
個人用 　　

ＱＵＩＣＰａｙＳ

規約・規定集
トヨタファイナンス株式会社

この規約・規定集をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、
カードをご利用ください。
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 ― ＱＵＩＣＰａｙＳ会員規約 ― 

第一章　＜一般条項＞

第１条（目的等）
本規定は、トヨタファイナンス株式会社（以下「当社」という）が
運営する『ＱＵＩＣＰａｙ』と称するＩＣチップを用いた非接触式
クレジット決済システム（以下「本決済システム」という）の内
容、利用方法、ならびに第 2条第 1項（２）に定めるＱＵＩＣＰａ
ｙＳ会員と当社との間の契約関係について定めるものです。

第２条（用語の定義）
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。
(1)「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を搭
載した所定の非接触式ＩＣカードをいいます。

(2)「ＱＵＩＣＰａｙＳ会員」とは、本規定を承認の上、本決済シス
テムの利用を申し込み、当社がこれを承認した方をいいます。

(3)「ＱＵＩＣＰａｙ加盟店」とは、所定の標識が掲げられた本決済
システムの利用が可能な加盟店をいいます。

(4)「ＱＵＩＣＰａｙ専用端末」とは、本カードを使用して本決済シ
ステムを利用するために、ＱＵＩＣＰａｙ加盟店に設置された専
用端末をいいます。

(5)「ＱＵＩＣＰａｙＩＤ」とは、本カードを使用して本決済システ
ムを利用するために、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員に個別に付される
20 桁の数字からなるＩＤをいいます。

第３条 (本カードの発行および貸与 )
1. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員となろうとする者（以下「ＱＵＩＣＰａｙＳ
入会申込者」という）は、当社所定の『ＱＵＩＣＰａｙＳ入会申込
書』に必要事項を記入し、本決済システムの利用を希望する旨を明
記し、利用の目的（取引目的）を選択の上、本決済システムの利用
を申し込むものとします。

2. 当社は、ＱＵＩＣＰａｙＳ入会申込者のうち、当社が審査のうえ承
認した方に対し、当社が発行する本カードを貸与します。なお、本
入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入し、または偽造もしくは変
造にかかる資料を添付したと当社が判断した場合、当社は入会を承
認しません。

3. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員と当社との間の本決済システムの利用に関す
る契約は、当社が前項に定める承認をしたときに成立します。

4. 本カード上には、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員名、ＱＵＩＣＰａｙＩＤお
よび有効期限等 (以下「本カード情報」という )が表示されます。
本カードは、その貸与を受けたＱＵＩＣＰａｙＳ会員本人以外、使
用できません。

5. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、自己に貸与された本カードおよび本カー
ド情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなけれ
ばなりません。本カードの所有権は当社にあり、ＱＵＩＣＰａｙＳ
会員は、本カードの譲渡、貸与、預託もしくは担保提供等一切の処
分または本カードの占有移転を行わないものとします。

6. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、自己に貸与された本カードに搭載された
ＩＣチップにつき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは
解析等を行ってはなりません。

7. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が前三項に違反したことにより、第三者が本
カードまたは本カード情報を使用して本決済システムを利用した場
合、当社は、当該第三者による利用をＱＵＩＣＰａｙＳ会員本人に
よる利用とみなします。

第４条 (有効期限、更新 )
1. 本カードの有効期限は、当社が指定するものとし、本カード上に表
示された年月の末日までとします。

2. 当社は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資
格を喪失していないＱＵＩＣＰａｙＳ会員のうち、当社が審査のう
え、引き続きＱＵＩＣＰａｙＳ会員として承認する方に対し、有効
期限を更新した新たなカード (以下「更新カード」という )を発行
します。なお、本カードの有効期限の 13 ヶ月前に属する月の 1日
から有効期限の 2ヶ月前に属する月の末日までに本決済システムの
利用がない場合、当社はＱＵＩＣＰａｙＳ会員へ通知のうえ、更新
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カードを送付しないことができるものとします。
3. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社
が特に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無に
かかわらず、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の責任において、切断する等利
用不能の状態にして処分しなければならないものとします。

4. カードの有効期限前におけるカード利用に基づく債務の支払につい
ては、有効期限経過後も本規約を適用するものとします。

第５条 (本カードの再発行 )
当社は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由によりＱＵＩ
ＣＰａｙＳ会員が希望し、当社が審査のうえ適当と認めた場合、本
カードを再発行します。

第６条 (カード発行手数料 )
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が入会時、有効期限の更新時または再発行時
にそれぞれ、本カードにつき、支払うべき当社所定の本カード発行
手数料は無料とします。

第７条（年会費）
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が、当社に対し毎年継続して別途定める期日
に支払うべき当社所定の年会費は無料とします。

第８条 (本カード利用が可能な金額 )
1. 本カードの利用可能枠（本カード利用代金の未決済残高）は、当社
が定めた金額とします。ただし、当社が必要と認めた場合は、本
カードの利用可能枠を任意に変更できるものとします。

2. 前項にかかわらず、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員による本カード利用は、
1回あたり金 20,000 円を上限とします。

3. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠
を超えて本カードを利用してはならないものとします。当社の承認
を得ないで利用可能枠を超過して使用した場合も、ＱＵＩＣＰａｙ
Ｓ会員は当然に支払義務を負うものとし、当社が求めたときは、当
該超過金額を直ちに一括して支払うものとします。

第９条（複数枚カード保有の場合の特則）
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が、当社から複数枚のクレジットカードの貸
与を受けた場合には、本カードおよびすべてのクレジットカードの
合計利用可能枠は、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が保有するクレジット
カード枚数にかかわらず各クレジットカードごとに定められた利用
可能枠のうち最も高い額をもって当該会員の利用可能枠とします。
ただし、それぞれのクレジットカードにおける利用可能枠は、各ク
レジットカードごとに定められた金額を限度とします。

第 10 条（支払期日および方法）
1. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の本カード利用代金等の当社に対する債務
は、毎月 5日に締め切り翌月 2日（当日が金融機関休業日である場
合は翌営業日。以下同じ）に、予めＱＵＩＣＰａｙＳ会員が届け出
た金融機関の預金口座等（以下「支払口座」という）から、口座振
替の方法により支払うものとします。ただし、当社が特に必要と認
める場合または事務上の都合により、翌々月以降の支払日からの支
払、その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合がある
ものとします。

2. 当社が認める場合、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、前項に規定する方法
に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替
ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとしま
す。この場合、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は口座振替する日を当社が指
定する日から選択するものとします。

3. 当社は、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が複数枚のクレジットカードを保有
するとき、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員とその他の契約を締結していると
き等ＱＵＩＣＰａｙＳ会員との間で複数の契約があり、かつ各契約
の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して
行う（以下「合算請求」という）ことができるものとします。な
お、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社
は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとし
て取扱うことをＱＵＩＣＰａｙＳ会員は予め承諾するものとしま
す。

4. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員から領収書発行の請求があった場合、その他
法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないもの
とします。

－3－



第 11 条（支払金等の充当順序）
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の当社に対する債務の支払が、本規約および
その他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満
たない場合は、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法に
より行うものとします。

第 12 条（支払額の通知および残高承認）
1. 当社は、第 10 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、
予め利用代金明細に関して、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の届出電子メー
ルアドレス宛に送信する等の方法により、支払額を通知するものと
します。

2. 前項にかかわらず、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の申し出があった場合
は、利用代金明細が記載された書面をＱＵＩＣＰａｙＳ会員の届出
住所宛に送付する方法により、支払額を通知するものとします。

3. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の申し出があり当社が認めた場合は、前項の
書面をＱＵＩＣＰａｙＳ会員の勤務先等、届出住所以外の場所に送
付することもあります。ただし、この場合でも支払遅滞時の請求等
当社が必要と認める郵便物についてはＱＵＩＣＰａｙＳ会員本人の
届出住所宛に送付することについてＱＵＩＣＰａｙＳ会員は異議な
いものとします。

4. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が第 1項、第 2項の通知を受けた後、1週間
以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容その他当該通知を
受けた内容を承認したものとみなします。

第 13 条（費用・公租公課等の負担）
1. 当社に対する本カード利用代金等の支払に要する費用は、ＱＵＩＣ
ＰａｙＳ会員において負担するものとします。

2. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、本カード利用に基づく債務の支払を遅滞
したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合に
は、再振替手数料として振替手続回数 1回につき 220 円（税込み）、
振込用紙を送付した場合には、振込用紙送付手数料として送付回数
1回につき 220 円（税込み）を、当社に対し別に支払うものとしま
す。

3. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、第 10 条第 2項に規定するサービスを利
用した場合、当該サービスの利用回数 1回につき当社が都度提示す
るサービス利用料（実費相当額）を、当社に対し別に支払うものと
します。

4. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、本カード利用に基づく債務の支払遅滞
等、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の責に帰すべき事由により当社が訪問集
金を行った場合には、訪問集金費用として訪問回数 1回につき　　
1,100 円（税込み）を別に支払うものとします。

5. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、本カード利用に基づく債務について当社
より書面による催告を受けた場合には、当該催告に要した費用を負
担するものとします。

6. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が当社に対して支払う費用・手数料等に対し
て公租公課が課される場合、または公租公課（消費税を含む）が変
更される場合は、会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を
負担するものとします。

第 14 条 ( 本カードの紛失・盗難等 )
1. 本カードの紛失・盗難やＱＵＩＣＰａｙＳ会員が第 3条に違反した
ことにより他人に本カードを使用された場合は、その利用代金はＱ
ＵＩＣＰａｙＳ会員において負担するものとします。

2. 前項の規定にかかわらず、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が紛失・盗難の事
実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察署へ届出を行うととも
に、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認め
られた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損
害については、当社はＱＵＩＣＰａｙＳ会員に対して、その支払を
免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合に
は、当該本カードが他人に使用されたことによるＱＵＩＣＰａｙＳ
会員の支払は免除されないものとします。
①本カードの紛失・盗難がＱＵＩＣＰａｙＳ会員の故意または重大
な過失によって生じた場合。
②ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の家族、同居人、留守人等、ＱＵＩＣＰａｙ
Ｓ会員の関係者によって使用された場合。
③当社のＱＵＩＣＰａｙＳ会員規約に違反している状況において、
紛失・盗難が発生した場合。
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④戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場
合。
⑤ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が当社または損害保険会社の請求する書類
を所定の方法、期間内に提出せず、当社または損害保険会社の行う
被害状況の調査に協力せず、あるいは損害の防止軽減に必要な努
力をしなかった場合。
⑥その他、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が当社または損害保険会社の指示
に従わなかった場合。

3. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、前項に定める補償の適用を受けるため、
本カードの紛失・盗難等による損害を知った時から 30 日以内に損
害状況等を詳記した損害報告書、所轄警察署の証明書、その他当社
および損害保険会社が求める書類を所定の方法で、当社または損害
保険会社に提出するものとします。

第 15 条（本サービスの一時停止、中止）
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、ＱＵＩＣＰａｙＳ
会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止ま
たは中止することができます。
①本決済システムの運営のための装置およびシステムにかかる保守
点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合。
②火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムの運営
を継続することが困難である場合。
③その他、当社が本決済システムの運用の一時停止または中止が必
要と判断した場合。

2. 当社は、前項に定めるほか、技術上または営業上の判断等により、
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員に対し事前に通知することにより、本決済シ
ステムの運営を一時停止または中止することができます。

3. 前二項に定める本決済システムの運営の一時停止または中止によ
り、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員または第三者に何らかの損害、不利益が
生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。

第 16 条（ＱＵＩＣＰａｙＳ会員退会、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員資格の喪失）
1. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、当社所定の方法により退会することがで
きます。この場合、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、本カード利用代金等
の当社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了す
るものとします。なお、退会の際に当社が求めた場合は、支払期限
のいかんにかかわらず、未払債務全額を直ちに一括して支払うもの
とします。

2. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、
①～⑦ については当社が通知をしたときに、⑧については当然に
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員資格の喪失をします。
①本入会申し込みに際し、あるいは入会後の各種届出に際し、虚偽の
事実を申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した
とき。
②本規約のいずれかに違反したとき。
③本カード利用等による支払金、その他当社に対する債務の履行を
遅滞しているとき。
④会員の信用状態が著しく悪化し、あるいは換金目的による本決済
システム利用等本カードの利用状況が適当でないまたは不審であ
ると当社が判断したとき。
⑤その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断し
たとき。
⑥本カードの最終使用日より当社が定める一定期間本決済システム
の利用がないとき (第 4条第 2項なお書に基づき更新カードを送
付しない場合を含む )。
⑦ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が第 24 条第 1項各号のいずれかに該当し、
もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同
条第 1項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたこと
が判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当
社が判断したとき。
⑧ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の更新カードが発行されることなく、本
カードの有効期限が経過したとき。

3. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、前二項のいずれの場合においても、当社
の指示に従い、直ちに本カードを返却し、または本カードに切り込
みを入れて破棄しなければならないものとします。

4. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が本条第 2項①～⑤の各号に該当した場合、
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当社はＱＵＩＣＰａｙＳ会員の本カード利用を一時的に停止する措
置を講じることができるものとし、またＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、
会員資格の喪失の有無にかかわらず、当該各号に該当する状況にお
いては本カードを利用してはならないものとし、当該状況における
利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべ
きことを請求されても異議ないものとします。（ＱＵＩＣＰａｙＳ
会員が別途クレジットカードの貸与を受けていた場合、クレジット
カードについても同様とします。）

5. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、退会あるいは会員資格の喪失後において
も、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員として利用していた本カードにかかる盗
難補償に関する手続等、損害発生の防止に必要な事項について、当
社に協力するものとします。

6. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、当社が第 3条または第 5条に基づき送付
した本カードについて、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が相当期間内に受領
しない場合には、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が退会の申し出を行ったも
のとして取り扱うものとします。

第 17 条（期限の利益喪失）
1. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に
基づく債務（本カードの利用時期にかかわらず）、その他当社に対
する一切の債務について何らの通知・催告を受けることなく当然に
期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①当社に対する債務の支払を 1回でも遅滞したとき
②自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支
払を停止したとき。
③保全処分（信用に関しないものは除く）、強制執行、競売等の申立
を受け、または公租公課を滞納したとき。
④ＱＵＩＣＰａｙＳ会員に対して破産・民事再生･特定調停等法律上
の債務整理手続の申立があったとき。
⑤逃亡、失踪、または刑事上の訴追を受けたとき。
⑥本カードを他人に貸与し、本カードまたは商品について質入れ、譲
渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑦本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の催告期限内に支払わ
ないとき。
⑧ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が住所変更の届出を怠るなど、ＱＵＩＣＰ
ａｙＳ会員の責に帰すべき事由により、当社にＱＵＩＣＰａｙＳ
会員の所在が不明となったとき。
⑨ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が死亡した場合であって、支払金の支払が 3
回以上なかったとき。
⑩第 24 条第 1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号
のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1項各号の規定に基
づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。

2. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請
求により、本規約に基づく債務（本カードの利用時期にかかわら
ず）、その他一切の当社に対する債務について期限の利益を喪失し、
未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①本規約上または当社・ＱＵＩＣＰａｙＳ会員間で締結した他の契
約上の義務に違反し、その違反が本規約または当該他の契約に対
する重要な違反となるとき。
②その他ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の信用状態が著しく悪化したとき。
③会員資格を喪失したとき。

第 18 条（届出事項の変更等）
1. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、当社に届け出た住所・氏名・電話番号・
職業・勤務先・取引目的・支払口座等について変更のあった場合
は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届出しなければならな
いものとします。

2. 前項の届出がないために当社から当社所定の手段により送付する通
知が到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものと
みなします。ただし、前項の届出を行なわないことについて、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。

3. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶した
ときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物
が不在留置期間満了のため当社に還付されたときは、留置期間満了
時をもって受領を拒絶したものとみなします。
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第 19 条（規約の変更）
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定
ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応する
ためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本
規約その他のカード取引に係る規約・規定・特約等（本条におい
て、以下「本規約等」という）を変更する旨、変更後の本規約等の
内容およびその効力発生時期を、予め当社ＷＥＢサイトに公表する
方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を
変更することができるものとします。

第 20 条（準拠法）
会員と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるも
のとします。

第 21 条（合意管轄裁判所）
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額
のいかんにかかわらず、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の住所地、購入地お
よび当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡
易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意し
ます。

第 22 条（個人情報の取扱）
当社が本カード取引に際して収集する個人情報の取扱については、
本規約とは別に定める「個人情報の収集・利用・提供の同意に関す
る規定」（後掲）に定めるところによるものとします。

第 23 条（取引時確認）
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯罪収益移転防止
法」という）に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない
場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるもの
とします。

2.ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、自らが（犯罪収益移転防止法上の）次の
いずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならな
いものとします。
①外国政府等において重要な地位を占める者（以下「外国政府高官」
という）もしくは元・外国政府高官
②前号に掲げる者（物故者を除く）の家族

第 24 条（確約事項）
1.ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が、現在、次のい
ずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しな
いことを確約します。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他上記①～⑤に準ずる者

2.ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該
当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、
又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他上記①～④に準ずる行為

第二章　＜本カード利用に関する条項＞

第 25 条 ( 本カード利用方法 )
1. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、ＱＵＩＣＰａｙ加盟店において本カード
を提示し、ＱＵＩＣＰａｙ専用端末に本カードをかざす等所定の操
作を行うことにより、ＱＵＩＣＰａｙ加盟店から商品・権利を購入
し、役務の提供等を受けること (以下「本カード利用」という )が
できます。この際、署名をする必要はありません。

2. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、以下の事項について予め承諾するものと
します。
①当社またはＱＵＩＣＰａｙ加盟店において特に定める貴金属・金
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券類・車輌等の一部の商品・サービスについては、本カード利用が
制限される場合があること。
②ＱＵＩＣＰａｙ加盟店は、本カード利用状況に応じて、当社に対し
第 8条第 1項に定める本カード利用が可能な金額を照会し、当社
が不適当と判断することにより本カード利用を断る場合があるこ
と。また、当社がＱＵＩＣＰａｙ加盟店に対してＱＵＩＣＰａｙＳ
会員本人による利用であることを確認する場合があること。なお、
この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多
少時間がかかる場合もあること。
③ＱＵＩＣＰａｙ加盟店が違法な内職モニター商法等の業務提供誘
引販売、連鎖販売取引、および法令に違反する取引等を行っている
と当社が判断した場合、本カード利用が制限されること。
④現金化、キャッシュバック、現行紙幣・貨幣の購入その他換金また
は融資等を目的とした本カードの利用はできないこと。
⑤法令に違反する取引等に本カードの利用はできないこと。

3. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、第 15 条に定めるほか、本カードの物理
的な破損・汚損等により、ＱＵＩＣＰａｙ専用端末において本カー
ドの取扱ができない場合、本カードを利用することができないこと
があります。

第 26 条（債権譲渡の承諾、立替払いの委託）
1. ＱＵＩＣＰａｙ加盟店と加盟店契約を締結している当社以外のクレ
ジットカード会社（以下「他社」という）との契約が債権譲渡契約
の場合、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、ＱＵＩＣＰａｙ加盟店が自己に
対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、ＱＵＩＣ
Ｐａｙ加盟店が他社に債権譲渡したうえで、当社が他社に立替払い
することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権
譲渡に際しては、他社が認めた第三者を経由する場合があります。

2. ＱＵＩＣＰａｙ加盟店と当社、または他社との契約が立替払い契約
の場合、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、ＱＵＩＣＰａｙ加盟店が自己に
対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事
項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(1) 当社がＱＵＩＣＰａｙ加盟店に対し立替払いすること。
(2) 他社がＱＵＩＣＰａｙ加盟店に立替払いしたうえで、当社が他社
に立替払いすること。

3. 商品の所有権は、当社が立替払いをしたときに当社に移転し、本
カード利用代金が完済されるまで、当社に留保されます。

第 27 条（利用代金の支払区分）
1. 本カード利用代金の支払区分は、「1回払い」に限られます。
2. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、当該利用代金を第 10 条に定めるところ
に従い、次回支払日に一括して支払うものとします。ただし、事務
上の都合により、次回支払日以降の支払になる場合があることをＱ
ＵＩＣＰａｙＳ会員は予め承諾するものとします。

第 28 条（遅延損害金）
1. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、本カードの支払金の支払いを遅滞した場
合、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該遅滞金額に対し、ま
た期限の利益を喪失した場合、期限の利益喪失日の翌日から完済日
に至るまで残金全額に対し、年 14.60％（1年を 365 日とする日割
計算）の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

2. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、金融情勢その他諸般の事情の変化によ
り、上記遅延損害金の料率が変更されても異議ないものとします。

第 29 条（商品の点検）
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、商品の引渡を受けたときは速やかに現物
を点検するものとします。

第 30 条（見本・カタログ等と現物の相違）
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、見本・カタログ等により申込をした場合
において、引き渡された商品・権利または提供を受けた役務が見
本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、ＱＵＩＣＰ
ａｙ加盟店に当該商品・権利または役務の交換・再提供を申し出る
かまたは売買契約・役務提供契約の解除ができるものとします。な
お、売買契約・役務提供契約を解除した場合、ＱＵＩＣＰａｙＳ会
員は速やかに当社に対してその旨を通知するものとします。
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 ― インフォメーション事項 ― 

＜ご相談窓口＞
1. 購入された商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用
されたＱＵＩＣＰａｙ加盟店にご連絡下さい。

2. ＱＵＩＣＰａｙＳに関連するサービス内容等のお問い合わせについ
ては、下記の当社カスタマーサービスセンターまでお願いいたしま
す。

3. 本規約についてのお問い合わせ等については、下記の当社お客様相
談窓口までご連絡ください。
【カスタマーサービスセンター　インフォメーションデスク】
［東　京］ 〒135-0016

東京都江東区東陽 6-3-2　イースト 21 タワー
TEL 03-5617-2511

［名古屋］ 〒460-0003
名古屋市中区錦 2-17-21　　NTTデ　ー　タ　伏　見　ビル
TEL 052-239-2511

【お客様相談窓口】
 〒451-6014
 名古屋市西区牛島町 6-1　名古屋ルーセントタワー
［東　京］ TEL 03-5617-2533
［名古屋］ TEL 052-239-2533

― 個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定 ― 

第１条（本カード取引にかかる個人情報の取扱い）
1. トヨタファイナンス株式会社（以下「当社」という）は、本カード
の入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得したＱＵＩＣ
ＰａｙＳ入会申込者およびＱＵＩＣＰａｙＳ会員（以下両者を「Ｑ
ＵＩＣＰａｙＳ会員等」という）の個人情報を、本カード取引を通
じたＱＵＩＣＰａｙＳ会員へのよりよいサービス提供のために、本
規定に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うもの
とします。

2. 当社および当社から個人情報の提供を受ける各企業は、ＱＵＩＣＰ
ａｙＳ会員等の意に反する個人情報の取扱防止とＱＵＩＣＰａｙＳ
会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密
性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとします。

3. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等は、自己の個人情報の取扱いに関し、本規
定に定める内容に同意するものとします。

第２条（与信等にかかる収集・利用、預託）
1. 当社は、本契約（本申込を含む。以下同じ）を含む当社との取引の
与信判断、与信後の管理および本人特定ならびにカードサービス提
供業務のため、以下の情報（以下これらを総称して「個人情報」と
いう）を保護措置を講じた上で収集・利用します。
①属性情報
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等が所定の申込書に記載する等により申告
したＱＵＩＣＰａｙＳ会員等の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、
電話番号、その他連絡先、メールアドレス、勤務先、家族構成、住
居状況、年収状況、アンケート欄への回答内容等（本契約締結後に
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等から通知を受ける等により、当社が知り
得た変更情報を含む。以下同じ）
②契約情報
申込日、入会日、入会店舗、会員番号、ポイントの残高・還元実績
等の契約内容に関する情報
③取引情報
本カードの利用件数、利用金額、購入商品・利用サービスの種類区
分、利用ＱＵＩＣＰａｙ加盟店の業種区分等の本カード利用の概
況に関する情報
④支払情報
本契約に関するＱＵＩＣＰａｙＳ会員の利用残高、月々の返済状
況
⑤支払能力情報
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等の支払能力を調査するために必要な情報
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で、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等が申告したＱＵＩＣＰａｙＳ会員等
の資産・負債・収入・支出ならびに当社が収集したクレジット利用
履歴および過去の債務の返済状況、またこれらの情報を電話等に
より記録した情報
⑥本人特定事項確認情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、ＱＵＩＣＰ
ａｙＳ会員等の運転免許証、パスポート、住民票等によって本人特
定事項の確認を行う際に収集した情報

2. 前項の収集・利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する
場合、当社は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保
護措置を講じた上でＱＵＩＣＰａｙＳ会員等の個人情報を預託しま
す。

第３条（各種サービス実施にかかる利用）
当社は、下記の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を
利用します。
①当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り
扱う商品・サービス等について、当社から宣伝印刷物の送付・ｅ
メールの送信等の方法によりご案内すること。
②当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業における市場
調査、商品開発および営業活動のため。
③提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付・ｅメールの送
信等による商品等のご案内、市場調査および営業活動のため。
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホーム
ページ等に記載し、お知らせしております。
トヨタファイナンス https://www.toyota-finance.co.jp/

第４条（個人信用情報機関への照会および登録・利用）
1. 当社は、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等の支払能力・返済能力の調査のた
めに、当社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力・返済能
力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業
とする者）および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登
録されている場合には、割賦販売法（昭和 36 年法律第 159 号）ま
たは貸金業法（昭和 58 年法律第 32 号）により、契約者の支払能
力・返済能力の調査の目的に限り、当該個人情報を利用します。

2. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引
事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録
され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する
個人信用情報機関の加盟会員により、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等の支
払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。

登録情報 登録期間

①本規定に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6ヶ月間

②本規定に係る客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後 5年以内

③債務の支払を延滞した事実 契約期間中及び契約終了後 5年間

3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は
下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関
に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を
得るものとします。

記
○株式会社シー・アイ・シー（ＣＩＣ）
（割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関）
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト15階
 TEL ( ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ) 0120-810-414 　 https://www.cic.co.jp/

※（株）シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営
む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟
会員企業の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご
覧下さい。

4. 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、
下記のとおりです。

記
○全国銀行個人信用情報センター
　〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
　 TEL 03-3214-5020
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　 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社
を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、
加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設してい
るホームページをご覧下さい。 
○株式会社日本信用情報機構
（貸金業法に基づく指定信用情報機関）
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号
　　　　　 住友不動産上野ビル 5号館
TEL ( ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ ) 0570-055-955 　 https://www.jicc.co.jp/

※（株）日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、
上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。

5. 当社が加盟する個人信用情報機関に登録する個人情報は、氏名、生
年月日、住所、電話番号、性別、勤務先、運転免許証等の記号番号
等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名および
その数量／回数／期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関
する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済
日、延滞等の支払状況となります。

6. 個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、各機関のホーム
ページで公表しております。

第５条（提携企業への提供・共同利用）
1. 当社は、クレジットカードに関連する各種提携サービスを提供する
ため、個人情報の保護措置を講じた上で、本規定末尾記載の企業
（以下、「共同利用会社」という）とＱＵＩＣＰａｙＳ会員等の属
性情報を共同利用します。

2. 本規定の有効期間中に情報の提供・利用先（以下「情報提供先」と
いう）が新たに追加された場合には、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等に別
途書面により通知し、同意を得るものとします。

第６条（個人情報の開示・訂正・削除）
1.ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等は、当社および第 4条で記載する個人信用
情報機関ならびに第 5条で記載する共同利用会社に対して、個人情
報の保護に関する法律に定めるところにより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るものとします。
①当社または共同利用会社に開示を求める場合には、第 9条記載の
窓口に連絡して下さい。開示請求手続き（受付窓口、受付方法、必
要な書類手数料等）の詳細についてお答えします。また、開示請求
手続きにつきましては、当社のホームページでお知らせしており
ます。（URL）https://www.toyota-finance.co.jp/
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 4条記載の個人信
用情報機関に連絡して下さい。

2. 前項の場合、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等は本人であることを証明する
ための書類（自動車運転免許証、パスポート等）を提示する等、開
示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負
担します。

3. 開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した
場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとしま
す。

第７条（本規定に不同意の場合）
1. 当社は、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等が本カード入会契約に必要な記載
事項（申込書にＱＵＩＣＰａｙＳ会員等が記載すべき事項）を記載
できない場合および本規定の内容を承認できない場合、本カード入
会契約をお断りすることがあります。ただし、本規定第 3条および
第 5条（第 1項の共同利用を除く）に同意しないことを理由に当社
が本カード入会契約をお断りすることはありません。

2. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等が、第 3条および第 5条に同意しない場
合、当社は第 3条および第 5条記載のすべての提供・利用を行わな
いものとします。ただし、第 5条第 1項の共同利用およびご利用明
細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。

3. 前項に該当する場合、第 3条および第 5条に記載した利用目的に関
連してＱＵＩＣＰａｙＳ会員等に提供されるサービスの全部または
一部を受けられないことについて、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員等は予め
了承します。

第８条（個人情報の提供・利用の中止の申出）
本規定第 3条および第 5条による同意を得た範囲内で当社が当該情
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報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場
合、それ以降の第 3条に基づく当社での利用および第 5条に基づく
当社から情報提供先への提供を中止する措置をとります。ただし、
第 5条第 1項の共同利用およびご利用明細書送付の際の同封物につ
いてはこの限りではありません。

第９条（個人情報に関するお問い合わせ先）
宣伝印刷物の送付等の中止、提供先企業への個人情報の提供中止お
よび個人情報の開示・訂正・削除の請求について、その他ＱＵＩＣ
ＰａｙＳ会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記
の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報
保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者（コンプライ
アンス担当役員）を設置しています。
［対応部署］お客様相談窓口
［住 所 等］〒451-6014

名古屋市西区牛島町 6-1　名古屋ルーセントタワー
［東  京］　TEL 03-5617-2533
［名古屋］　TEL 052-239-2533

第 10 条（本カード入会契約の不成立、退会等の場合）
1. 本カード入会契約が不成立の場合は、第 2条及び第 4条第 2項に基
づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。

2. 退会等によりＱＵＩＣＰａｙＳ会員でなくなった場合、第 2条及び
第 4条第 2項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用は
ありません。

第 11 条（本規定の変更）
1. 本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるも
のとします。

2. 本規定のうち、取り扱う個人情報の内容、個人情報の収集・利用の
目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、Ｑ
ＵＩＣＰａｙＳ会員等に通知し、同意を得るものとします。

3. 前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じＱＵＩＣ
ＰａｙＳ会員等に通知するものとします。

＜共同利用会社＞
　本規定第 5条第 1項に定める共同利用会社は以下のとおりです。
　○トヨタ自動車株式会社
　　〒471-8571
　　愛知県豊田市トヨタ町 1番地
　 ［目 　 的］ ＧＡＺＯＯ等の各種Ｗｅｂ関連サービスの提供
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 ― ポイントサービス規定 ― 

第１条（規定の目的）
1. 本規定は、トヨタファイナンス株式会社（以下「当社」という）が
運営する『ＱＵＩＣＰａｙ』と称するＩＣチップを用いた非接触式
クレジット決済システム（以下「本決済システム」という）におい
て、会員の本カード等の利用に応じて当社がＱＵＩＣＰａｙＳ会員
に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提
供する制度（以下「ポイントサービス」という）の内容および特典
を受けるための条件に関する基本的事項を定めるものです。

2. 当社は、必要と認めたときはいつでも、本規定の内容を変更するこ
とができるものとします。この場合、当社は予めまたは事後に、当
社ＷＥＢサイトに公表する方法その他の相当な方法によってＱＵＩ
ＣＰａｙＳ会員にお知らせします。

3. ポイントサービスの特典内容、諸手続に関する詳細は、別途当社が
発行する「ご利用のしおり」その他の書面等（以下「利用ガイド
等」という）により案内するところによります。

4. 本規定に定めのない事項については、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員規約
（以下「会員規約」という）が適用されるものとします。

第２条（ポイントサービスによる還元）
1. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、本規定および利用ガイド等の定めるとこ
ろに従い、所定の申請を行うことにより、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の
選択するコースに応じて当社から所定の還元を受けることができま
す。還元の内容は、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が選択した還元コースお
よび本カードによるショッピングの利用代金等（以下「本カード利
用代金等」という）に応じて当社から付与されるポイント（以下
「ポイント」という）の残高により異なります。

2. 本カード会員資格を喪失した場合は、ポイントサービスを利用する
ことはできません。

第３条（ポイントの付与対象）
本カード利用にかかる取引であっても、当社所定の取引について
は、ポイント付与の対象にならないものとします。

第４条（ポイントの付与日）
ポイントは、会員規約に定めるところにより、当社所定の方法に
よって締め切られた本カード利用代金等に応じて、当月内の所定日
に付与されます。

第５条（ポイントの付与取消）
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の商品・役務等の購入の取消等により、ポイ
ント付与の対象となる本カード利用代金の全部または一部が取り消
された場合は、取消額に応じたポイントも、当社所定の方法により
取り消されるものとします。

第６条（ポイントの計算）
ポイントは、会員規約に定めるところにより、当社所定の方法に
よって締め切られた本カード利用代金等に応じて、次のとおり計算
され、①②の合計ポイントが付与されるものとします。
①本カード利用代金の合計額（1,000 円未満は切り捨て）に対して、
1,000 円につき当社所定の率を乗じて得られるポイント
②その他、当社が別途指定する特定の取引等に対して当社が別途定
めるポイント

第７条（ポイントの蓄積と有効期間）
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、ポイントの付与日から 24 ヶ月間、その
ポイントを蓄積することができますが、当該期間を経過したポイン
トは、自動的に失効することになります。

第８条（ＱＵＩＣＰａｙＳ会員へのポイントの連絡）
第 6条の計算に基づき毎月新たに付与されるポイント数および蓄積
された有効なポイント残高等は、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員に通知等さ
れるご利用明細書上に記載されます。また、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員
は電話その他所定の方法により当社に問い合わせることによって、
随時にポイント残高を確認することもできます。

第９条（ポイントの還元申請の条件および手続等）
1. ポイントの還元申請をすることができるのは、申請の時点で会員資
格を有しているＱＵＩＣＰａｙＳ会員に限るものとします。

2. ポイントの還元申請にあたり、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、希望する
還元内容に応じて還元コースおよび還元ポイント数（1,000 ポイン
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ト以上 1,000 ポイント単位）を指定するものとします。
3. 還元コースには、次のものがあり、その詳細については、利用ガイ
ド等により案内されます。
①第 10 条所定の《トヨタファイナンス・マイレージプラン》による
還元マイルの登録
②ポイントを商品券・商品等で還元するコース
③上記①②の他、当社が設定してご案内するコース

4. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、申請の時点で蓄積しているポイント数の
範囲内で還元申請を行うものとします。蓄積されたポイント数を超
えて還元申請がなされた場合、当該申請は無効となります。また、
1ヶ月間に還元を申請できるポイント数には、利用ガイド等に定め
る上限があります。

5. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、次の方法により還元申請を行うことがで
きます。
①当社に対し所定の方法により還元申請用紙を請求し、当該用紙に
必要な事項を記入して当社に提出する方法。
②上記の他、別途当社が定めてＱＵＩＣＰａｙＳ会員にご案内する
方法。

6. 還元コースに応じた還元申請の条件および手続については、本規定
の他、利用ガイド等により定めるところによるものとします。

7. 既に行った還元申請を取り消し、またはその内容を変更することは
できません。

第 10 条（マイルによる還元）
1. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の申請した還元コースが、日本航空株式会社
（以下「ＪＡＬ」という）の運営するＪＡＬマイレージバンク（以
下、「ＪＭＢ」という）によるマイル（以下「マイル」という）の
登録《トヨタファイナンス・マイレージプラン》である場合、ＱＵ
ＩＣＰａｙＳ会員は、還元申請用紙にＪＡＬから付与されたＪＭＢ
の会員番号等の所定事項を記入し、当社に対して当該用紙を提出す
るものとします。

2. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員がＪＭＢに未入会の場合、マイルによる還元
を受けることはできません。

3. マイルによる還元を申請する際に、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員がＪＡＬ
から付与されたＪＭＢの会員番号を誤って記入した場合に、当該申
請に基づくマイルの登録がＱＵＩＣＰａｙＳ会員以外の第三者に対
してなされることがあります。この場合の誤記入に基づく第三者へ
のマイルの登録に関しては、当社は責任を負いません。

4. 還元申請に基づき第 12 条の登録が完了したマイルは、ＪＡＬにお
いて管理されるものとし、当社はこれについて責任を負わないもの
とします。

第 11 条（還元の決定）
1. 当社は、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員からの還元申請を受付けた後、所定
の期間内に所定の審査を行い､その還元の可否を決定するものとし
ます。

2. 当社は、所定の審査により、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員もしくはその家
族会員が還元申請に関し不正・虚偽の行為をしたと認めた場合、ま
たは会員規約その他の規定を遵守していないと認めた場合には、当
該ＱＵＩＣＰａｙＳ会員への還元を拒否または留保することができ
ます。この場合、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員にその旨通知されます。

3. 当社は、前条の規定にかかわらず、ＪＡＬにおいてＱＵＩＣＰａｙ
Ｓ会員がＪＭＢに関する会員規約を遵守していないと認めてマイル
の登録を拒否もしくは留保した場合には、当該ＱＵＩＣＰａｙＳ会
員へのマイルの登録を拒否または留保することができます。この場
合、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員にその旨通知され、当該還元申請は無効
となります。

第 12 条（還元の方法）
当社は、前条に基づく還元決定に従い、ＱＵＩＣＰａｙＳ会員の指
定に基づき還元対象となったポイント残高を、次の各号のいずれか
の方法により還元します。
①還元の種類がマイルによる還元の場合、当社所定の率で換算した
マイルを、前条の還元決定後の所定日時点でＪＡＬにおいて管理
されているＱＵＩＣＰａｙＳ会員のマイル登録先に登録する方
法。
②還元の種類が上記①以外である場合には、還元の種類に応じて別

－14－



途当社が定める方法。
第 13 条（公租公課）
ポイントサービスによる還元について公租公課が課せられる場合、 
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、当該公租公課を負担するものとします。

第 14 条（ポイントの消滅）
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員が、理由の如何を問わず、本カード会員資格
を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に失
効するものとし、本規定またはポイントサービスにおける権利・義
務の全ても自動的に消滅するものとします。

第 15 条（本カードの切替）
ＱＵＩＣＰａｙＳ会員がクレジット商品の種類を切替えた場合、既
に蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本
規定またはポイントサービスにおける権利・義務の全ても自動的に
消滅するものとします。

第 16 条（ポイントサービスに関する疑義等）
1. ＱＵＩＣＰａｙＳ会員は、理由の如何を問わず、ポイントサービス
における権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供し、または相続
させることはできません。

2. ポイントの有効性、ポイント数、還元申請資格に関する疑義、その
他ポイントサービスの運営に関して生ずる疑義は、当社の決すると
ころによるものとします。

第 17 条（終了・中止・変更等）
1. 当社は、予告なしに、いつでもポイント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し、ＱＵＩＣＰａ
ｙＳ会員は予めその旨承認するものとします。

2. 当社は、第 6条にいう当社所定の率もしくは加算率、第 12 条にい
う当社所定の率を予告なしに、いつでも変更できるものとします。

3. ポイントサービスの内容は、日本国の法令の下に規制されることが
あります。
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※この会員規定に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていた
だきますので、その旨お書き添えの上、カード利用前にカードを切
断し利用不能の状態にして当社へご返却下さい。

（取扱カード会社）
トヨタファイナンス株式会社

2021 年 10 月版
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