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は
会員専用WEBサービス
「MyJCB」
MyJCB

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
デビットデスク
（通話料有料）

0570-070-735

（サービス番号 2 ）

三菱UFJJCBデビット

【受付時間】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日は休業とさせてい
ただきます。
※ご本人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。

カードの紛失・盗難に関するお問い合わせ
デビット紛失・盗難受付デスク

0120-123-106

（24時間年中無休）

（サービス番号 2 ）

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）

050-3786-7351

（海外から）
識別番号

＋81-50-3786-7351
Eco通帳
（インターネット通帳）
のご案内
JCBデビットのご利用1件ごとに、通帳に明細が記載されるため、
ご利用状況
によっては短期間で通帳繰越が必要になる場合があります。
Eco通帳（インターネット通帳）
なら通帳記帳や繰越も不要で、
いつでもすぐに
スマートフォンやパソコンから入出金明細がご確認いただけます
（最長25ヵ月分）
。
この機会にぜひJCBデビットとあわせてご利用ください。
Eco通帳についてくわしくは、
当行ホームページをご覧ください。
※お申し込みにあたっては、三菱ＵＦＪ銀行のインターネットバンキング
（三菱ＵＦＪダイレクト）
のご利用が必要です。
※現在ご利用中の紙の通帳は利用できなくなります。

670055000

2022年4月現在

ご 利 用 ガ イ ド

JCBデビットの機能とサービス
使ったその場で
引き落とし！
現金感覚で
ご利用いただけます。

♪

¥¥

JCBデビットは、世界中の
JCB加盟店で利用できま
す。使ったその場で、お客
さまの口座から即時に利
用代金を引き落とすカー
ドです。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。

カードなのに
現金感覚で
ショッピング♪

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！

使った分だけ
自動キャッシュバックで
おトク!

JCB
OK!
JCB
使えます

国内でも海外でも！
世界中のJCB加盟店で使える！
さらに、QUICPay＋加盟店なら
スマートフォン決済
（非接触決済）
も使えます！

1

ネットショッピングや、
海外ATMでの
現地通貨お引き出しもOK！

万が一の紛失・
不正利用でも
安心の補償とサービス！

ご安心
ください！

2

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

P.15

JCB

利用限度額を設定する

P.11

MyJCB
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.17

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

MyJCB

※日本国内のATMでお金を引き出すことはできません。
3

4

ここが 聞きたい

JCBデビットの

年会費は
無料です

年会費は？
P.10
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Debit

カードを
なくしたら？

ない！
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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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解約したいの
ですが ...

解約したい
ときは？
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6

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
カード番号
3573- 7 3 5 1 - 2345- 6 7 8 9
だいた、お支払口座の確認
カード名称
三菱UFJ−JCBデビット
をお願いします。
お名前
入会年月日
有効期限
金融機関名
支店名
口座番号

2

本カードは「ご利用明細書」が郵送されません。
ご利用明細の照会に
は会員専用WEBサービス
「MyJCB」
をご利用ください。

STEP 1

YAMADA

2020 年 7 月 1 日
2025 年 7 月まで
三菱UFJ銀行
本店
普通 1 2 3 4 5 6 7

MyJCB（https://my.jcb.co.jp/）
にアクセス
※三菱UFJダイレクトからも簡単に登録が可能です。

機能とサービス

機能とサービス

お支払口座

TARO

会員専用WEBサービス
「MyJCB」
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
「新規登録（無料）」
をクリック

カードのお名前を確認する

クリック

STEP 3
登録画面より必要事項を入力

入力
使い方

使い方

［注意］

●電話番号欄には当行にお届出の電話番号を
入力してください。
●自宅（または勤務先）
と携帯電話番号の両方
をお届出の場合は、
自宅（または勤務先）
の電
話番号を入力してください。

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。

お手続き

お手続き

STEP 4
3

登録完了
MyJCB IDが表示されます

カードに署名をする

STEP 5

SAMPLE

よくあるご質問

よくあるご質問

カード裏面のご署名欄に、
ご自身の署名をサインペン
かボールペンでご記入くだ
さい。

ID表示

MyJCB IDとパスワードを入力してログイン
（MyJCB IDはお客様情報の変更メニューより変更可能です）
※画面はイメージです。

「MyJCB」
はスマートフォン・携帯電話・パソコンからご利用できます。
※パソコンから利用できるサービスと、
スマートフォン・携帯電話からご利用
できるサービスは一部異なります。
※
「MyJCB」
にご登録すると、
本人認証サービス
「J/Secure(TM)」
に自動的に
登録されます。
J/Secure(TM) ➡P.14をご覧ください。
※JCBカードを複数枚お持ちの方は、
カードごとのご登録が必要となります。

5

会員規約

会員規約
7

［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JCB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。

これで準備は完了です

JCBデビットを使ってショッピングを楽しみましょう。
8

❷

カードについて

お支払い（ご請求）について

2

本カードは、キャッシュカードではありません。

JCB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。

カードが届いたら

カードが届いたら

1

JCBデビットの機能とサービス

※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
加盟店

三菱UFJ銀行 お客さまの決済口座

②利用データを
送信

③利用データを
受信

⑥売上データを
受信

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

売上
データ

ご署名欄

SAMPLE

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、返金にはカードご利用から2ヵ月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

お手続き

お手続き

お問い合わせ先

使い方

⑤後日、
売上データを
送信*

有効期限（月/年） カード番号

④利用金額を
引き落とし

即時
引き
落とし

利用
データ

後日

使い方

お名前

①加盟店で
利用

機能とサービス

お客さま
ご利用当日

機能とサービス

こちらの
方向に挿入
して使用

JCBデビットは年会費無料です。

3
※暗証番号の照会・変更➡P.25■をご覧ください。

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けの住所にお送りします。

※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

キャッシュバック

前月のショッピングご利用金額の0.2％を、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。
キャッシュバックのスケジュール
（2020年7月にご入会のケース）
2020年7月
7月利用分

2020年8月

2020年9月

2020年10月

▲8/25 キャッシュバック

8月利用分

▲9/25 キャッシュバック

9月利用分

▲10/25 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。

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。

4

よくあるご質問

よくあるご質問

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。
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❷

ご利用加盟店

8

●国内外のJCB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。

●海外の「JCB」
マークのついたATMで、現地通貨のお引き出しができます。
※日本国内のATMでは、現金のお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。
※海外ATMでの現地通貨お引き出しでは、総合口座貸越をご利用いただくこと
はできません。

ご利用時間

原則24時間365日ご利用いただけます。
※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、
この時間帯は、
総合口座貸越を利用したお取引
はできません。一部利用できない時間帯が発生する場合は、
当行Webサイトで
お知らせします。

ご利用限度額

初期設定額(変更上限額)

1日

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

海外ショッピング

（200万円） 1,000万円(1,000万円)
50万円
（200万円） 50万円
（10万円）
10万円
（10万円） 10万円

※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

JCBプラザコールセンター（海外）

海外旅行中の万が一の事故や緊急トラブル時に電話で相談できる
サービスです。
ケガや病気の際の病院案内のほか、JCBデビット、パス
ポートの紛失・盗難など、海外での不慮の事故やトラブルに日本語・英
語でサポートします
（24時間・年中無休）。
※ご利用料金・通話料は無料です。
（ホテルや携帯電話からおかけになると、通話
料が有料となる場合があります。）
2
※居住国からは利用できません。
※ JCBプラザコールセンター（海外）連絡先一覧およびご利用方法は、
JCBブランドサイト
（https://www.jcb.jp/）
よりご確認ください。

11

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JCB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
2
ください。
くわしくは ➡P.10■をご覧ください。

1ヵ月

国内ショッピング
海外ATM現地通貨引出

300万円(300万円)

［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。
会員規約

会員規約
11

1回

偽造・盗難カード等が第三者によって不正利用された場合、当行が連
絡を受けた日から60日前以降に発生した損害について、1事故あたり
500万円を限度に補償します。

よくあるご質問

よくあるご質問

●JCB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
度額を定めています。預金残高（総合口座貸越を含む）の範囲内か
つ利用限度額の範囲内でご利用いただけます。
●利用限度額は、
「MyJCB」
で確認・変更いただけます
（窓口では変更い
ただけません）
。
●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。

不正利用補償

お手続き

お手続き

7

9

使い方

使い方

6

旅行代金や海外でのお買い物にJCB デビットをご利用いただいた
場合、各種保険が適用されます。
くわしくは別冊「JCBデビット付帯保険のご案内」をご覧ください。

機能とサービス

機能とサービス

●高速道路料金や機内販売、
ガソリンスタンドなど一部ご利用いただ
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/tsukau/debit/jcb/not̲available.pdf

旅行傷害保険・ショッピングガード保険

カードが届いたら

カードが届いたら

5

JCBデビットの機能とサービス

12

❷

❹ キャッシュバック実績照会

お知らせメール

「MyJCB」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
ルをお送りします。
※Eメールアドレスのご登録がお済みでないお客さまは、
「 MyJCB」
よりご登録
をお願いします。

直近15ヶ月分のキャッシュバック額を確認できます。

❺ MyJCB登録内容の変更
ご利用限度額変更

〈Eメールをお送りする主なタイミング〉

※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。

➡ 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。

お知らせメール設定変更

❹預金残高を超えてJCB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

❻ オンラインショッピング本人認証サービス
J/Secure(TM)※の登録・変更

※J/Secure(TM)に参加しているオンラインショッピングの店舗でJCB
デビットを利用される場合、必要に応じてMyJCBログイン時と同様の
パスワードまたはワンタイムパスワードを入力します。

14

にアクセス
MyJCB IDとパスワードを入力し、
「ログイン」をクリック

❸ ご利用明細照会

※画面はイメージです。

直近15ヵ月分のJCBデビットご利用明細を確認できます。
※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。

●JCB PLAZA
「JCBプラザ」
は、
世界60ヵ所に設置された海外サービス
窓口です。JCB加盟店のご予約や観光に関するお問い合
わせをスタッフが日本語で承ります。
また、
主要都市9ヵ
所には、
JCB会員の方専用の自由にくつろげる空間
「JCB
プラザ ラウンジ」
を設置しています。

※一部のJCBプラザでは、
サービス内容が異なる場合があります。
※ご来店・お電話の際は、JCBデビットをご用意ください。

会員規約

会員規約

※三菱UFJダイレクトからもログインが
可能です。

その他サービス

よくあるご質問

よくあるご質問

STEP1

お手続き

お手続き

オンラインショッピング本人認証サービス
「J/Secure(TM)」
で使
用するパスワードの登録・変更ができます。

❶ 新規登録 ➡P.8をご覧ください。
❷ ログイン方法
MyJCB（https://my.jcb.co.jp/Login）

使い方

使い方

※お知らせメールのご利用には事前に
「MyJCB」へのEメールアドレスの
登録が必要です。
※Eメールアドレスの登録・変更は
「MyJCB」
から行えます。

パソコンやスマートフォンアプリ、携帯電話などから、
ご利用明細をご
確認いただけます。
また、
「お知らせメール」
やご利用限度額の設定変更、
キャッシュバック
実績の照会などができます。

STEP2

13

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。

※ドメイン設定などの受信制限を設定されている場合は下記ドメインからの
Eメールを受信できるように設定してください。
@jcbdebit.bk.mufg.jp
@qa.jcb.co.jp

会員専用WEBサービス「MyJCB」

機能とサービス

機能とサービス

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。

❶ショッピングや、海外ATMでの現地通貨お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

13

カードが届いたら

カードが届いたら

12

JCBデビットの機能とサービス

●その他詳しくはJCBブランドサイト
（https://www.jcb.jp/）
をご覧く
ださい。

14

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 「JCBカードで」
と伝える

カードが届いたら

カードが届いたら

1

JCBデビットの使い方

❸ 「お知らせメール」が届く
差出人 :

○○○＠jcbdebit.bk.mufg.jp

送信日時 :
宛先 :
件名 :

2018/11/12（日）9：00
○○○○＠○○.ne.jp

【三菱 UFJ-JCB デビット】ご利用のお知らせ

山田 太郎 様
カード名称：三菱 UFJ-JCB デビット

JCB で

１回で

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JCBカードをお使いいただくことはできま
せん。

※お知らせメールご利用には事前に
「MyJCB」
へのEメールアドレスの
登録が必要です。

いつも三菱 UFJ-JCB デビットをご利用いただきありがとうございます。
デビットカードのご利用がございましたのでご連絡いたします。
ご利用内容についてくわしくは、会員専用 WEB サービス「MyJCB」をご覧ください。
『カードご利用代金明細照会』メニュー内の『ご利用明細内訳 ( お振替済分 )』より
ご確認いただけます。
なお、デビットカードご利用金額の一部が、翌日以降のお引き落としとなる場合が
ございます。

かしこまり
ました

●お問い合わせ
三菱 UFJ 銀行 デビットデスク（通話料有料）
ナビダイヤル：0570-070-735（サービス番号 2）
ナビダイヤルをご利用いただけない場合：050-3786-7351
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）

使い方

使い方

▼MyJCB へのログイン・新規登録はこちらから▼
https://www.jcb.co.jp/

※本メールは送信専用となります。ご返信いただいてもお答えできかねますので
ご了承ください。
※本メールの配信停止・メールアドレスの変更は MyJCB よりお手続きください。
●発行：株式会社三菱 UFJ 銀行（業務代行：株式会社ジェーシービー）

パソコンの場合のイメージ

暗証番号の入力、
またはサイン、
かざす
※スーパーやコンビニエンスストア等、加盟店によっては、
サインレス
でお取引できる場合があります。

❹ 「MyJCB」で利用明細を確認する

お手続き

お手続き

❷

※
「MyJCB」
のご利用には、別途ご登録が必要です。
新規登録方法 ➡P.8をご覧ください。
よくあるご質問

よくあるご質問

かざす

会員規約

会員規約

※画面はイメージです。
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❸

ネットショッピングをする

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本人認証
サービス
「J/Secure(TM)」
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本人認証サービス
「J/Secure(TM）」➡P.14
をご覧ください。

❶

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

●JCBデビットは、｢Apple Pay｣｢Google Pay™｣に対応しており、
スマートフォンに登録することで、QUICPay（クイックペイ）
として
使うことができます。
※クイックペイとは、
お店の端末にカードやスマートフォンなどをかざすだけ
でお支払いが完了する
「簡単・おトク」な支払い方法です。
詳しくはこちら https://www.quicpay.jp/

かざす

JCB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。

特徴 2 国内で便利に使える
国内のQUICPay＋加盟店でご利用可能です。

決定・注文確定などのボタンを
クリックする

よくあるご質問

よくあるご質問

❹

特徴 1 事前のチャージが不要
三菱UFJ-JCBデビットのカード情報を登録すると、使った分
は銀行口座からその場で引き落としされるため事前のチャージ
が不要です。

お手続き

お手続き

❸

使い方

使い方

お支払方法で
❷ 「クレジットカード」
を選択する
※ブランドを選ぶ必要がある場合は
「JCB」
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。

※オンラインショッピング本人認証サービス
「J/Secure(TM）」
のご登
録がある場合、認証画面に進みます。

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

❻

会員専用WEBサービス
「MyJCB」
で
利用明細を確認する

特徴 3 セキュリティ面でも安心
登録時にはワンタイムパスワードによる本人認証を実施。
決済にはカード番号を暗号化することで、
安心してご利用
いただけます。

会員規約

会員規約
17

スマートフォン決済
（非接触決済）等について

機能とサービス

機能とサービス

一般的な流れ

3

カードが届いたら

カードが届いたら

2

JCBデビットの使い方

※ご利用いただけるスマートフォン決済は→P.18をご覧ください。

18

❸

JCBデビットの使い方

〈 対 応 機 種 〉iOS 10.1以降に対応したデバイス
〈 利 用 方 法 〉｢Touch ID｣｢Face ID｣または｢パ
スコード｣で認証を行い、iPhone
をお店の端末にかざします
※端末によって認証方法が異なります

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

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⇒
＄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
売上データ：
＄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。

①海外の
レストランで
利用

利用代金：＄100

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

加盟店

三菱UFJ銀行 お客さまの決済口座

②利用データを
送信

③利用データを
受信

④利用金額を
引き落とし

よくあるご質問

お客さま
ご利用当日

よくあるご質問

（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

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

利用データ：＄100

後日

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

会員規約

会員規約

チップ金額：＄15

※Android、Google Play、Google Payは、Google LLCの商標です。
※Google Payは、
おサイフケータイR アプリ
（6.1.5以上）対応かつAndroid5.0
以上のデバイスで利用できます。
※｢おサイフケータイ｣は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

19

お客さま

お手続き

※画面の立ち上げが必要な場合があります

〈利用加盟店〉QUICPay+加盟店でご利用可能
〈利用限度額〉お持ちのJCBデビットの利用限度額の範囲内
ただし、1回あたりの取引可能額は30,000円です
それ以上の金額でご利用の場合、JCBデビットカード
でお支払いください
〈 登 録 方 法 〉Google Payアプリをダウンロードのうえご登録くだ
さい

（例1）為替の変動により後日ご請求が発生するケース

使い方

〈 対 応 機 種 〉AndroidOS 5.0以降のおサイフ
ケータイ対応Android端末
〈 利 用 方 法 〉かざすだけで決済可能

［海外ご利用時の注意点］
●海外でのご利用についてはJCBが定める基準レートにJCBが指定し
た料率（1.6%）
と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。

後日

お手続き

Google Pay™

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

※Apple Payは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※iPhoneの商標は、
アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
※Apple Payに対応しているデバイスについては
https://support.apple.com/ja-jp/KM207105 をご覧ください。
※ディズニー・デザインは、決済アプリ上でのカード表示は通常デザインとなり
ます。

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

〈利用加盟店〉QUICPay+™加盟店でご利用可能
また、Apple Payに対応したオンラインショップでも
利用可能
〈利用限度額〉お持ちのJCBデビットの利用限度額の範囲内
〈 登 録 方 法 〉Walletアプリからご登録ください

4

カードが届いたら

カードが届いたら

Apple Pay

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）

20

❸

海外のATMでお金を引き出す
（現地通貨お引き出し）

❶ ご利用方法
海外の「JCB」
マークのついたATMから、現地通貨で預金が引き出せ
ます。
※国内ATMではキャッシュカードをご利用ください。

※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。

海外のATMについて

●海外ATMロケーター
利用可能なATMを下記サイトから検索できます。
（JCB）JCB ATMナビ
https://www.jcb.jp/area/kaigai̲atm/search/index.html
●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?

❸

機能とサービス

機能とサービス

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。

❷

カードが届いたら

カードが届いたら

5

JCBデビットの使い方

海外のATM・CDの基本操作

●アジアにおける一般的なタイプ

＊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、学費、
医療費等。

JCBデビットの暗証番号4桁を入力し、
ENTER/YES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。
CASH WITHDRAWALまたはCASH
ADVANCE
（お引き出し）
を押します。

④SELECT ACCOUNT
FOR WITHDRAWAL.

CREDIT CARDを押します。

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

金額を指定し、ENTER/YES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。

※別途ATM設置機関所定の自動機手数料が必要な場合があります。

●為替レートについて
海外でのご利用についてはJCBが定める基準レートにJCBが指定し
た料率（1.6%）
と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。
●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お引き出
し手数料を除く）
となっておりますが、ATM・CDの機種により、一度
にお引き出しいただける上限が異なります。

会員規約

会員規約

③SELECT TYPE OF
TRANSACTION.

よくあるご質問

よくあるご質問

●ATMお引き出し手数料
1回のご利用につき110円
（消費税込）

②ENTER YOUR PIN
THEN PRESS “ENTER”.

お手続き

お手続き

●ご利用の目的は限定されます
海外における預金のお引き出しの目的は、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。

JCBデビットを挿入します。

使い方

使い方

●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。

①INSERT YOUR CARD.

＊日本時間が基準となります。

21
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❸

JCBデビットの使い方

③SELECT TYPE OF
TRANSACTION.

CASH WITHDRAWALまたはCASH
ADVANCE
（お引き出し）
を押します。

④SELECT ACCOUNT.

CREDIT CARDを押します。

⑤ENTER WHOLE DOLLAR
AMOUNT THEN PRESS
ENTER.

ご利用金額を指定し、ENTER/YES
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またはCASH
ADVANCE
（お引き出し）
を押します。

⑥SELECT ACCOUNT
FOR WITHDRAWAL.

CREDIT CARDを押します。

⑦PLEASE SELECT
WITHDRAWAL AMOUNT.

金額を指定し、ENTER/YES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。

カードとご利用明細書をお受け取り
ください。

②SELECT LANGUAGE.

ENGLISH（英語）
を押します。

③ENTER YOUR PIN THEN
PRESS “ENTER”.

JCBデビットの暗証番号4桁を入力
し、ENTER/YESを押します。

※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

よくあるご質問

JCBデビットの暗証番号4桁を入力し、
ENTER/YESを押します。
（ ENTER
が不要な場合もあります。）

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。）

JCBデビットを挿入します。

お手続き

お手続き

②ENTER YOUR PIN
AND PRESS “ENTER”.

⑦WOULD YOU LIKE ANOTHER
TRANSACTION?

①INSERT YOUR CARD.

使い方

使い方

JCBデビットを挿入します。

機能とサービス

機能とサービス

①INSERT YOUR CARD.

⑧PLEASE REMOVE CARD
AND TAKE RECEIPT.

会員規約

会員規約
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●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

カードの紛失・盗難

4

ない！

●カードの紛失または盗難にあわれた場合には、
すみやかにデビット紛失・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。

住所変更・電話番号変更

三菱UFJダイレクト、
またはかんたん手続きアプリにてお手続きくだ
さい。
お取引内容によっては、
ご来店が必要な場合がございます。

Debit

カードが届いたら

カードが届いたら

1

お手続き

〈窓口にお越しの際にお持ちいただくもの〉
JCB
デビットカード

カードの再発行

●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、
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。
●新しいカードは当行にお届出の住所に1週間〜2週間ほどでお届け
します。

※お取引の状況によっては、3週間程度かかる場合がございます。

JCB
デビットカード＊

キャッシュ
カード

JCB
Debit

or

通帳

お届印

本人確認が
できる書類

氏名変更

名前が
変わりました♪

JCB
デビットカード
JCB
Debit

キャッシュ
カード

通帳

お届印

個人番号確認が
できる書類

免許証

￥

CASH

本人確認が
できる書類＊

＊新氏名が記載された確認書類

暗証番号の照会・変更

6

Eメールアドレスの変更

●MyJCBよりお手続ください。
お知らせメールはMyJCB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、MyJCBにてお手続いた
だけます。
12 13
お知らせメール・MyJCB ➡P.13■■をご覧ください。

※照会のみで変更はできません。

●MyJCBがご利用できない場合は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。

〈窓口にお越しの際にお持ちいただくもの〉
JCB
デビットカード
JCB
Debit

キャッシュ
カード
CASH

or

通帳

￥

お届印

本人確認が
できる書類
免許証

カードの解約

JCBデビットを解約される場合には、
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。

解約したいの
ですが ...

会員規約

会員規約

●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。
当行本支店窓口にお越しください。

7

よくあるご質問

よくあるご質問

●暗証番号をお忘れの場合、MyJCB上で暗証番号照会（下2桁のみ）、
全4桁の暗証番号通知書申請が可能です。

※お取引の状況によっては、
旧氏名と新氏名の両方が確認できる書類（運転免許
証・戸籍謄本等）
が必要な場合がございます。
お手続き

お手続き

※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JCB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JCBデビットのカード番号を登録されている場合は、必ず
お客さまご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。

※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。
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￥

CASH

氏名変更の場合、
カードの再発行が必要
となります。
当行本支店窓口にお越しください。

免許証

＊紛失・盗難以外の場合

3

5

個人番号確認が
できる書類

〈窓口にお越しの際にお持ちいただくもの〉

￥

CASH

JCB
Debit

お届印

通帳

使い方

使い方

〈窓口にお越しの際にお持ちいただくもの〉

キャッシュ
カード

機能とサービス

機能とサービス

2

※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。

〈窓口にお越しの際にお持ちいただくもの〉
JCB
デビットカード
JCB
Debit

キャッシュ
カード
CASH

or

通帳

￥

お届印

本人確認が
できる書類
免許証
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❺ よくあるご質問

A

お店で使うときは
どのように伝えたらよいのか
「JCBカードで」
とお伝えください。

JCB

Q2

A

お支払方法は？
お支払回数は？と聞かれたら

1 回で！

「1回払いで」
と
お伝えください。

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。
くわしくはデビットデスクまで
ご連絡ください。

高額！
SHOP

利用できないお店

it
Deb

カードの破損など

＜二重引き落としとなる例2＞
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2ヵ月程度かかる場合があります。

二重
引き
落とし

Q6 実際の金額と違う金額の引き落としがあった

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デビット
デスクまでご連絡ください。

Q7 利用した覚えがない引き落としがある

A

会員規約

会員規約

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。
デビットデスクへご連絡ください。

二重
引き
落とし

よくあるご質問

よくあるご質問

※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。

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2ヵ月程度かかる場合があります。

お手続き

お手続き

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、利用限度額は会員専用WEBサービス
「MyJCB」
より
確認・変更いただけます。
③利用できない店舗
高速道路料金や機内販 売 、ガソリンスタンドなど一 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/tsukau/debit/jcb/not̲available.pdf

利用限度額オー バ ー

Q5

使い方

使い方

Q3 「このカードは使えません」と言われたのですが…

口座残高不足

取消・返品の旨を、
お取引された加盟店にお伝えください。

＜二重引き落としとなる例1＞

※分割払い、ボーナス払い等は利用
できません。

残高０円！

A

機能とサービス

機能とサービス

※「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。

A
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Q4 取消・返品をしたい

カードが届いたら

カードが届いたら

Q1

通信販売・公共料金のお支払い等にJCB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。
上記お取引にお心当たりがない場合は、デビットデスクまで
ご連絡ください。
28

三菱UFJ-JCBデビット会員規約

お手続き

お手続き

よくあるご質問

よくあるご質問

会員規約

会員規約

第5条（暗証番号）
1．会員は、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、第25条によりカードの再発行が
必要となります。
3．会員は、暗証番号を登録する場合、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。
4．カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、こ
れにより生じた損害については会員の責任になります。
5．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確認し、当該利用者を本人として取り扱っ
たときは、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、両社は一切責任を負いません。ただし、会
員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではあり
ません。

使い方

使い方

第3条（カードの発行と管理）
1．当行は、会員に対し、表面には会員氏名・会員番号・カードの有
効期限等（以下「会員番号等」といいます。）を、裏面にはセキュ
リティコード（サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3
桁の数値をいいます。以下同じ。）を表示した三菱UFJ-JCBデ
ビットカード（以下「カード」といいます。）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。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することな
くカード情報（会員番号等およびセキュリティコードをいいま
す。以下同じ。）によりデビット取引を行うことができますの
で、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、
本条第３項および第４項に基づき、善良なる管理者の注意を
もって、カード情報を管理するものとします。
2．会員は、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会員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
てカードおよびカード情報を利用・管理するものとします。
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

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、カード表面に表示
された年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、新しいカードと会員規約を送付します。この
場合、有効期限が経過したカードは、当行の指示に従って直ち
に当行へ返却するか、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するものとします。
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、退会後または会員資格取
消後においても、本規約を適用するものとします。また、第7条
第5項に定める通信料金等両社所定の継続的役務の代金、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会員番号等を事前に加盟店に
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、退会後または会員
資格取消後においても、本規約を適用するものとします。

機能とサービス

機能とサービス

第2条（適用範囲）
本規約において「デビット取引」とは、JCBと提携した金融機関、
JCB、
JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店契約を締結し
ている国内および国外のJCBカードの取扱加盟店のうち当行が適
当と認めたもの
（以下
「加盟店」
といいます。
）
において、
会員が商品
または権利を購入したり役務の提供を受けること
（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、
JCBクレジットカード取引シ
ステム（J-Debitの決済システムではありません。）を用いて、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
（以下
「決
済口座」といいます。）から引き落とす方法により決済する取引を
いいます。
決済の方法等については、
第9条によるものとします。
なお、
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。

カードが届いたら

カードが届いたら
29

第1条（会員）
1．日本国内にお住まいの個人の方で、本規約を承認のうえ、株式
会社三菱UFJ銀行（以下「当行」といいます。）および株式会社
ジェーシービー（以下「JCB」といい、当行とJCBを併せて「両社」
といいます。）に対して、両社所定の入会申込書等により三菱
UFJ-JCBデビットの利用を申し込み、両社が承認した方を会員
といいます。
2．会員と両社との契約（以下「本契約」といいます。）は、両社が入
会を承認したときに成立します。

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。
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、会
員のカードを無効としたうえで会員に通知し、会員の当該不正
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．カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却され
た場合には、当該カードは廃棄しますので、利用を希望する場
合には、カード再発行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25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。

第6条（付帯サービス等）
1．会員は、本規約に列挙される機能・サービスとは別に、当行、
JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者（以下「サービス
提供会社」といいます。）が提供するカード付帯サービスおよび
30

機能とサービス

機能とサービス

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

会員規約

会員規約

第7条（利用方法）
1．会員は、加盟店において、本条第2項から第5項に定める方法ま
たは両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定め
に従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟
店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店
との間で売買取引等を行うことができます（以下「デビット
ショッピング利用」といいます。）。会員が加盟店においてカー
ドを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつ
き、第9条第1項に基づき、会員が当行に対して決済口座からの
引き落としの指示および弁済委託を行ったものとみなし、当行
は、会員の決済口座から引き落としを行った上で、第9条第7項
所定の方法により、自らまたは第三者を介して、加盟店に対し
て、会員に代わって立替払いを行います。
2．会員は加盟店の店頭（自動精算機の場合を含みます。）におい
て、カードを提示し、加盟店の指示に従って、所定の売上票に
カードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている
端末機に暗証番号を入力すること、または署名と暗証番号の入
力の両方を行うことによりデビットショッピング利用を行う
ことができます。また、売上票への署名または加盟店に設置さ
れている端末機への暗証番号の入力等に代えて、所定の手続き
を行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番
号の入力を省略して、デビットショッピング利用ができること
があります。ただし、JCBカードの取扱加盟店（次項から第5項
の加盟店を含みます。）のうち、両社が定める一部の加盟店で
は、デビットショッピング利用ができません。
3．インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用い
た非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店にお
いては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信また
は通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティ
コードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワー
ドを送信する方法により、デビットショッピング利用を行うこ
とができます。この場合、会員はカードの提示および売上票へ
の署名を省略することができます。
4．両社が特に認めた海外のホテル・レンタカー等の加盟店におけ
る取引については、あらかじめ会員が加盟店との間で合意して
いる場合には、会員は、デビットショッピング利用代金額の一
部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署
名等を行い、残額（署名等を行った後、利用が判明した代金を含

みます。）についてはカードの提示、売上票への署名等を省略す
ることができます。
5．通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号
等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継
続的に受けることができます。
会員は、
加盟店に登録した会員番
号等に変更があった場合、および退会または会員資格取消等に
至った場合、
加盟店に当該変更、
退会または会員資格取消等を申
し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行
またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格取
消等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員はあ
らかじめ承認するものとします。
また、
会員に退会または会員資
格取消等の通知がなされた後であっても、当該加盟店における
カード利用について会員は第4条第3項および第18条第2項に従
い、支払義務を負うものとします。また、会員の預金口座の残高
不足等により、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方
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利用
代金のデビット取引が連続して成立しなかった場合、当行また
はJCBは、会員に対して通知することなく、登録型加盟店に対
し、
会員が登録した会員番号等の登録解除を求め、
当該求めに応
じて登録型加盟店が会員番号等の登録を解除する場合があるこ
とを会員はあらかじめ承認するものとします。
6．会員のデビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利
用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得る
必要があります。
ただし、
利用金額、
購入する商品・権利および提
供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7．デビットショッピング利用のためにカード（カード情報を含み
ます。以下本項において同じ。）が加盟店に提示または通知され
た際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のため
に、当行は以下の対応をとることができます。
（1）当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または
加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合
があります。
（2）当行が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行において会
員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該デビット
ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員
が当行に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当
該加盟店に対して回答する場合があります。
（3）カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判
断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留
または断る場合があります。
（4）デビットショッピング利用の申込者に対して、セキュリ
ティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパス
ワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリ
ティコードを誤って入力した場合、会員によるカードの利
用を一定期間制限することがあります。
8．当行は、第11条に定める会員の当行に対する債務が当行の指
定する日に支払われなかった場合、その他会員の当行に対する
一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場
合、会員の信用状況等により会員のデビットショッピング利用
が適当でないと判断した場合等には、デビットショッピング利
用を断ることがあります。
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特典（以下「付帯サービス」といいます。）を当行、JCBまたは
サービス提供会社所定の方法により利用することができます。
会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当
行が書面その他の方法により通知または公表します。
2．会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそ
れに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの
利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員の
カード利用が適当でないと合理的に判断した場合は、付帯サー
ビスを利用できないことがあります。
3．当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、
当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその
内容を変更することがあります。
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第9条（決済方法）
1．会員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、前項における取引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、遅滞なく売買取引等
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」といい、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は、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、前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について、本条第７項所定の方法による
立替払いを行います。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11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、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」といい、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。）、その後に本
条第７項所定の方法による立替払いを行います。ただし、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11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
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、その後に次項所定の方法による立替払いを行いますが、
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第8条（利用限度額）
会員は、
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。
）
を超え
てデビット取引を行うことはできません。
ただし、
第11条第1項か
ら第3項に該当する場合は除きます。
海外現地通貨引き出しサービス（第10条第7項に定めるものをい
います。）の利用に関しては、総合口座取引規定に基づく当座貸越
を利用した引出しはできません。
また、1回、1日、1ヵ月あたりの利用限度額は当行所定の金額とし
ますが、会員は当行所定の金額の範囲内で当行所定の方法により
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ヵ月は日本標準時の16日の午前0時に始
まり翌月の16日の午前0時に終わる1ヵ月とします。
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9．会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入ま
たは役務の提供などにカードを利用すること（以下「現金化」と
いいます。）はできません。なお、現金化には以下の方式等があ
りますが、現金を取得することを目的とするデビットショッピ
ング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象
となります。
（1）商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額
以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金
または現金に類似するものの交付を受ける方式
（2）商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支
払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入
した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
（3）現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等を
カードを利用して購入する方式
10．貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金
類似物・現金等価物（疑似通貨、回数券等を含みますが、これら
に限りません。）、パソコン等の一部の商品の購入および電子
マネーの入金等については、次条に定める金額の範囲内で
あったとしても、会員のデビットショッピング利用が制限さ
れ、カードを利用できない場合があります。
11．会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、デビット
ショッピングを利用することができません。なお、当行が別途
公表する日または時間帯は、日本時間となります。
12．当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商
品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加
盟店網を会員に対して提供しているものです。会員は、加盟店
において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあ
たっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結
するものとします。
13．会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役
務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、
当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
14．当行が会員と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する
場合、および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、会員はこれに協力するものとします。
15．会員は、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。両社は、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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第10条（海外利用代金の決済レート等）
1．会員が国外でカードを利用した場合等の会員の外貨建債務に
ついては、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に
前条にかかる代金等の支払処理を行った時点（会員がカードを
利用した日とは原則として異なります。）の当行が定める換算
レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、会員
は当行に対する債務を負担するものとします。
2．当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める
換算レートに従って換算された金額をもって暫定支払手続き
を行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売
買取引等債務相当額をもって、前条第３項の規定に基づく処理
を行います。また、当行は、利用情報がJCBに到着せず、暫定支
払手続きが行われないまま売上確定情報のみが到達した場合、
当該売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債
務相当額をもって、前条第4項の規定に基づく処理を行います。
3．会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社
が加盟店等に前条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟
店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が会
員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店
等との間で前条にかかる手続きの解除を行った時点（会員が加
盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異な

ることがあります。）の当行が定める換算レートおよび換算方
法により、円換算した円貨によるものとします。
4．会員が国外で付加価値税（VAT）返金制度を利用した場合にお
いて、当行が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法
は、JCBの関係会社が付加価値税（VAT）返金制度取扱免税会社
との間で当該返金にかかる手続きを行った時点（会員が付加価
値税（VAT）返金制度を利用した日またはカードを利用した日
とは異なります。）の当行が定める換算レートおよび換算方法
により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条
第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選
択した場合であっても、当行が本項に基づき会員へ返金を行う
金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した
金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用
代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
5．本条第1項から第4項の当行が定める換算レートは、原則とし
て、JCB指定金融機関等が指定した基準レート（JCBが別途公表
します。）に当行が指定した料率（当行が別途公表します。）を加
算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店に
おけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異
なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算
方法により円換算することがあります。
6．会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店
において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほか
に、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代え
て、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受け
て、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し
た場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額
がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、本
条第1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加
盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示
する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟
店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは
異なります。
（但し、本条第4項に基づく返金時のみ、本条第5項
は適用されます。）
7．会員は、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで現地通
貨等の引き出し（以下「海外現地通貨引き出しサービス」といい
ます。）を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当
行所定の金融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・
ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があ
り、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等に
より、利用できない時間帯があります。
8．前項の場合、当行は、会員がCD・ATMから引き出した現地通貨
を円換算した金額に金融機関利用料を加算し、決済口座から引
き落とします。また、この場合、本条第１項から第6項の規定が
準用されます。
9．会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、海外現地通貨
引き出しサービスを利用することができません。なお、当行が
別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
10．海外現地通貨引き出しサービスの利用のために、カードを利
用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報
の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下
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その方法は本条第4項に準じて行うものとします。
7．会員は、第7条第1項および本条第1項の定めのとおり、加盟店
においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託
を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基
づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以
下の方法をとることについて、あらかじめ異議なく承諾するも
のとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認め
た第三者を経由する場合があります。
（1）JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対
して立替払いすること。
（2）JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当
行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
（3）JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB
が当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行が
JCBに対して立替払いすること。
8．商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対
して支払いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング
利用代金の全額を当行が決済口座から引き落とすまで当行に
留保されることを、会員は承認するものとします。
9．本条第7項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払い
を代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社ま
たはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる
場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについ
て、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
10．会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、本条
第7項または前項における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関
係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該
デビットショッピング利用金額を本条または第11条に定める
とおり当行に支払うものとします。
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第13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11条により会員に対する立替金が発生し会員が第
11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
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使い方

第12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11条（預金口座の残高不足等による取引の決済不能等）
1．JCBクレジ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について、第９条第７項所定の方法
により立替払いを行います。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（以下「追加引落額」といいます。）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、追
加引落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について、第9条第7項所定の
方法による立替払いを行います（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9条第4項および第6項ただし書きならびに前条第2項後段に
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について、
第9条第7項所定の方法による立替払いを行います。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およ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。

するおそれがある場合、その他当行が合理的な理由に基づき必
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）カード利用の停止
（2）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．会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が合理
的な理由に基づき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を会員に通知し、会員は当行の指示に
従って直ちにカードを当行へ返却するか、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（第27条で定めるものをいう。次号にお
いて同じ。）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。
（3）本規約の条項のいずれかに違反した場合において、当行が
違反の解消を催告した後相当期間を経過しても、なお違反
が解消されないとき。
（4）本規約に基づく手数料等の支払がなされない場合におい
て、当行が未払いの解消を催告した後相当期間を経過して
も、なお未払いが解消されないとき。
（5）第11条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済
を怠った場合において、当行が未払いの解消を催告した後
相当期間が経過しても、なお未払いが解消されないとき。
（6）支払の停止または破産・民事再生手続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を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カードを当行へ返
却するか、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ます。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。
（3）会員によるカードの利用状況が適当でないと両社が合理的
な理由に基づき判断した場合。
（4）当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経
過した場合。
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の対応をとることができます。
（1）当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の
利用であることを確認する場合があります。
（2）カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判
断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留
または断る場合があります。
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第17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おいて、
当該会員が当行に対して預金債権その他の債権を有するときは、
当該預金等を解約できるものとし、当該預金等の返還債務と当行
の会員に対する債権とを相殺することができるものとします。

お手続き

お手続き

第16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。

使い方

使い方

第15条（業務委託）
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBまたは当行が
認める第三者に業務委託することをあらかじめ承認するものとし
ます。

第19条（個人情報の収集、保有、利用、預託）
1．会員および三菱UFJ-JCBデビットの利用申込者（以下併せて
「会員等」といいます。）は、両社が会員等の個人情報につき必要
な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意
します。
（1）本契約（本申し込みを含みます。以下同じ。）を含む当行もし
くはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の
管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収
集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセー
ジサービスの送信先番号を兼ねる）、勤務先、職業、Eメー
ルアドレス等、会員等が入会申込時および第27条等に基
づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等と両社との契
約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容
およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入
会後の管理において両社が知り得た事項。
④当行またはJCBが収集したデビットカードの利用・支払
履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確
認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した本人
確認書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票
等公的機関が発行する書類の記載事項（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、①②③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。）。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を
用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等
に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送
付先住所および請求先住所等の取引情報（以下「オンライ
ン取引情報」という。）。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を
用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に
使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端
末等の機器に関する情報（OSの種類・言語、IPアドレス、
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第14条（反社会的勢力との取引拒絶、排除）
1．三菱UFJ-JCBデビットは、次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、次項各号の一にでも該当する場合に
は、当行は利用のお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。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を会員に通知
し、会員は当行の指示に従って直ちに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

第18条（退会等）
1．会員は、両社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カードを当行
へ返却するか、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。
2．退会または会員資格取消の場合、会員は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ものと
し、退会または会員資格取消後に当該加盟店において通信料金
等の各種代金債務が発生した場合には、本規約に基づきこれを
支払いいただくものとします。
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（5）会員が、自らまたは第三者を利用して不当な要求行為等を
行った場合。
4．両社は、本条第1項、本条第2項各号、および前項各号に該当し
ない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそ
れがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的
な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることがで
きるものとします。
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カード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホーム
ページにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/）
なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責
任を有する者はJCBとなります。
3．会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締
結した提携会社（以下「共同利用会社」といいます。）が、共同利
用会社のサービス提供等のため、本条第1項(1)①②③の個人情
報を共同利用することに同意します。
（共同利用会社および利
用目的は本規約末尾に記載のとおりです。）なお、本項に基づく
共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は
JCBとなります。

お手続き

お手続き

よくあるご質問

よくあるご質問
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第22条（契約不成立時および退会後の個人情報の利用）
1．両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実
は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第19条に定める
目的（ただし、同条第1項(2)③に定める市場調査を目的とした
アンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める
当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除きます。）に基づき
一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありま
せん。
2．退会または会員資格取消後も、第19条に定める目的（ただし、
同条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用
の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまた
は加盟店等の営業案内等を除きます。）および開示請求等に必
要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を
保有し、利用します。

使い方

使い方

第21条（個人情報の取り扱いに関する不同意）
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しな
い場合、または本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾
できない場合は、
入会を断ることや、
退会の手続きをとることがあ
ります。ただし、第19条第1項(2)③に定める市場調査を目的とし
たアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当
行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出が
あっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありませ
ん（本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡す
るものとします。
）
。
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第20条（個人情報の開示、訂正、削除）
1．会員等は、当行、JCBおよびJCBクレジットカード取引システム
に参加するJCBの提携会社、ならびに共同利用会社に対して、
当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示す
るよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡
するものとします。
（1）当行に対する開示請求：本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
（2）JCBまたはJCBクレジットカード取引システムに参加する
JCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求：本
規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
2．万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合
には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
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位置情報、端末識別番号等）
（ 以下「デバイス情報」とい
う。）。
（2）以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用する
こと。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的とした
アンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定
める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た
場合、両社は遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を中止
するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載
の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行の預金事業、貸付事業、JCBのクレジットカード事
業、およびその他の当行もしくはJCBまたは両社の事業
（当行またはJCBの定款記載の事業をいいます。）におけ
る取引上の判断（会員等による加盟店申込み審査および
会員等の親族との取引上の判断を含みます。）。
③当行もしくはJCBまたは両社事業における新商品、新機
能、新サービス等の開発および市場調査。
④当行もしくはJCBまたは両社事業における宣伝物の送付
または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、
当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および、当行、
JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関す
る勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会そ
の他の各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出
を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
（3）本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する
場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥
⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
（4）割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用
の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオ
ンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンラ
イン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個
人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結
果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用
である可能性が相対的に高いと判断された取引について
は、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認
手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング
利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務の
ために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営
する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った
分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオン
ライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できな
いような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事
業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向
けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を
使用します。詳細については、JCBのホームページ内の
J/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2．会員等は、当行、JCBおよびJCBクレジットカード取引システム
に参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、
その他自己との取引上の判断のため、本条第1項(1)①②③④の
個人情報を共同利用することに同意します。
（ JCBクレジット

第23条（明細）
会員は、別途、両社の定める「My JCB利用者規定」および同規定に
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第25条（カードの再発行）
1．当行は、会員がカード等の紛失・盗難等、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
ドは当行の指示に従って直ちに当行へ返却するか、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。

お手続き

お手続き

よくあるご質問

よくあるご質問

会員規約

会員規約

第27条（届出事項の変更）
1．会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・勤務先・Eメールア
ドレス・暗証番号等（以下「届出事項」といいます。）に変更の
あった場合は、直ちに両社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．前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、そ
れぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情
報により、
届出事項に変更があると合理的に判断したときは、
当
該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱う
ことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議
を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更
の有無の確認を求めた場合には、
これに従うものとします。
3．本条第1項の変更手続きがないために、両社が会員に対して届
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。

使い方

使い方

第26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
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消滅しませ
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責
任を負わないものとします。
2．前項のほか、両社が、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、両社の責
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、かつ、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。
3．前二項の規定は、両社が故意または重大な過失に基づき債務不
履行を起こした場合には、適用されません。

機能とサービス

機能とサービス

第24条（カード・カード情報の紛失・盗難（盗用）
・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・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。
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・盗難等が客観的に推測される事実として当行が認めるもの
が確認でき、かつ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からさかのぼって60日前以降、当行は、当
行所定の方法により、発生した損害について、当行所定の限度
（額）の範囲内まで補てんします。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）会員の故意または重過失に起因する場合。
（2）会員の家族、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、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、地震等による著しい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
した書類に不実の表示をした場合、あるいは被害調査の協
力をしない場合。
（8）カード裏面に会員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（ただし、第5条第5項ただし書きの場
合を除きます。）。
3．会員がカード等の紛失・盗難等により他人にカードもしくは
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。

カードが届いたら

カードが届いたら
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付帯する
「My Jチェック利用者規定」
「My JCBアプリ利用者規定」
その他の規定を承認することにより、WEBサイト上で、デビット
取引の利用履歴を閲覧することができます（なお「My JCBアプリ
利用者規定」において「JCBの提携するカード発行会社」とは当行
を指します。）。会員は、WEBサイト上で利用履歴を閲覧できるか
否かにかかわらず、両社が会員のデビット取引に関する利用明細
書を発行しないことを、
あらかじめ承認するものとします。
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第30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両
社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。

三菱UFJ-JCBデビット関連規定
■ My JCB利用者規定

第2条（利用登録等）
1．利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、両社
所定の会員については利用登録できないものとします。
2．本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両
社所定の方法により、貸与を受けた三菱UFJ-JCBデビットカー
ド（以下、第5条第5項及び第5条の2を除き、
「カード」という）に

会員規約

会員規約

第1条（定義）
1．
「会員」とは、株式会社三菱UFJ銀行（以下「当行」という）および
株式会社ジェーシービー（以下「JCB」といい、当行とJCBを併せ
て「両社」という）に対して三菱UFJ-JCBデビットの利用を申し
込み、両社から承認を受けた者をいいます。
2．
「My JCBサービス」
（以下「本サービス」という）とは、両社が、両
社所定のWebサイト（以下「本Webサイト」という）において提
供する第4条の内容のサービスをいいます。
3．
「利用登録」とは、会員が、両社に対して、本サービスの利用を申
込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場
合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4．
「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込
み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5．
「登録情報」とは、利用者が利用登録等の際に両社に届け出たE
メールアドレス、秘密の合い言葉（第2条第6項に定めるものを
いう）その他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
6．
「 認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合い言葉およびワン
タイムパスワード（第5条第4項に定めるものをいう）の総称を
いいます。
7．
「シングルサインオン」とは、三菱UFJダイレクト利用規定に定
めるインターネットバンキングへログイン後、これらの画面を
経由して本サービスにログインできるサービスをいいます。

よくあるご質問

よくあるご質問

○株式会社三菱UFJ銀行 三菱UFJ銀行デビットデスク
〒100-8388 東京都千代田区丸の内2-7-1
電話番号:0570-070-735 （受付時間）
9：00〜17：00
（12月31日〜1月3日休業）

○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート
利用目的：保険サービス等の提供

お手続き

お手続き

（相談窓口）
本規約についてのお申出、お問合せ、ご相談、個人情報の開示・訂
正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せ、
ご相談については
下記にご連絡ください。

○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサー
ビス等の提供

使い方

使い方

第31条（本規約に定めのない事項、他の規定等との関係）
本規約に定めのない事項について、
やむを得ない場合に、
両社の他
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うこ
とがあります。
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将
来本規約を改定し
（本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定め
ることを含みます。）、または本規約に付随する規定もしくは特約
等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力
が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定に
つき通知します。
ただし、
当該改定が専ら会員の利益となるもので
ある場合、
または会員への影響が軽微であると認められる場合、
そ
の他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみと
する場合があります。
なお、
本規約と明示的に相違する規定または
特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとしま
す。
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項
に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指
すものとします（改正により法令の名称、条文番号等に変更が
あった場合には、合理的に読み替えるものとします。）。
2020年7月1日現在

〈共同利用会社および利用目的〉
本規約に定める共同利用会社および利用目的は以下のとおりで
す。

機能とサービス

機能とサービス

第29条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定
の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する
各種取扱手数料、
本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税
その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した
費用を負担するものとします。

○株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
電話番号:0120-668-500 （受付時間）
9：00〜17：00 月〜金
（土・日・祝・年末年始休業）
カードが届いたら

カードが届いたら
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第28条（サービス内容および本規約の変更等）
1．サービス内容は両社の都合により、事前の通知なく変更するこ
とがあります。
2．本規約は、両社の都合で変更され、両社がその内容を書面その
他の方法により通知した後に会員がカードを利用した場合、当
該改定内容を承認したものとみなし、以降は変更後の規約に従
うものとします。
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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

会員規約

会員規約

第4条（本サービスの内容等）
1．両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。
ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制
限のある場合があります。
（1）当行が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照
会・交換、③利用限度額の設定変更、④メール配信、⑤その他
のサービス
（2）JCBの提供する、①メール配信、②My JCB優待、③その他の
サービス
（3）両社の提供する、①J/Secure(TM)、②属性照会・変更、③
キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、④その他のサー
ビス
（4）その他両社所定のサービス
2．両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更
することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対
し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知
します。
3．当行は、第1項(1)④メール配信サービスの一部として、次の各
号の場合に第11条に基づきEメールにて通知を行うものとし
ます。
①カードによるデビットショッピング（国外での利用も含む）
の利用または海外現地通貨引出しサービスの利用があり、三

第5条（本サービスの利用方法）
1．利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける
「ご案内」、
「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定め
る規約等（以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規
定等」という）を遵守するものとします。
2．利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力
し（以下「ログイン」という）、本規定等に従うことにより、本
サービスを利用することができるものとします。
3．前項にかかわらず、両社は、IDおよびパスワードの入力に加え
て、利用者が事前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利
用者に求める場合があります。この場合、利用者は、IDおよびパ
スワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、または次項
に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力することで、
本サービスを利用することができるものとします。
4．前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択す
る場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、
臨時のパスワード（以下「ワンタイムパスワード」という）を送
信します。なお、両社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイム
パスワードの発行が求められた場合、当該IDの利用は一時的に
停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改め
て利用登録をする必要があります。
5．両社は、
入力されたIDとパスワードの一致を確認することによ
り、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第5条の2に基
づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、お
まとめ対象IDのいずれか1つおよびそれに対応するパスワー
ドの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象IDに係
るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。

機能とサービス
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第3条（届出情報）
1.利用者は、利用者が日常的にメール受信を確認することが可能
なEメールアドレスを、両社に対して届け出なければならず、利
用登録がなされている期間、両社、JCBまたはカード発行会社
から送信されるEメールを速やかに受信し確認することが可能
な状態を維持しなければならないものとします。
2.利用者は、両社に届け出たEメールアドレスを変更する場合、直
ちに両社所定の届出を行うものとします。

菱UFJ-JCBデビット会員規約に定める暫定引落額、確定引落
額または追加引落額が決済口座から引き落とされた場合
②カードによりデビットショッピング（国外での利用も含む）
の利用または海外現地通貨引出しサービスの利用がされよ
うとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかっ
た場合であって、その理由が当行所定の理由に該当する場合
③三菱UFJ-JCBデビット会員規約第11条第1項から第3項所定
の場合に、当行から会員への連絡を行う場合
4．会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届
け出たEメールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしな
ければなりません。
5．当行は、会員が両社に届け出たEメールアドレス宛へのEメー
ルの送信手続きの完了をもって第3項に定める通知を行ったも
のとします。
6．会員が第4項に定める義務を怠ったことにより、会員に対して
損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないものとし
ます。
7．第3項に定める通知は、会員が通知の中止を両社に届け出た場
合、行われません。
8．第3項に定める通知は、第14条第1項に該当する場合、遅延、一
時停止または中止することがあります。

カードが届いたら
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表示された会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出
事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとし
ます。
3．本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM)利用者規定に
同意するものとします。なお、J/Secure(TM)利用者規定にお
いて「JCBの提携するカード発行会社」とは当行を指します。
4．両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービ
スの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みが
あったカードごとに、同人を特定する番号（以下「ID」という）を
発行します。
5．IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受
けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
6．利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその
答え（以下、併せて「秘密の合い言葉」という）を登録する必要が
あります。
7．利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードに
ついて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワード
は効力を失うものとします。
8．利用者は、本サービスの利用について、任意の中止はできない
ものとします。

第5条の2（おまとめログイン設定）
1．同一の利用者が当行、JCB、両社もしくはJCBの提携するカード
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よくあるご質問

よくあるご質問

会員規約

会員規約

第8条（利用者の禁止事項）
利用者は、
本サービスの利用にあたって、
以下の行為を行ってはな
らないものとします。
（1）自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
（2）他人の認証情報を使用する行為
（3）本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承
継させる行為
（4）コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本Webサイ
トを通じて、または本サービスに関連して使用または提供す
る行為
（5）当行またはJCBの権利を侵害する行為、および侵害するおそ
れのある行為
（6）法令または公序良俗に反する行為

お手続き

お手続き

第7条（利用者の管理責任）
1．利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店への
情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識
し、厳重にその管理を行うものとします。
2．利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良な
る管理者の注意をもって管理するものとします。
3．自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社
の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わな
いものとします。
4．利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対
して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないも
のとします。

使い方

使い方

第6条（特定加盟店への情報提供サービス）
1．JCBブランドの一部の加盟店（以下「特定加盟店」という）にお
いて、本サービスのIDおよびパスワードを入力することによ
り、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情
報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会
員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供
されることに、同意するものとします。
2．両社は特定加盟店サービスに第1項で定める情報を提供するの
みであり、利用者は、特定加盟店のWebサイト等において、自ら
特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直
接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービス
の内容について一切責任を負わないものとします。

機能とサービス

機能とサービス

第5条の3（シングルサインオン）
1．三菱UFJダイレクト利用規定に定めるインターネットバンキ
ングへログイン後、これらの画面を経由して第2条に基づき本
サービスの利用登録が完了した場合、これらの画面を経由して
本サービスにログイン（シングルサインオン）できるものとし

ます。
2．前項の手続きによらず、第2条に基づき本サービスの利用登録
が完了した場合、利用者は、三菱UFJダイレクト利用規定に定
めるインターネットバンキングの画面を経由することなく、本
サービスに直接ログイン（以下「直接ログイン」という）するこ
ともできます。
3．第1項に基づきシングルサインオンの利用登録が完了した場
合、利用者は、シングルサインオンと直接ログインの両方の手
段で本サービスを利用できるものとします。

カードが届いたら

カードが届いたら
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発行会社が発行するJCBブランドのカード、またはJCB所定の
カード（前条第5項及び本条において「カード」と総称する。）か
ら複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにIDの発行を受
けている場合に、JCB所定の方法でそれら複数のIDを相互に紐
付ける設定（以下「おまとめログイン設定」という）をすること
ができます（おまとめログイン設定によって相互に紐付けられ
たIDを「おまとめ対象ID」という）。おまとめログイン設定後
は、以下の機能が適用されます。
（1）おまとめ対象IDのいずれか1つでログインすることによ
り、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについては
ログインすることなく、本サービスを利用することができ
るものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断
した場合はこの限りではありません。
（2）利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードにつ
いて、次の情報（自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤
務先住所・勤務先電話番号・通学先・会員の収入・生計を同一
とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等）
の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのお
まとめ対象IDに係るカードについて当該属性情報が一括
して変更されます。
（これらの情報の一括変更機能の対象外
となるカードがあります。
対象外となるカードについては、
【https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html】
に公表します。）
（3）利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードにつ
いて、Eメールアドレスおよびメール配信の希望有無に関
する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対
象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択す
ることができます。
2．おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって
異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの
範囲は、
【https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html】
に公表します。
なお、家族カードはおまとめログイン設定することができませ
ん。
3．会員区分の変更（一般カードからゴールドカードへの変更また
はその逆の変更等をいう）があった場合、当該変更前のカード
の本サービスの利用登録により発行されていたIDは、自動的に
変更後のカードのIDとして引き継がれ、変更前のカードには自
動的に新規のIDとパスワードが発行されます。このとき、変更
後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新
規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。
4．おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方
法で解除をするものとします。

第9条（知的財産権等）
本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係
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る著作権、商標権その他の知的財産権等は、すべて当行、JCBその
他の権利者に帰属するものであり、利用者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てはならないものとし
ます。

よくあるご質問

よくあるご質問

会員規約

会員規約
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お手続き

お手続き

第13条（免責）

第16条（準拠法）
本規定の効力、
履行および解釈に関しては、
すべて日本法が適用さ
れるものとします。

使い方

使い方

第12条（個人情報の取扱い）
1．利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービス
の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を
行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するもの
とします。
（1）宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
（2）業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
（3）市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用
すること
（4）統計資料などに加工して利用すること（なお、個人が識別で
きない情報に加工されます。）
2．両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必
要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。

第15条（本規定の改定）
1．両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することな
く、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、
当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則としてEメー
ルを送信する方法により、利用者に対して当該改定につき通知
します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものであ
る場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場
合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、
公表のみとする場合があります。
2．前項にかかわらず、利用者が第3条の義務を遵守していない場
合、両社は、前項但書の場合に該当するか否かにかかわらず、本
規定の改定を、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、本
Webサイトに掲載する方法により周知することで足りるもの
とします。

機能とサービス

機能とサービス

第11条（利用者に対する通知）
1．両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する
通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届
出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除くEメー
ルによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものと
します。
2．両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を
行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生し
た場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は
一切責任を負わないものとします。
3．利用者は第3条に基づき届け出たEメールアドレス宛にEメー
ルが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利
用者が第3条第1項および第2項に定める義務を遵守しなかっ
たために、JCBまたはカード発行会社から利用者への通知が到
着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着す
べきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを
得ない事情があり、第3条第2項に基づく変更届出が遅延した場
合はこの限りではないものとします。

第14条（本サービスの一時停止・中止）
1．両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生
する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知するこ
となく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置
を取ることができるものとします。
2．両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセ
キュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本
サービスの全部または一部の提供を停止することができるも
のとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホー
ムページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的
な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊
急を要する場合においては、事前の公表および通知をすること
なく、本サービスの提供を停止します。
3．両社は、第1項または第2項に基づく本サービスの停止に起因
して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものと
します。

カードが届いたら

カードが届いたら

第10条（利用登録抹消）
両社は、
利用者が次のいずれかに該当する場合、
何らの催告または
通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無
効とすることができるものとし、
また、
当該利用者の本サービスの
利用を制限することができるものとします。
（1）三菱UFJ-JCBデビットを退会した場合または会員資格を取り
消された場合
（2）本規定のいずれかに違反した場合
（3）利用登録時に虚偽の申告をした場合
（4）本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務
の履行を行わなかった場合
（5）同IDで連続してログインエラーとなった場合
（6）その他両社が利用者として不適当と判断した場合

1．両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技
術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理
的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとします
が、両社はその完全性を保証するものではありません。
2．両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サー
ビスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負
わないものとします。
3．両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生
じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については
責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測
し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わ
ないものとします。

第17条（合意管轄）
本サービスの利用に関する紛争について、会員と当行またはJCB
との間で訴訟が生じた場合、
会員の住所地または当行
（会員と当行
との間の訴訟の場合）もしくはJCB（会員とJCBとの間の訴訟の場
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合）の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地
方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

■ My Jチェック利用者規定

第4条（利用の申請）
本サービスの利用を希望する者は、
本規定を承認のうえ、
両社が公
表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとす
る。

■ J/Secure(TM)利用者規定

会員規約

会員規約

第1条（定義）
1.「J/Secure(TM)」とは、株式会社ジェーシービー（以下「JCB」と
いう。）、およびJCBの提携するカード発行会社（以下、併せて
「両社」という。）が提供する第3条の内容のサービスをいいま
す。
2.「J/Secure(TM)利用登録」とは、会員がMy JCB利用者規定第1
条および第2条に基づきMy JCBへの新規登録時またはログイ
ン時に、併せて本規定に同意することにより、両社が当該会員
をJ/Secure(TM)利用者として登録することをいいます。ただ
し、一部のJCBの提携するカード発行会社の会員については、
この限りではありません。
3.「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了
し、両社からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいま
す。
4.「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/Secure

よくあるご質問

よくあるご質問

第5条（ご利用代金の明細等の通知）
1．両社が本サービスの利用を承認した利用者（以下「My Jチェッ
ク利用者」という）は、
「My JCB」での閲覧およびダウンロード
により明細を確認できるものとする。ダウンロードできるソフ
トウェアの種類はAdobe Reader6.0以上とする。
2．My Jチェック利用者は、
「My JCB」によってご利用代金明細を
確認するものとする。ただし、通信上のトラブル・インターネッ
ト環境などにより、
「My JCB」による確認ができない場合、My
Jチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認する
ことができる。
3．JCBは、My Jチェック利用者のご利用代金の明細が確定された
旨の通知（以下「確定通知」という）を、My Jチェック利用者が申
請したEメールアドレス宛に毎月送信するものとする。ただし、
次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものと
する。
（1）確定通知が正しく受信されないことがあった場合

第8条（本規定の優越）
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあら
ゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先され
るものとする。

お手続き

お手続き

第3条（対象会員）
1．本サービスを利用することができる者は、両社が定めるものと
する。
2．My JCB利用登録者を対象とする。

第7条（本規定の改定）
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将
来本規定を改定することができるものとする。この場合、両社は、
当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対
して当該改定につき通知する。
ただし、
当該改定が専ら会員の利益
となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認め
られる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合に
は、
公表のみとする場合がある。

使い方

使い方

第2条（定義）
「My Jチェック」
（以下「本サービス」という）とは、利用者が、カー
ド発行会社から、カード発行会社所定のご利用代金明細書（以下
「ご利用代金明細書」という）の送付を受けている場合において、
JCBおよびカード発行会社（以下併せて「両社」
という）
の定める会
員規約の規定にかかわらず、
一定の条件を満たす場合において、
所
定のご利用代金明細書
（以下
「ご利用代金明細書」
という）
の送付を
受けないようにするものである。

第6条（終了・中止・変更）
1．両社は、通知ならびに公表のうえ、本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する。
2．本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあ
る。

機能とサービス

機能とサービス

第1条（目的）
本規定は、株式会社三菱UFJ銀行（以下「当行」という）および株式
会社ジェーシービー（以下「JCB」といい、当行とJCBを併せて「両
社」という）が提供するサービス「My JCB」
（ 以下「My JCB」とい
う）の利用登録（以下「利用登録」という）を受けた会員（以下「利用
者」
という）
が第2条に定める
「My Jチェック」
を利用する場合の条
件等を定めるものである。

カードが届いたら

カードが届いたら
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第18条（本規定の優越）
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあら
ゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先され
るものとします。

（2）本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行っ
た場合
（3）その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
（4）確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決
済がない場合
4．JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とする。た
だし、My Jチェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわ
らず、
「My JCB」によるご利用代金明細の確認を行うことがで
きるものとする。
5．My Jチェック利用者は、
「My JCB」において申請したEメール
アドレスは常に受信可能な状態にすることとする。確定通知を
受信できないことにより、My Jチェック利用者または第三者に
対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものと
する。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限る。
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お手続き

お手続き

よくあるご質問

よくあるご質問

会員規約

会員規約

第4条（J/Secure(TM)の利用方法等）
1.J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイト等において、カードを利
用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラ
インで行うに際し、両社がパスワードの入力を要求した場合、
両社の指示に基づき、次項のパスワードを入力しなければなら
ないものとします。

使い方

使い方

第3条（J/Secure(TM)の内容等）
1.両社の提供するJ/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとお
りとします。
(1)J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の
購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付け
るに際し、両社がJ/Secure(TM)利用者に対して認証手続
を行うサービス
(2)前号に付随するその他サービス
2.両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、
J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止すること
ができます。この場合、両社は、Eメール、WEBサイトその他の
方法で、J/Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。

第5条（J/Secure(TM)利用者の管理責任）
1.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者には、J/Secureワ
ンタイムパスワード(TM)利用者規定第6条（J/Secureワンタ
イムパスワード(TM)利用者の管理責任）が適用されるものと
し、本条は適用されません。
2.J/Secure(TM)利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM)
において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理
を行うものとします。
3.J/Secure(TM)利用者がパスワードを盗用された場合、
J/Secure(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記
載のカード発行会社へ届け出るとともに、被害状況およびパス
ワ ー ド の 管 理 状 況・使 用 状 況 の 調 査 に 協 力 す る も の と し 、
J/Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免
除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの
利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1)J/Secure(TM)利用者が第三者に自己のパスワードを使用
させ、または第三者に自己のパスワードを開示もしくは漏
洩するなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパス
ワードを使用し管理していない場合
(2)故意・過失にかかわらずJ/Secure(TM)利用者本人および
その家族、親族、同居人などJ/Secure(TM)利用者の関係者
による利用である場合
(3)カード発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理
状況・使用状況の調査に協力しない場合
(4)前号の調査における、J/Secure(TM)利用者のカード発行
会社に対する報告内容が虚偽である場合
(5)カード発行会社が郵送またはインターネットで「カードご
利用代金明細」を通知後、60日以内に、自己のパスワードの
紛失、盗難の事実がカード発行会社へ届けられなかった場
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第2条（J/Secure(TM)利用登録等）
1.J/Secure(TM)利用登録は、My JCBへの新規登録時またはログ
イン時に表示されるJ/Secure(TM)利用者規定への同意を
もって完了とします。ただし、一部のカード発行会社の会員に
ついては、この限りではありません。
2.一部の提携カード発行会社の会員におけるJ/Secure(TM)利用
登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部のJCBの提携カー
ド発行会社所定の方法により申請し、当該カード発行会社の承
認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了と
します。
3.J/Secure(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。同
一のカードについて再度J/Secure(TM)利用登録を行った場
合、従前のJ/Secure(TM)利用登録は効力を失うものとしま
す。
4.J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することによ
り、J/Secure(TM)利用登録を解除することができるものとし
ます。

2.J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)において使用するパス
ワードは、My JCBサービスのパスワードと同一のパスワード
とします。ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用
者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定の定め
に従い、J/Secure(TM)を利用の都度発行され、1回限り利用で
きるワンタイムパスワード（J/Secureワンタイムパスワード
(TM)利用者規定において「J/Secureワンタイムパスワード
(TM)」と定義されるものをいう。）を使用するものとします。
（以下、My JCBサービスのパスワードとワンタイムパスワード
を併せて、
「パスワード」という。）
3.両社は、第1項に基づき入力されたパスワードと予め登録され
たMy JCBサービスのパスワード（ただし、J/Secureワンタイム
パスワード(TM)利用者の場合はワンタイムパスワード）が一
致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者かつ会員と
推定して扱います。
4.両社は、前項の認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知し
ます。
5.J/Secure(TM)利用者は、本規定のほか、My JCB利用者規定、そ
の他の注記事項および別途定める規約等（以下、本規定、注記事
項および規約を総称して「本規定等」という。）を遵守するもの
とします。
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(TM)利用者のうち、両社所定の「J/Secureワンタイムパス
ワード(TM)利用者規定」を承認のうえ、両社所定の方法で
J/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用を申し込み、両社
が承認した者をいいます。
5.「J/Secure(TM)登録情報」とは、J/Secure(TM)利用者が
J/Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
6.「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社所定の会員規約におけ
る加盟店（以下「加盟店」という。）のうち、当該加盟店の運営す
るWEBサイト等（以下「加盟店サイト等」という。）において両
社が定めるJ/Secure(TM)の標識および両社所定の内容を表
示し、J/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購
入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに
際し、両社所定の認証方式による認証手続（以下「認証手続」と
いう。）に対応した加盟店をいいます。
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第9条（個人情報の取扱い）
1.J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関す
る情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下
の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用するこ
と
(2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
(3)統計資料などに加工して利用すること（なお、個人が識別で
きない情報に加工されます。）

第11条（J/Secure(TM)の一時停止・中止）
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生
するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure(TM)利
用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部ま
たは一部の提供を停止する措置をとることができるものとし
ます。
2.両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセ
キ ュ リ テ ィ の 維 持 に 必 要 な 対 応 を 行 う た め 、必 要 な 期 間 、
J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することがで
きるものとします。この場合、両社はJ/Secure(TM)利用者に
対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通
知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システ
ムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の
公表および通知をすることなく、J/Secure(TM)のサービスの
提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づくJ/Secure(TM)のサービス
の停止に起因してJ/Secure(TM)利用者に生じた損害につい
て、一切責任を負わないものとします。

お手続き

お手続き

第8条（利用登録抹消）
両社は、
J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、
何
らかの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消す
ることができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)の
サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場
合
(2)My JCBの利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合
(4)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(5)その他両社がJ/Secure(TM)利用者として不適当と判断した
場合

使い方

使い方

第7条（知的財産権等）
J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作
権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に
帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者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てはならないものと
します。

第10条（免責）
1.両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフト
ウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水
準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行う
ものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありま
せん。
2 . 両 社 は 、両 社 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 が あ る 場 合 を 除 き 、
J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じたJ/Secure
(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウ
エアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事
由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure
(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けら
れなかったこと、またはカードを利用できなかったことによ
り、J/Secure(TM)利用者または第三者に損害または不利益が
生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
4.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure
(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた
損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっ
ても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害につい
ては責任を負わないものとします。
5.J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けた
サービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関
し、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間
で処理するものとします。

機能とサービス
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第6条（J/Secure(TM)利用者の禁止事項）
1.J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用に
あたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡
する行為
(2)他人のパスワードを使用する行為
(3)コンピュータウィルス等の有害なプログラムをJ/Secure
(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
(4)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および
侵害するおそれのある行為
(5)法令または公序良俗に反する行為

2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必
要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
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合
(6)購入商品などが、カード発行会社に登録のJ/Secure(TM)
利用者の住所に配送され受領されている場合。または、発信
元の電話番号あるいはIPアドレスがJ/Secure(TM)利用者
および関係者の自宅・勤務地などである場合
(7)J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場
合
(8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己の
パスワードの紛失・盗難である場合
(9)その他カード発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure
(TM)利用者本人の利用であると判断した場合

第12条（本規定の改定）
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将
来本規定を改定することができるものとします。この場合、両社
は、
当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、
原則として会員に
58

対して当該改定につき通知します。
ただし、
当該改定が専ら会員の
利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると
認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場
合には、
公表のみとする場合があります。

第15条（本規定の優越）
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などの
あらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先
されるものとします。ただし、
「 J/Secureワンタイムパスワード
（TM）
利用者規定」
は、
本規定に優先します。

■ J/Secureワンタイムパスワード（TM）利用者規定
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第1条（定義）
1．
「J/Secureワンタイムパスワード(TM)」とは、J/Secureワンタ
イムパスワード(TM)利用者が、J/Secure(TM)の認証手続を
行おうとする際に、本アプリを用いて都度発行を受け、1回に
限って利用できるパスワードのことをいいます。
2．
「本アプリ」とは、J/Secureワンタイムパスワード(TM)を発行
するためのスマートフォン用アプリケーションをいいます。
3．
「 J / S e c u r e ワ ン タ イ ム パ ス ワ ー ド ( T M ) 利 用 登 録 」と は 、
J/Secure(TM)利用者が、J/Secureワンタイムパスワード
(TM)を用いてJ/Secure(TM)の認証手続を行うために必要な
登録手続をいいます。J/Secure(TM)利用者は、本規定を承認

お手続き

お手続き
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1．本規定は、株式会社三菱UFJ銀行（以下「当行」という。）および
株式会社ジェーシービー（以下「JCB」といい、当行とJCBとを併
せて「両社」という。）が提供・運営する「J/Secureワンタイムパ
スワード(TM)」
（第1条第1項で定めるものをいう。）の利用に
関する条件等について定めるものです。
2．本規定は、J/Secure(TM)利用者規定（以下「原規定」という。）
の特則です。本規定に定めがない事項については原規定が適用
されます。また、本規定に別途定めのない限り、本規定の用語
は、原規定の用法に従うものとします。
3．J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、原規定および
本規定（以下「両規定」という。）の内容を承諾し、両規定を遵守
して、J/Secureワンタイムパスワード(TM)を利用するものと
します。

使い方

使い方

カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、
「カード発行会
社」
「
、両社」
「
、JCBまたはカード発行会社」
「
、JCBまたは
（もしくは）
両社」
をJCBと読み替えるものとします。

第2条（J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録等）
1．J/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用を希望する
J/Secure(TM)利用者（以下「利用希望者」という。）は、以下の
方法により、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録を
行うものとします。
①両社所定のアプリケーションダウンロードサイトより、利用
希望者が正当に保有するスマートフォン（以下「端末」とい
う。）に本アプリをダウンロードします。
②My JCBサービスのWEBサイトにおいてJ/Secureワンタイ
ムパスワード(TM)利用登録申請を行い、J/Secureワンタイ
ムパスワード(TM)利用登録に使用するID（以下「アプリ利
用登録ID」という。）およびパスワード（以下「アプリ利用登録
パスワード」という。）の発行を受けます。
③①によりダウンロードした本アプリへ、アプリ利用登録IDお
よびアプリ利用登録パスワードを登録して両社所定の初期
設定を行うものとします。
2．J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワン
タイムパスワード(TM)利用登録時および登録後に、両社に対
して本アプリの起動を行う際に、アプリ起動パスコードの入力
を 必 要 と す る か 否 か を 、任 意 に 設 定 す る こ と が で き ま す 。
J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、自己の端末の
不正防止機能（第三者による悪用を防止する機能）の内容・設定
状況等を考慮し、自己の責任において、アプリ起動パスコード
を設定するか否かを判断するものとします。
3．本アプリをダウンロードした者は、本アプリを、J/Secureワン
タイムパスワード(TM)のサービスを利用する目的に限定して
利用するものとします。
4．J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録は、My JCB
サービスのIDごと（カードごと）に行うものとします。
5．本アプリを利用できる端末は、J/Secureワンタイムパスワード
(TM)の1つの利用登録につき、1台のみとします。
6．本アプリを誤って端末より削除した場合、または他の端末を用
いてJ/Secureワンタイムパスワード(TM)を利用しようとす
る場合（端末の機種変更を行う場合を含む。）、My JCBサービス
のWEBサイトにおいて、既存のJ/Secureワンタイムパスワー
ド(TM)利用登録を一旦解除したうえで、再度、本条第1項の手
続を行う必要があります。
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第14条（合意管轄裁判所）
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、
J/Secure(TM)利用
者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず
会員の住所地または両社の本社、
支社、
営業所の所在地を所轄する
簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意
するものとします。
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第13条（準拠法）
本規定の効力、
履行および解釈に関しては、
すべて日本法が適用さ
れるものとします。

のうえ、両社所定の方法により、両社にJ/Secureワンタイムパ
スワード(TM)の利用を登録するものとします。
4．
「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/Secure
(TM)利用者のうち、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利
用登録を完了し、両社からJ/Secureワンタイムパスワード
(TM)の利用を承認された者をいいます。
5．
「アプリ起動パスコード」とは、J/Secureワンタイムパスワード
(TM)利用者が本アプリを起動する際に、第三者による本アプ
リの起動によるJ/Secureワンタイムパスワード(TM)の発行
依頼を防止するために入力するパスワードをいいます。

第3条（J/Secureワンタイムパスワード(TM)の内容等）
1．両社の提供するJ/Secureワンタイムパスワード(TM)のサー
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お手続き

お手続き

よくあるご質問

よくあるご質問

会員規約

会員規約

第7条（免責）
1．J/Secureワンタイムパスワード(TM)において、両社が採用す
る暗号技術は、その時点における一般の技術水準に従って合理
的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとします
が、両社はその完全性を保証するものではありません。
2．通信障害、通信状況、端末やJ/Secureワンタイムパスワード
(TM)利用者が利用するソフトウエアに起因する事由、
J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責め
に帰すべきでない事由により、J/Secureワンタイムパスワード
(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けら
れなかったこと、またはカードを利用できなかったことによ
り、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者または第三者
に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負
わないものとします。
3 ．本 ア プ リ の 瑕 疵 等 の 両 社 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、
J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者がカードを利用
できなかった場合であっても、両社に故意または重過失がない
限り、カードを利用できなかったことによりJ/Secureワンタイ
ムパスワード(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情
により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
4．両社は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の承諾お

使い方

使い方

第5条（J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用解除等）
1．J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワン
タイムパスワード(TM)のサービスの利用を中止する場合、My
JCBサービスのWEBサイトにログイン、または本アプリを起動
のうえ、両社所定の方法により、J/Secureワンタイムパスワー
ド(TM)利用登録の解除の手続を行うものとします。
2．J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、端末を譲渡も
しくは処分する場合、または携帯電話会社との契約を解除する
場合等にも、前項の方法により、事前にJ/Secureワンタイムパ
スワード(TM)利用登録の解除の手続を行い、かつ端末から本
アプリを削除するものとします。
3．J/Secure(TM)の利用登録が抹消された場合、両社はJ/Secure
ワンタイムパスワード(TM)利用者に対して何らの催告または
通知をすることなく、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利

第6条（J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任）
1．J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、本アプリで生
成されたJ/Secureワンタイムパスワード(TM)がJ/Secure
(TM)において使用されるものであることを認識し、端末、本ア
プリ、アプリ利用登録ID、アプリ利用登録パスワード、アプリ起
動パスコード、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者が
保有するカードのセキュリティコード（カード裏面のサインパ
ネル上に印字されている数字をいう。）およびJ/Secureワンタ
イムパスワード(TM)を厳重に管理するものとします。
2．J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者が、端末の紛失、
盗難など前項の管理違反の結果、J/Secureワンタイムパスワー
ド(TM)を第三者に不正利用された場合、J/Secureワンタイム
パスワード(TM)利用者である当該会員は、第三者による不正
利用に至った事情のいかんを問わず、カード利用代金を負担す
るものとします。また、これによりJ/Secureワンタイムパス
ワード(TM)利用者に損害または不利益が生じた場合でも、両
社は一切その責を負わないものとします。
3．J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワン
タイムパスワード(TM)を第三者に利用されたこと、または第
三者に利用されるおそれがあることを認識した場合、被害の拡
大を防止するために、直ちに、当行に通知し、その指示に従うも
のとします。ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利
用者は本項本文を履行したとしても、既に発生したカード利用
に関して、前項に定める責任を免れるものではありません。

機能とサービス
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第4条（J/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用方法等）
1．J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、以下の方法に
より、J/Secure(TM)を利用するものとします。
①加盟店サイトから遷移した両社のWEBサイトにおいて、
J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録済みの三菱
UFJ-JCBデビットカードを決済方法として選択のうえ、パス
ワード入力画面を表示させます。
②本アプリにおいて、上記①において決済方法として選択した
三菱UFJ-JCBデビットカードを選択したうえで、J/Secureワ
ン タ イ ム パ ス ワ ー ド ( T M ) の 発 行 を 受 け ま す 。な お 、
J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者がアプリ起動
パスコードを設定している場合には、当該パスワードを入力
しなければ、J/Secureワンタイムパスワード (TM)の発行を
受けることはできません。
③上記②において発行を受けたJ/Secureワンタイムパスワー
ド(TM)を、本アプリで表示された所定の有効時間内に、上記
①のパスワード入力画面に入力するものとします。
2．両社は、前項②において発行されたJ/Secureワンタイムパス
ワード(TM)と、前項③において入力されたパスワードが一致
しているか否かを確認し（以下「認証結果確認」という。）、一致
した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者かつ会員と推
定して扱います。
3．両社は、前項の認証結果確認において、認証結果をJ/Secure
(TM)参加加盟店に通知します。

用登録を解除します。
4．J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録の解除後は、
J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)利用者規定に基づい
て、J/Secure(TM)を利用するものとします。なお、前項の場合
は、この限りではありません。

カードが届いたら
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ビス内容は、以下のとおりとします。
（1）J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の
購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付け
るに際し、両社がJ/Secure(TM)利用者に対して、J/Secure
ワンタイムパスワード(TM)を用いた認証手続を行うサー
ビス
（2）前号に付随するその他サービス
2．両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、
J/Secureワンタイムパスワード(TM)のサービスの内容を変
更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、
WEBサイトその他の方法で、J/Secureワンタイムパスワード
(TM)利用者に対し、公表または通知します。
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（三菱UFJ-JCBデビットの利用をお申し込みの方について、三
菱UFJ-JCBデビット業務における利用目的）
次条に定めるとおり

会員規約

会員規約

（三菱UFJ-VISAデビットの利用をお申し込みの方および三菱
UFJ-JCBデビットの利用をお申し込みの方について、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
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

よくあるご質問

よくあるご質問

第11条（その他アプリの注意事項）
1．本アプリの使用料（ダウンロードまたは利用にかかる料金）は
無料です。ただし、本アプリのダウンロードおよび利用に際し
て、通信会社に対して生じる通信料はJ/Secureワンタイムパス
ワード(TM)利用者の負担となります（本アプリのバージョン
アップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定
するなどで追加的に発生する通信料を含む）。
2．端末の通信状態等により、本アプリにかかわる設定や操作が正
常に完了しない場合があります。その場合、再度ダウンロード
等が必要になる場合があります。
3．JCBは、本アプリの利用が可能なOSをWEBサイトにおいて公
表します。ただし、一部利用できない場合があります。
4．本アプリと類似の第三者が作成したアプリには十分ご注意く
ださい。J/Secureワンタイムパスワード(TM)サービスを利用
する場合には、My JCBサービスのWEBサイトよりお申込みく
ださい。
5．端末の管理およびセキュリティ対策には十分にご注意くださ
い。
6．J/Secureワンタイムパスワード(TM)の登録完了後、My JCB
サービスのパスワードはJ/Secure(TM)の認証手続のパス
ワードとして、利用できません｡

（三菱UFJ-VISAデビットの利用をお申し込みの方について、三
菱UFJ-VISA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-VISA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

お手続き

お手続き

第10条（合意管轄裁判所）
J/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用に関する紛争につい
て、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者と両社との間で
訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地また
は両社の本社、
支社、
営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または
地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとしま
す。

使い方

使い方

第9条（準拠法）
本規定の効力、
履行および解釈に関しては、
すべて日本法が適用さ
れるものとします。

第1条（個人情報の利用目的）
1．私は、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-VISAデビットの利用」といいます。）の申し込み又は三菱
UFJ-JCB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
かる情報を含む私の個人情報を、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、私は、銀行が上記申し込みの過程での取得以外の方法で
私の個人番号・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私以外の方等から間
接的に私の特定個人情報等を取得する場合についても、銀行が
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。

機能とサービス

機能とサービス

第8条（本規定の改定）
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将
来本規定を改定することができるものとします。この場合、両社
は、
当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、
原則として会員に
対して当該改定につき通知します。
ただし、
当該改定が専ら会員の
利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると
認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場
合には、
公表のみとする場合があります。

個人情報の取り扱いに関する同意書
カードが届いたら
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よびJ/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者への事前通
知なく本アプリの一部または全部を停止、変更、廃止できるも
のとし、本アプリの停止、変更または廃止によりJ/Secureワン
タイムパスワード(TM)利用者に損害または不利益が生じた場
合でも、両社は一切その責を負わないものとします。なお、両社
が本アプリに関するシステムの障害時およびメンテナンス等
の理由で本アプリの利用を停止する場合、および両社が本アプ
リに関するサービスの提供を終了する場合、J/Secure(TM)利
用者は、J/Secure(TM)利用者規定に基づいて、J/Secure(TM)
を利用するものとします。

64

2．私は、退会等により会員資格を喪失した後においても、銀行（三
菱UFJ-JCBデビットの利用をお申し込みの方の場合には、銀行
および株式会社ジェーシービー（以下「JCB」といいます。）のそ
れぞれ）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。

お手続き

お手続き

よくあるご質問

よくあるご質問

会員規約

会員規約

第2条（個人情報の利用目的・三菱UFJ-JCBデビット利用の場合の
特則）
1．私は、三菱UFJ-JCBデビットの利用の申し込みに当たり、前条
の同意に加えて、銀行およびJCB（本項において合わせて「両
社」といいます。）が、私の個人情報につき必要な保護措置を
行ったうえで、以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約（本申し込みを含みます。以下同じ。）を含む銀行もし
くはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の
管理のために、以下の①〜⑨の個人情報を収集、利用するこ
と。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセー
ジサービスの送信先番号を兼ねる）、勤務先、職業、Eメー
ルアドレス等、入会申込時および三菱UFJ-JCBデビット
会員規約第27条等に基づき入会後に届け出た事項
②入会申込日、入会承認日、有効期限、両社との契約内容に
関する事項
③カードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および
カードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の
管理において両社が知り得た事項
④銀行またはJCBが収集したデビットカードの利用・支払
履歴
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確
認書類等の記載事項または銀行に提出した本人確認書類
等の記載事項
⑥銀行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票
等公的機関が発行する書類の記載事項（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、①②③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。）
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報

使い方

使い方

銀行は、お客さま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。お客さま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

〈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

機能とサービス
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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
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。

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。
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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私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私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私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、私との取引を適切かつ円滑に履行するため
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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。
また、
三菱UFJ-JCBデビットの利用を
お申し込みの方について、
JCBはJCBホームページに記載します。

会員規約

会員規約

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。

よくあるご質問

よくあるご質問

第5条（本同意書に不同意の場合）
銀行
（三菱UFJ-JCBデビットの利用をお申し込みの方の場合には、
銀行およびJCB）は、私が、本申し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
一部を承認できない場合、本申し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1条第1項の利用目的⑨、⑩、⑪に同意
しない場合（三菱UFJ-JCBデビットの利用をお申し込みの方の場
合には、
これに加えて、
第2条第1項
（2）
③または④に同意しない場
合）でも、これを理由に銀行（三菱UFJ-JCBデビットの利用をお申
し込みの方の場合には、
銀行およびJCB）
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。

お手続き

お手続き

第4条（個人情報の利用の停止）
銀行
（三菱UFJ-JCBデビットの利用をお申し込みの方の場合には、
銀行およびJCB）は、私から、第1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（ 三 菱
UFJ-JCBデビットの利用をお申し込みの方の場合には、これに加
えて、第2条第1項（2）③に基づくアンケート用の書面その他の媒
体の送付、または同④に基づく営業案内等）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。

使い方

使い方

(3)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用
の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオ
ンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンラ
イン取引情報とデバイス情報に含まれる上の(1)⑧⑨の個
人情報を使用して本人認証を行います。なお、当該分析の結
果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用
である可能性が相対的に高いと判断された取引について
は、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認
手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング
利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務の
ために、上の(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営
する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った
分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオン
ライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できな
いような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事
業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向
けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を
使用します。詳細については、JCBのホームページ内の
J/Secure(TM)サービスに関する案内にてご確認くださ
い。
2．私は、銀行、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参

第3条（業務委託に伴う個人情報の預託）
銀行
（三菱UFJ-JCBデビットの利用をお申し込みの方の場合には、
銀行およびJCBそれぞれ）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。

機能とサービス

機能とサービス

(2)以下の目的のために、前号①〜④の個人情報を利用するこ
と。
①カードの機能、付帯サービス等の提供
②銀行の預金事業、貸付事業、JCBのクレジットカード事
業、およびその他の銀行もしくはJCBまたは両社の事業
（銀行またはJCBの定款記載の事業をいう。）における取
引上の判断（会員等による加盟店申込み審査および会員
等の親族との取引上の判断を含む。）
③銀行もしくはJCBまたは両社事業における新商品、新機
能、新サービス等の開発および市場調査
④銀行もしくはJCBまたは両社事業における宣伝物の送付
または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、
当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および、銀行、
JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関す
る勧誘
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会そ
の他の各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出
を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供

加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その
他自己との取引上の判断のため、前項（1）①〜④の個人情報を
共同利用することに同意します。JCBクレジットカード取引シ
ステムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確
認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/
3．私は、銀行またはJCB が個人情報の提供に関する契約を締結し
た提携会社（以下「共同利用会社」といいます。）が、共同利用会
社のサービス提供等のため、第1項（1）①〜③の個人情報を共同
利用することに同意します。共同利用会社および利用目的は三
菱UFJ-JCBデビット会員規約末尾に記載のとおりです。
4．前2項の共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する
者はJCBとなります。

カードが届いたら

カードが届いたら
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⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を
用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等
に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送
付先住所および請求先住所等の取引情報（以下「オンライ
ン取引情報」という。）。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を
用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に
使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端
末等の機器に関する情報（OSの種類・言語、IPアドレス、
位置情報、端末識別番号等）
（ 以下「デバイス情報」とい
う。）。
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