
または被保険者以外の保険金を
受け取るべき者（保険金受取人）
の故意または重大な
過失に起因する損害
②被保険者と同一世帯の親族または同一会社・関連会
社の従業員の故意に起因する損害
③補償の対象とする物品の自然の消耗または性質によ
る錆(さび)、
黴(かび)、
変質、
変色その他類似の事由ま
たはねずみ食い、
虫食いなどの損害
④補償の対象とする物品の瑕疵に起因する損害。ただ
し、
被保険者またはこれらの者に代わって管理する者
が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵に
よって生じた事故に起因する損害を除きます。
⑤加工（修理を除きます。）
を施した場合、加工着手後に
生じた損害。修理、清掃等の作業中における作業上の
過失または技術の拙劣に起因する損害。
ただし、
これ
らの事由に起因して火災または破裂・爆発が発生した
場合を除きます。
（宣戦の有無を問わず）
その他の変乱に起因する損害
⑥戦争
⑦差押、徴発、没収、破壊など国または公共団体の公権
力の行使に起因する損害。
ただし、火災消防または避
難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
もしくは核燃料物質
⑧核燃料物質（使用済燃料を含みます。）
によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の
放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する損害また
はこれらの特性に起因する事故に随伴して生じた損害

使い方

使い方
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保険金を
お支払いできない
主な場合

機能とサービス

機能とサービス

補償の対象
となる物品

〈補償の対象とならないもの〉
①船舶
（ヨット・モーターボート、
水上オートバイ、
ジェッ
トスキーおよびボートを含みます。）、航空機、
自動車、
原動機付自転車、
雪上オートバイ、
ゴーカートおよびこ
れらの付属品
②自転車、
ハンググライダー、
パラグライダー、
サーフボー
ド、
ウィンドサーフィン、
スキー、
ラジオコントロール模
型およびこれらの付属品
③義歯、義肢、
コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類
するもの
その他の有価証券、印紙、切手、乗車
④現金、手形、小切手、
券等（鉄道・船舶・航空機などの乗車船券・定期券・航空
券・宿泊券・観光券および旅行券をいいます。）旅行者用
小切手、
プリペイドカードおよびあらゆる種類のチケット
⑤稿本、
設計書、
図案、
帳簿、
その他これらに準ずるもの
⑥動物および植物
⑦携帯電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、
ノート
型パソコン・ワードプロセッサーなどの携帯式電子事
務機器およびこれらの付属品
⑧食料品
⑨デジタルコンテンツ
など

⑨電気的事故または機械的事故に起因する損害。
ただ
し、
これらの事故に起因して火災または破裂・爆発が
発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事
故の結果として発生した場合を除きます。
⑩詐欺または横領に起因して生じた損害
⑪置忘れ、
紛失、
置忘れ後の盗難に起因する損害
⑫地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する損害
⑬台風、暴風雨、豪雨などによるこう水・融雪こう水・高
潮・土砂崩れなどの水災に起因する損害
⑭補償の対象とする物品の受取前の損害および配送中の損害
⑮会員規約違反により購入した物品の損害
⑯損傷が生じたことによる保険の対象の価値の低下
（格
落ち損害）

カードが届いたら

カードが届いたら

三菱UFJ-VISAビジネスデビット会員がVISAビジネスデ
ビットを利用して購入した物品とします。
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保険のしおり

三菱UFJ-VISAビジネスデビット会員規約

盗難
事故

火災
事故

破損
事故

その他
事故

備考

○ ○ ○ ○

事故地が
海外の場合

ポリスレポート
（盗難証明書）
、
航空会社・旅行添乗員
などによる事故証明書

○ △ △ △

事故地が
海外の場合

［注意］

（4）Ｑ＆Ａ

本カードを持っていないその他の従業員などは対象ですか？

A1

本カードをお持ちのカード会員のみ対象です。

Q2

宅配で荷物などを送付した場合の、
その間の盗難や破損は保険の対象
ですか？
別送品の損害は対象となりません。
本カードで購入した物品が、他の海外旅行保険などでも補償されている
場合には、双方から保険金を受け取れますか？

A3

双方から受け取ることはできません。
実際の損害額を上限に他の保険契約
で支払われた保険金を差し引いた残額に対し保険金をお支払いします。

Q4

レンタル代金を本カードで支払った場合には、
保険の対象ですか？

A4

対象としません。
物品を本カードで購入された場合のみ保険の対象となります。

Q5

本カードで購入した物品について、贈り物として他人にあげた場合、
ある
いは他人に貸している間に破損してしまった場合には補償されますか？
本カードで購入された物品に対し補償するため、
対象となります。

会員規約

会員規約

Q3

第3条（カードの発行と管理）
1．当行は、会員に対し、カード使用者（第1条第2項記載の申込権
限者を含む。）氏名・会員番号・カードの有効期限等（以下「カー
ド情報」といいます。）を表示したカードを貸与します。当行は、
カードを当行所定の方法により会員に送付するものとします。
2．カード使用者は、当行からカードを貸与された場合は、直ちに
当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3．カードは、カードの署名欄に自署したカード使用者本人以外は
利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注
意をもって発行している全てのカードおよびカード情報を利
用・管理するものとします。また、全てのカードの管理責任は会
員に帰属するものとします。
4．カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを他人に
貸与、譲渡または質入れする等カードの占有を第三者に移転さ

保険のしおり

保険のしおり

A2

よくあるご質問

よくあるご質問

Q1

A5
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〜ショッピング保険のよくあるご質問〜

お手続き

お手続き

※○印は原則として必要な書類。
△印は場合によって必要な書類です。
その他、事故内容により別途書類の提出をお願いする場合があります。
※各請求書類は原本をご提出ください。
※写真代、
見積料、
修理等に要した交通費は保険金のお支払い対象外とします。
※保険金請求権については時効（３年）
がありますのでご注意ください。

第2条（適用範囲）
本規約において「デビット取引」とは、当行が適当と認めたVisa
Worldwide Pte. Limited（以下「Visa Worldwide」といいます。）
と提携した金融機関・クレジット会社の加盟店
（以下
「加盟店」
とい
います。）において、会員が商品を購入したり役務の提供を受けた
りすること
（以下
「売買取引等」
といいます。
）
に伴い、
会員に発生す
る債務
（以下
「売買取引等債務」
といいます。
）
に相当する金額を、
あ
らかじめ決済口座として届け出られた会員名義の当行口座から引
き落とし、当行からVisa Worldwideを通して加盟店に弁済する
取引をいいます。決済の方法等については、第8条によるものとし
ます。
決済口座は当行所定の普通預金口座（総合口座取引の普通預金を
含みます。）に限らせていただき、本規約に定める決済口座からの
引き落としは普通預金規定（総合口座取引規定・Eco通帳規定を含
みます。）にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提
出なしに引き落とすものとします。

使い方

使い方

＊1 修理不能の場合は修理業者から修理不能証明書を取り付け願います。
＊2 購入商品全体の写真および損害箇所のわかる写真を撮影ください。高額な
商品などの全損事故の場合には、
現物をご提出いただくことがあります。
＊3 管轄の警察署で「盗難届の受理番号」をご確認ください。国内での事故の
場合に必要です。
＊4 管轄の消防署で発行されます。
国内での事故の場合に必要です。
＊5 顔写真のページおよび日本出入国スタンプ押印ページのコピーをご提出ください。

機能とサービス

機能とサービス

パスポートのコピー＊5

第1条（会員）
1．会員とは、株式会社、社団法人、財団法人、官公庁等の団体や組
織（以下、
「法人」といいます。）および個人事業を行っている方
で、本三菱UFJ-VISAビジネスデビット会員規約を承認のうえ
申し込み、当行がその申し込みを承認した方をいいます。
2.会員の申し込みにおいて、当行が特に認めた場合には、その法
人の代表者でなくても、本1条1項記載の申込者が当行に有する
口座の払戻権限者である場合には同人が申込みを行うことも
できます。この場合、本会員規約に記載の法人の責任について
は、申込人は、会員規約を代表者に交付して法人に責任が生じ
ることを説明し、その同意を得たものとみなします。
3．会員と当行との契約は、当行が入会を認めた時に成立します。

カードが届いたら

カードが届いたら

＜保険金請求に必要な書類＞
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使い方

使い方

お手続き

お手続き

よくあるご質問
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保険のしおり

会員規約

会員規約

第5条（暗証番号）
1．カード使用者は、当行所定の方法によりカードの暗証番号を登
録していただきます。
2．暗証番号を変更する場合は、当行所定の方法によるカード再発
行または、解約および新規申し込みが必要となります。
3．カード使用者は、暗証番号を登録する場合、設立年月日や生年
月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、
また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。

第6条（利用方法）
1．カード使用者は、加盟店においてカードを提示し、デビット取
引に係る機能を備えた端末機（以下「端末機」といいます。）に
カード情報を読み取らせ、所定の売上票にカード裏面署名と同
じ署名を行うことにより、売買取引等を行うことができます。
但し当行は、署名が同一であるとの確認義務を負いません。ま
た、上記手続きのうち売上票への署名に代えて、当該加盟店に
設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等当行
が適当と認める方法により売買取引等を行うこともできます。
ただし、端末機の故障等の場合、または別途当行が適当と認め
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。なお、会員は、カードをインプリン
ター方式（カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う方
式）でのみ処理する加盟店では利用することはできません。
2．カード使用者は、コンピューター通信・インターネット等のオ
ンラインによって通信販売等を行う加盟店において、カード情
報をオンライン上で当該加盟店に送付する等当行が適当と認
める方法により、売買取引等を行うことができます。カード使
用者は、コンピューター通信・インターネット等のオンライン
以外の通信販売等を行う加盟店において、カード情報をファッ
クスやハガキで当該加盟店に送付する等当行が適当と認める
方法により、売買取引等を行うことができます。
3．カード使用者は、カード情報を事前に加盟店に登録する等当行
が適当と認める方法により、通信サービス料金、その他継続的
に発生する各種代金の決済を内容とする売買取引等を行うこ
とができます。なお、カードの再発行等により当該登録内容に
変更があった場合、または会員資格を喪失した場合は、カード
使用者がその旨を加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行
うものとします。ただし、カード再発行等の理由によりカード
番号が変更になった場合等、当行が必要と認めたときは、会員
およびカード使用者は、当該加盟店からの要請により当行が
カード情報の変更内容等を当該加盟店に通知することを異議
なく承諾するものとします。
4．利用金額・利用状況、購入商品・提供を受ける役務の種類等に
よっては、デビット取引のカード利用について、その都度当行
の承認が必要となります。この場合、会員およびカード使用者
は、加盟店が当行に対してカード利用に関する照会を行うこ
と、および当行が必要と判断する範囲においてかかる照会に対
し回答することを異議なく承諾するものとします。

機能とサービス
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第4条（カードの有効期限）
1．カードの有効期限は当行が定めるものとし、カード券面に記載
した月の末日までとします。
2．カードの有効期限が到来する場合、当行が引き続き会員として
承認する方には、新しいカードを送付します。この場合、有効
期限が経過したカードは、カードの磁気ストライプ部分および
ICチップ部分を切断のうえ廃棄し、新しいカードを利用してく
ださい。最新の会員規約は当行ホームページ等により告知して
ありますので、必ずご覧ください。
3．カードの有効期限内におけるカード利用によるデビット取引
の決済については、有効期限経過後、第16条による退会後また
は第12条第2項、第3項もしくは第13条第2項の会員資格取消後
においても、本規約を適用するものとします。また、第6条第3項
に定める通信サービス料金、その他継続的に発生する各種代金
のデビット取引の決済については、カードの有効期限内に会員
がカード情報を事前に加盟店に登録する等当行が適当と認め
る方法を行った限りにおいては、各種代金債務の発生時期が有
効期限経過後、第16条による退会後または第12条第2項、第3項
もしくは第13条第2項の会員資格取消後においても、本規約を
適用するものとします。

4．使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と
一致していることを当行が確認した場合には、当該利用者を
カード利用者の本人利用として取り扱います。仮に、その利用
がカード使用者以外の者であったとしても、また、カード・暗証
番号等に事故があっても、これにより生じた損害については、
当行は一切責任を負いません。

カードが届いたら

カードが届いたら
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せることや、カード情報を第三者に利用させることは一切でき
ないものとします。また、カードは当行が認めた場合に複数の
カード使用者名義でのカードを発行できるものとします。
5．当行は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正
利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、当
該カードを無効としたうえで会員またはカード使用者に通知
し、会員およびカード使用者の当該不正利用等への関与が認め
られない場合には、新たにカードを発行することができるもの
とします。
6．当行から送付したカードが、会員の不在等の理由により不送達
となり、当行に返却された場合には、当該カードは廃棄するも
のとします。この場合、利用を希望する会員は、改めてカードの
申し込みが必要となります。
7．前項は、本条第5項または第18条によりカードの再発行を行う
場合にも準用されるものとします。
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第7条（利用限度額）
カード使用者の利用限度額は、
決済口座の預金残高
（総合口座取引
規定に基づく当座貸越を加えた金額とします。
ただし、
カードロー
ンは除きます。
）
とします。
カード利用限度額を超えた場合には、
デ
ビット取引を行うことはできなくなります。
ただし、
第10条第1項
から第3項に該当する場合は除きます。なおこの場合、預金残高を
どのカードの決済に充当するかは、
当行が決定します。
海外ATMの利用に関しては、
総合口座取引規定に基づく当座貸越
を利用した引き出しはできません。
また、1回、1日、1ヵ月あたりのカード使用者の合計利用限度額は
当行所定の金額としますが、会員またはカード管理者権限を付与
された方（以下「管理責任者」といいます。）は当行所定の金額の範
囲内で当行所定の方法によりカード使用者ごとのカードの利用限
度額を変更することができます。なお、利用限度額の基準となる1
日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わる24時
間とし、同じく1カ月は日本標準時の月初日の午前0時に始まり翌
月の月初日の午前0時に終わる1カ月とします。

第8条（決済方法）
1．カード使用者が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会
員のカード情報を当行にオンラインまたは所定の方法を通じ
て送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコン
ピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定
の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当
行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落と
しの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引
等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
2．当行は、本条第1項における売買取引等の承認の表示または通
知がなされた時点の後、加盟店から当行に送信されるデビット
取引の利用情報（以下「利用情報」といいます。）に基づき、即時
に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。
（以
下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理
された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。）な
お、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場
合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続
きを行うものとします。
3．当行は、本条第2項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟
店からデビット取引の売上確定情報（以下「売上確定情報」とい
います。）が当行に到達したときは、当該売上確定情報に記載さ
れた売買取引等債務相当額をVisa Worldwideを通して加盟店
に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買
取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを
行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は
会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上
確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基
づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回ってい
た場合の処理は第10条第2項によるものとします。
4．当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本
条第2項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取
引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載さ
れた売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし
（以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより
処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいま
す。）、その後にVisa Worldwideを通して加盟店に支払います。
但し、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等
債務相当額を下回っていた場合の処理は、第10条第3項による
ものとします。
5．暫定支払手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取
引をキャンセルした場合、当行は後日、所定の手続きにより暫
定引落額を決済口座に返金します。
6．暫定支払手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない
場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に
返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達し
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5．カード使用者のカード利用状況等から当行が適当でないと判
断した場合、カードの利用をお断りすることができるものとし
ます。また、貴金属・金券類・パソコン等一部の商品および海外
ATMでの取引等については、カードの利用を制限することが
あります。カードが複数発行されていた場合、その一つのカー
ドでも利用状況が適当でないと判断されたときには、他のカー
ドについても、利用制限を受けることがあります。
6．当行は、カード使用者に貸与しているカードが第三者によって
不正に利用されるおそれがあると判断した場合、他のカード使
用者に貸与しているカードを含めてカード利用を一時的に制
限、中止、停止することがあります。この場合、会員は当行が
カード使用者に直接または加盟店を通じて所定の本人確認の
調査を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
7．カードの利用による売買取引等上の紛議は、会員と加盟店との
間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
加盟店と売買取引等を行った後に、会員と加盟店との合意に
よってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当行
所定の方法によるものとします。
8．会員は、売買取引等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、提供を受けた役務、会員との通話、その他の取
引の内容およびそれに関する情報が、加盟店から当行に開示さ
れることを承諾するものとします。
9．会員は、当行が必要と認めた場合、カードの利用を制限される
場合があることを承諾するものとします。また、システム、通信
回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等によりデビット取引
を行うことができない場合があることを承諾するものとしま
す。当行は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切
責任を負わないものとします。
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た場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落
とし、その後にVisa Worldwideを通して加盟店に支払います
が、その方法は本条第4項に準じて行うものとします。

使い方

使い方

お手続き

お手続き

よくあるご質問

よくあるご質問

保険のしおり

保険のしおり

会員規約

会員規約

第12条（カードの利用・貸与の停止、会員資格の取消しによる退会）
1．当行は、第10条により会員に対する立替金が発生し会員が第
10条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反
するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合に
は、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置を
とることができます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合
であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
（1）会員に貸与している全てのカード利用の停止。
（2）会員に貸与している全てのカード貸与の停止およびカード
の返却請求。
（3）加盟店に対する当該カードの無効通知。
2．会員またはカード使用者が次の各号のいずれかに該当する場
合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、
事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すこ
とができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法に
より会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に従っ
て全てのカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ
部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。
これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一
切責任を負わないものとします。
（1）当行への届出事項に関して届出を怠った場合。
（2）当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。

機能とサービス
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第10条（預金口座の残高不足等による取引の決済不能等）
1．デビットカード取引システムのメンテナンス等によるシステ
ムの休止時間中に到達した利用情報に基づく売買取引等債務
相当額が、システム稼働後に暫定支払手続きを行う際の決済口
座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく
暫定支払手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引
等債務相当額の全額をVisa Worldwideを通して加盟店に支払
います。当行は会員に対し、当該立替金の全額の弁済を請求す
るものとし、会員は当該立替金の全額を直ちに弁済しなければ
ならないものとします。
2．加盟店の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報
に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づく暫定
引落額を上回っていた場合、当行は、すでに決済口座から引き
落とし済みの暫定引落額とは別に、当該売買取引等債務相当額
と当該暫定引落額との差額を決済口座から引き落とします。こ
の際に、決済口座の残高が、当該差額を下回っていた場合、当行

第11条（債権の譲渡）
会員は、当行が会員に対して有する立替金債権等を第三者に譲渡
すること、およびその際に会員またはカード使用者の個人情報を
当該債権等の譲受人である第三者に提供することについて、あら
かじめ異議なく承諾するものとします。
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第9条（海外利用代金の決済レート等）
1．当行は、日本国外におけるデビット取引について、利用情報が
Visa Worldwideに到達した時点におけるVisa Worldwideが
指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた
当行所定のレート（以下、
「換算レート」といいます。）で日本円
に換算された売買取引等債務相当額により、第8条第2項に定め
る暫定支払手続きを行います。
2．当行は、デビット取引の売上確定情報がVisa Worldwideに到
達した時点における換算レートにより日本円に換算された売
買取引等債務相当額（以下「最終換算金額」といいます。）をVisa
Worldwideを通して加盟店に支払います。この場合、当行は、
最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相
当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を
上回っていた場合の処理は第10条第2項によるものとします。
3．当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本
条第1項に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情
報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換
算金額を決済口座から引き落とし、その後にVisa Worldwide
を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終
換算金額を下回っていた場合の処理は、第10条第3項によるも
のとします。
4．海外ATMの利用に関しては、当行所定の手数料のほか、ATM
設置機関所定の「利用手数料」をお支払いいただきます。
「利用
手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートによ
り日本円に換算されます。

は、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を
Visa Worldwideを通して加盟店に支払います（暫定引落額は
その支払の一部に充てるものとします。）。当行は、会員に対し、
当該立替金の全額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替
金の全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
3．第8条第4項および第6項ならびに第9条第3項に定める場合に
おいて、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引
等債務相当額を下回っていた場合、当行は、売上確定情報に記
載された売買取引等債務相当額の全額をVisa Worldwideを通
して加盟店に支払います。当行は、会員に対し、当該立替金の全
額の弁済を請求するものとし、会員は当該立替金の全額を直ち
に弁済しなければならないものとします。
4．前各項の定めるところにより、会員の当行に対する立替金債務
が発生した場合、その他デビット取引及びこれに付随する取引
等により会員の当行に対する債務が発生した場合、会員からの
弁済金の充当方法は、当行が任意に決定することができるもの
とします。当行による相殺の場合もこれと同様とします。
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第14条（遅延損害金）
会員は、
当行に対する債務を履行しなかった場合には、
支払うべき
金額に対し、年14％の損害金を支払うものとします。この場合の
計算方法は年365日の日割計算とします。

よくあるご質問

よくあるご質問

保険のしおり

保険のしおり

会員規約

会員規約

第17条（カード・カード情報の紛失・盗難・偽造・変造等の場合の取扱
いおよび当行所定限度内での損害の補てん）
1．会員が、カードもしくはカード情報の紛失・盗難（盗用）
・詐取・
横領等、またはカードの偽造・変造等（以下まとめて「カード等
の紛失・盗難等」といいます。）により他人にカードまたはカー
ド情報を使用された場合、そのカードまたはカード情報の使用
に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれ
に対応する債務を売買取引等債務とみなして本規約を適用し、
本規約に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関す
る責任は会員が負うものとします。

お手続き

お手続き

第16条（退会等）
1．会員は、当行所定の方法により退会を申し出ることができま
す。この場合、会員は、当行の指示に従って直ちに全てのカード
を返却、またはカードの磁気ストライプ部分およびICチップ部
分を切断のうえ廃棄するものとし、これを怠ったことにより会
員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任
を負わないものとします。
2．複数枚カードを発行している会員が退会する場合には当初申
し込みをしたカード（以下「代表カード」といいます。）、および
ほかの全てのカードも退会となります。
3．本条第1項の場合、当行は会員がカード情報等を登録した加盟
店に対して直ちに決済方法の変更手続きを行うことを承諾し、
当該加盟店において通信料等の各種代金債務がある場合には、
会員は本規約に基づきこれをお支払いいただくものとします。

使い方

使い方

第15条（相殺）
当行は、
会員が当行に対する債務を履行しなかった場合に、
当該会
員が当行に対して有する預金債権と相殺することができるものと
します。

機能とサービス

機能とサービス

第13条（反社会的勢力との取引拒絶、排除）
1．本デビットカード取引システムは、本条第2項各号のいずれに
も該当しない場合に利用することができ、本条第2項各号の一
にでも該当する場合には、当行は本デビットカード取引システ
ム入会の申し込みおよび複数枚のカード発行の申し込みをお
断りするものとします。
2．会員が、次の各号の一にでも該当し、当行が会員として不適当
と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずし
て、会員資格を取り消すことができるものとします。当行が取
り消しを決定した時点以降、会員に貸与している全てのカード
の利用ができなくなります。この場合、当行は当行所定の方法
により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に
従って全てのカードを当行に返却するか、カードの磁気ストラ
イプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとし
ます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行
は一切責任を負わないものとします。
(1)会員や会員の役員等が、次のいずれかに該当したことが判
明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業

E.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
F.その他前各号に準ずる者
(2)会員が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する
行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.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
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信
用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
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（3）本規約の条項のいずれかに違反した場合。
（4）本規約に基づく手数料等の支払がなされない場合。
（5）第10条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済
を怠った場合。
（6）支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更
生手続開始もしくは特別清算開始の申立があった場合。
（7）手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
（8）預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押
の命令、通知が発送された場合。
（9）カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行
が判断した場合。
（10）決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場
合。
3．会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格
は取り消されるものとします。この場合、当行は当行所定の方
法により会員資格取消の旨会員または相続人に通知し、会員ま
たは相続人は当行の指示に従って直ちに全てのカードを当行
へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分およびICチップ部
分を切断のうえ廃棄してください。これに伴い、会員ないし相
続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わ
ないものとします。
（1）会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合。
（2）決済口座が解約された場合。
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使い方

使い方

お手続き

お手続き

よくあるご質問

よくあるご質問

保険のしおり

保険のしおり
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第19条（VISAビジネスデビット会員用Web）
1．VISAビジネスデビット会員用Web（以下「Webサービス」とい
います。）とは、会員またはカード使用者がパーソナルコン
ピューター・携帯電話機等の通信機器（以下「機器」といいま
す。）の操作を通じて、インターネット・携帯電話の通信会社が
提供するネットワークサービス（以下「インターネット等」とい
います。）により、当行に対し取引の依頼を行い、当行が手続き
を行うサービスをいいます。
2．Webサービスを利用できる機器は、当行所定の機能・性能を備
えたものに限ります。なお、当行が機器に求める機能・性能は、
随時任意に変更することができます。
3．Webサービスを利用する場合には、会員またはカード使用者
はWebサービスの登録が必須です。その利用にあたって、当行
所定の機器の操作により、新規登録を行い、
「ユーザーID」
「パス
ワード」
「カード使用者情報」
「決済口座番号」
「メールアドレス」
等を登録するものとします。なお、当行は新規登録の手続きを
随時任意に変更することができます。
4．前項の新規登録はデビットカード取引システムに入会中は何
度でも可能です。この場合、改めて前項と同じ方法で新規登録
を行うことで、Webサービス利用に際しての「ユーザーID」
「パ
スワード」を再設定することができます。
5．会員は本条第3項、第4項および第7項の「パスワード」の登録・
再設定・変更の場合、設立年月日や生年月日・電話番号等の他人
に推測されやすい番号等の利用を避け、また他人に知られない
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。
6．Webサービスの利用に際して、会員およびカード使用者はそ
の都度、当行が指定する画面にWebサービス利用に際しての
「ユーザーID」
「パスワード」を入力し、当行に通知します。当行
は通知された情報と当行の登録情報との一致をもって本人確
認します。当行に通知された「ユーザーID」
「パスワード」の組み
合わせが連続して規定回数を超えて誤った場合、当行は安全の
ため、当該会員のWebサービスの利用を停止します。
7 ．W e b サ ー ビ ス で は 、前 項 に よ る 本 人 確 認 の 完 了 後 、三 菱
UFJ-VISAビジネスデビットの利用状況等の照会（以下「各種照
会」といいます。）ならびに「ユーザーID」
「パスワード」
「メール
アドレス」の変更、お知らせメールやオンラインショッピング
認証サービス等の設定・変更、代表カード以外のカード解約等
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第18条（カードの再発行）
1．当行は、会員がカードの紛失・盗難、毀損・滅失等により、当行所
定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、当行が認め
る場合に限り、カードを再発行します。この場合、当行は当行所
定のカード再発行手数料を決済口座から引き落とします。

2．前項に定めるところに従い当行がカードを再発行する場合、会
員は、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があ
ることを異議なく承諾するものとします。
3．会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカー
ドは会員が責任をもってカードの磁気ストライプ部分および
ICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとし、これを怠ったこ
とにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行
は一切責任を負わないものとします。
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2．前項にかかわらず、会員がカード等の紛失・盗難等の事実を速
やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署
（海外の場合は現地警察）に届けを提出していること等当該紛
失・盗難等、当行があったと判断した場合において、会員が所定
の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日
（以下「受理日」といいます。）からさかのぼって60日前以降、受
理日の翌日を起算として30日後までの間に発生した損害につ
いて、当行所定の方法により、当行所定の限度（額）の範囲内で
会員に補てんします。ただし、次の各号のいずれかに該当する
場合、当行は、その損害を補てんしません。
（1）カード使用者または会員の故意または重過失に起因する場
合。
（2）カード使用者以外の従業員、家族、同居人、留守番その他会
員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、当行が認
めた会員の関係者が自ら行いまたは加担した不正利用に起
因する場合。
（3）戦争、地震等により発生した社会秩序の混乱に乗じてなさ
れた不正利用の場合。
（4）本規約に違反している状況においてカード等の紛失・盗難
等が発生した場合。
（5）カード等の紛失・盗難等が虚偽の場合。
（6）カード等の紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員ま
たはカード使用者の責めに帰すべき事由による個人情報の
漏洩に起因する場合。
（7）会員が当行の請求する書類を提出しない場合、または提出
した書類に不実の記載をした場合、あるいは被害調査の協
力をしない場合。
（8）カード裏面にカード使用者自らの署名が無い場合。
（9）カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号
が一致している場合。
3．カード等の紛失・盗難等によりカード使用者以外の者にカード
もしくはカード情報を使用された場合もしくはそのおそれが
ある場合、または会員が加盟店の入力ミス等により誤って決済
口座から引き落とされた金額の返金を求める場合、その他事由
の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員
に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた
場合、会員やカード使用者はこれに協力するものとします。
4．当行が会員に対し、デビット取引に関し、決済口座から当行が
引き落とした金額の返金を行う場合、当行所定の手続きをもっ
て返金するものとします。
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ことはできません。
(4)オンラインショッピング認証サービスによるショッピング
に関して生じた損害は補てんしません。
(5)当行は、Webサイトに公開するなど所定の方法で会員に通
知することにより、オンラインショッピング認証サービス
を任意に中止できるものとします。その結果、会員または
カード使用者に不利益が生じても、当行は一切責任を負わ
ないものとします。
9．Webサービスは、第16条による退会または第12条第2項、第3
項もしくは第13条第2項の会員資格の取消により、自動的に各
種照会を除くすべてのサービスが利用できなくなります。ま
た、各種照会についても、当行所定の期間経過後に自動的に利
用できなくなります。なお、Webサービスは、それ以外の方法に
より、会員またはカード使用者が任意に利用を停止することは
できません。
10．Webサービスの利用時間は当行所定の時間内とします。な
お、利用時間は当行システムが保持する時刻を基準としま
す。ただし、利用時間中であっても、事前に告知なく以下の理
由によりWebサービスの運営を一時中止する場合がありま
す。
（1）Webサービス運営に必要な機器、システムの保守点検
（2）システムの切替による設備更新
（3）天災、災害による装置の故障
（4）その他当行が必要と判断した場合
また、当行はWebサイトに公開するなどの所定の方法で会員
に通知することにより、Webサービスを任意に追加、変更、中
止できるものとします。なお、Webサービスの一時中止、Web
サービスの追加、変更、中止に起因して生じた利用者の不利
益その他のいかなる損害についても、当行は一切責任を負わ
ないものとします。
11．会員またはカード使用者は次の行為を行わないものとしま
す。
（1）Webサービス利用・登録を行う際、虚偽の情報を送信・登
録する行為
（2）Webサービスによって得られた情報を営利目的に利用す
る行為
（3）法令に違反する行為または違反するおそれのある行為
（4）Webサービスの権利の譲渡にあたる行為
（5）その他、当行が不適当と認めた行為
また、Webサービスの内容、情報などWeb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、すべて当行その他
の権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害
し、または侵害するおそれのある行為をしないものとしま
す。
12．当行は、以下の場合には登録された認証情報を会員に事前・事
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が利用できます。また、管理責任者は複数枚カードの申し込み、
それぞれのカードの利用限度額設定、カードの利用停止登録と
その解除（以下「各種設定・変更」といいます。）が利用できます。
次の方法によりいずれもご利用いただけます。
(1)各種照会は、当行所定の期間または当行が会員の機器の画
面に表示した中から会員が指定した期間に対応する利用状
況等の情報を表示します。
(2)各種設定・変更は、会員の機器の操作により画面上の当行が
指定する項目に入力のうえ当行に通知することで依頼を受
け付けるものとします。当行が依頼を受け付けた場合、確認
のために会員の機器の画面に依頼内容を表示しますので、
その内容が正しい場合には確認した旨を機器の操作により
当行に回答してください。一定時間内に当行が回答を受信
した時点で、取引の依頼内容が確定したものとして当行は
手続きを行います。なお、一定時間内に当行が会員からの回
答を受信できなかった場合は、依頼は受け付けなかったも
のとします。
8．
「オンラインショッピング認証サービス」
とは、
Visa Worldwide
の提供する「Visa Secure」を利用可能とする以下の内容のサー
ビスです。
(1)カード使用者は、オンラインショッピング認証サービスに
対応した加盟店で電子商取引を行う際、Webサービスでオ
ンラインショッピング認証サービスの設定を行うことを通
じて登録した専用パスワードを含む所定の認証情報を会員
の機器の画面に入力することにより、オンラインショッピ
ング認証サービスを受けることができます。会員または
カード使用者は、Webサービスで登録した認証情報が、オ
ンラインショッピング認証サービスの認証情報として利用
されることに同意します。
(2)第3条第5項または第18条によるカード再発行で会員番号
が変更となった場合、オンラインショッピング認証サービ
スの専用パスワードを含む所定の認証情報は無効となりま
す。この場合、会員またはカード使用者は改めてWebサー
ビスでオンラインショッピング認証サービスの設定を行う
ことにより、オンラインショッピング認証サービスが利用
できるようになります。また、オンラインショッピング認証
サービスの専用パスワードを失念した場合も、会員または
カード使用者はWebサービスで改めてオンラインショッ
ピング認証サービスの設定を行うことにより、オンライン
ショッピング認証サービスが利用できるようになります。
(3)オンラインショッピング認証サービスは、第16条による退
会または第12条第2項、第3項もしくは第13条第2項の会員
資格の取消により、自動的に利用できなくなります。なお、
オンラインショッピング認証サービスは、それ以外の方法
により、会員またはカード使用者が任意に利用を停止する
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第21条（免責）
1．当行は、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行が
会員に返金をする場合、利息・損害金をつけません。また、暫定
支払手続きに伴い発生した当座貸越利息および損害金は効力
を失いません。返金手続きの遅れに付随して発生した損害等に
ついても当行は責任を負いません。
2．前項のほか、当行が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会
員が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責
任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるも
のとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、
一切責任を負わないものとします。

よくあるご質問

よくあるご質問

保険のしおり

保険のしおり

会員規約

会員規約

第24条（準拠法・管轄）
デビット取引、
その他、
本規約に基づくサービスに関する会員と当
行との諸契約に関しては、すべて日本法が適用されるものとしま
す。
本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合には、
東京地方裁判
所をもって第一審の合意管轄裁判所とするものとします。
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お手続き

第23条（サービス内容及び本規約の変更等）
1．サービス内容は当行の都合により、事前の通知なく変更するこ
とがあります。
2．本規約は、当行の都合で変更することがあります。本規約の変
更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生
じた損害については当行は一切責任を負いません。
3．前各項の変更およびその内容については、当行Webサイト等
により告知いたします。書面による個別の通知はいたしません
ので、適宜、Webサイトをご覧ください。

使い方

使い方

第22条（届出事項の変更）
1．会員またはカード使用者等が当行に届け出た法人名・氏名（代
表者氏名）
・住所・電話番号・メールアドレス・暗証番号等に変更
のあった場合は、直ちに当行所定の届出用紙を提出する等の方
法により手続きをしていただきます。
2．前項の変更手続きがないために、当行が会員に対して届出の郵
便物宛先に送付する郵便物が延着または到着しなかった場合
には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、
会員またはカード使用者にやむを得ない事情がある場合には、
この限りではないものとします。

機能とサービス

機能とサービス

第20条（Eメール）
1．当行は、届出のＥメールアドレスあてに次の内容のＥメールを
発信します。
（1）デビット取引にかかる決済口座からの各種引き落とし、ま
たは入金にかかる通知
（2）第19条第8項のオンラインショッピング認証サービスの設

定ないしは設定変更の通知
（3）利用限度額の変更にかかる通知
2．当行システム処理上の都合により、Eメール発信が遅れたり到
着しなかった場合も、これらにより生じた損害について当行は
一切責任を負いません。
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後に通知することなく削除し、利用登録を抹消できるものと
します。
（1）会員またはカード使用者が本デビットカード取引システ
ムを退会した場合または会員資格が取消となった場合
（2）会員またはカード使用者が認証情報登録の際またはWeb
サービス利用の際に虚偽の申告、登録をした場合
（3）会員またはカード使用者のカードの不正利用によって被
害が発生したときや、当行に届け出た法人名、氏名、勤務
先、住所、カード代金支払口座等に変更があり、直ちに当
行所定の方法により手続きを行わなかった場合など正確
なWebサービスの提供が困難と予測される場合
（4）会員またはカード使用者が本規約に反する行為をするな
ど、当行が不適当と認めた行為を行った場合
13．当行が本条第3項および第6項の方法にしたがって本人確認
をして取引を実施した場合には、
「ユーザーID」
「パスワード」
等につきカード使用者以外の利用時にその他の事故があっ
ても当行は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そ
のために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
14．当行は、Webサービスより得られた情報の正確性・有用性等
を保証するものではありません。また、Webサービス利用に
より生じたいかなる損害についても、当行は一切責任を負わ
ないものとします。
15．次の各号の事由により、Webサービスの取り扱いに遅延、不
能等があっても、これによって生じた損害については、当行
は一切責任を負いません。
（1）災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事
由があったとき。
（2）当行又は提携会社等のシステムの運営体が相当の安全策
を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコン
ピューター等に障害が生じたとき。
（3）当行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったと
き。
16．Webサービスにおいて当行が採用する暗号技術を含めたシ
ステム上の安全対策等は、当行が妥当と判断したものであ
り、当行がその完全性、安全性等を保証するものではありま
せん。会員またはカード使用者はWebサービスの利用に際
し、公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路の
特性および当行が採用するシステム上の安全対策等につい
て了承しているものとみなします。

第25条（規約の準用）
本規約に定めのない事項については、
当行の他の規定等、
その他当
行Webサイトへの掲示内容により取り扱います。
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個人情報の取り扱いに関する同意書
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第2条（個人情報の利用目的）
1．申込者は、三菱UFJビジネスデビットの利用の申し込みにあた
り、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57
号）に基づき、本申し込みおよび入会後の会員契約（以下「本契
約」といいます。）にかかる情報を含む申込者、会員およびカー
ド使用者（以下総称して「会員等」といいます。）の個人情報を、
銀行および銀行の関連会社や提携会社が以下の業務ならびに
利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
また、申込者は、銀行が上記以外の方法で会員等の個人番号・特
定個人情報（以下「特定個人情報等」といいます）を直接取得す
る場合および公開情報や会員等以外の方等から間接的に会員
等の特定個人情報等を取得する場合についても、以下の業務な
らびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意し
ます。
（三菱UFJビジネスデビットの利用をお申し込みの方につい
て、三菱UFJビジネスデビット業務における利用目的）
①入会の承認の判断
②三菱UFJビジネスデビット会員規約に基づくサービスの提
供
③入会後の管理
④付帯サービス提供
（銀行の業務全般における利用目的）
＜業務内容＞
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およ
びこれらに付随する業務
②公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信
託代理店業務、クレジットカード業務、社債業務等、法律によ
り銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業
務
③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随す
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第1条（会員）
1.本同意書において、申込者とは、株式会社、社団法人、財団法人、
官公庁等の団体や組織（以下「法人」といいます。）および個人事
業を行っている方で、株式会社三菱UFJ銀行（以下「銀行」とい
います。）が運営するデビットカード取引システムへの入会（以
下「三菱UFJビジネスデビットの利用」といいます。）を申し込
んだ方とします。
2.本同意書において、会員とは、前項に基づき申し込みの上、当行
がその申し込みを承諾した方とします。
3.本同意書において、申込者または会員がカード使用者として当
行所定の方法で申請した申込者または会員の役職員等をカー
ド使用者（以下「カード使用者」といいます。）とします。

る業務（今後取扱いが認められる業務を含む）
＜利用目的＞
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受
付のため
②法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービス
をご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引
における管理のため
④融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提
供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に
提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に
提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部につい
て委託された場合等において、委託された当該業務を適切に
遂行するため
⑧会員等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行
のため
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による
金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送・電話によるご案内等、金融商品や
サービスに関する各種ご提案のため（お客さまの取引履歴や
ウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報
等を分析して、お客さまのニーズにあった各種商品・サービ
スに関する広告等の配信等を行うことを含む）
⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため（お客さま
の取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から
取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種
商品・サービスに関する広告等の配信等を行うことを含む）
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬本契約にかかる保険事故に際して、保険適用の事務に必要な
範囲で保険会社に提供するため
⑭本契約にかかる売買取引等に対する会員等からの異議申し
立てに際して、代金請求の差し戻し等に必要な範囲で加盟店
の管理会社に提供するため
⑮本契約に関し銀行が会員等に対して有する債権の譲渡に際
して、必要な範囲で第三者に提供するため
⑯その他、会員等との取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、銀行は、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限
定されている場合には、当該利用目的以外で利用しません。銀
行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から
提供を受けた資金需要者の借入返済能力に関する情報は、資金
需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用または第三
者に提供しません。銀行法施行規則第13条の6の7等により、人
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保険のしおり

保険のしおり

会員規約

会員規約
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お手続き

お手続き

第5条（本同意書に不同意の場合）
銀行は、
申込者が、
本申込みおよび本契約に必要な届出事項の届出
を希望しない場合または本同意書の内容の全部または一部を承認

第7条（開示・訂正等）
個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）に
規定する開示、
訂正、
利用・提供の停止等の手続について、
銀行は銀
行ホームページに記載します。

使い方

使い方

第4条（個人情報の利用の停止）
銀行は、会員等から、第2条第1項の利用目的⑩または⑪に基づく
ダイレクトメールの発送・電話によるご案内等について、
個人情報
の利用の停止の申出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目
的での利用を停止する措置をとります。

第6条（契約不成立の場合）
本契約が不成立の場合であっても、第4条に規定される場合を除
き、
本同意書において同意いただいた個人情報の利用・提供を停止
することはできません。

機能とサービス

機能とサービス

第3条（業務委託に伴う個人情報の預託）
銀行は、前2条の利用目的遂行のために必要な業務の一部または
全部を業務委託先に委託する場合、
保護措置を講じたうえで、
会員
等の個人情報を当該委託先に預託します。
当該委託先は、
委託を受
けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。

できない場合、本申込みおよび本契約をお断りすることがありま
す。ただし、第2条第1項の利用目的⑨、⑩、⑪に同意しない場合で
も、これを理由に銀行が本申し込みおよび本契約をお断りするこ
とはありません。
カードが届いたら

カードが届いたら

種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情
報等の特別な非公開情報は、適切な業務の運営の確保その他の
必要と認められる目的以外の目的のために利用または第三者
に提供しません。
銀行は、会員等の特定個人情報等を、以下の利用目的の達成に
必要な範囲で利用します。
会員等から直接書面に記載されたご本人の特定個人情報等を
取得する場合、あらかじめ利用目的を明示します（法令に明示
の必要なしと規定されている場合を除く）。それ以外の方法で
特定個人情報等を直接取得する場合、およびご本人以外の方等
から間接的に特定個人情報等を取得する場合についても、下記
の利用目的の達成に必要な範囲内で利用します。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律」の規定に基づき、銀行は、特定個人情報等につい
て、同法で認められた利用目的以外の目的のためには取得、利
用もしくは第三者提供しません。
〈特定個人情報等の利用目的〉
①金融商品取引に関する法定書類作成事務のため
②生命保険契約等に関する法定書類作成事務のため
③損害保険契約等に関する法定書類作成事務のため
④信託取引に関する法定書類作成事務のため
⑤金地金等取引に関する法定書類作成事務のため
⑥非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
⑦国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため
⑧その他法令に基づき作成する支払調書の作成事務のため
⑨預貯金口座付番に関する事務のため
⑩①から⑨までに関連する事務のため
2．申込者は、退会等により会員資格を喪失した後においても、銀
行が適当と認める期間中は、本同意書が適用されることに同意
します。

MEMO

