
個人情報の取扱い（収集･保有・利用･提供）に関する同意条項 

申込者（以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という）は、本同意条項及び今

回お申込される取引の規約等に同意します。 

第 1条（個人情報の収集・保有・利用、預託） 

（1）会員は、今回のお申込みを含む大和ハウスフィナンシャル株式会社（以下「当社」という）との各種取引

（以下「各取引」という）の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報（以下これらを総称して「個人情

報」という）を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 

①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により

届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報（E メールアドレス、SNSア

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

項及び当社が会員に付与したハートワンポイントに関する事項 

②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用

状況及び契約内容に関する情報 

③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報 

④会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報 

⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認

を行った際に収集した情報 

⑥会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報（映像・通話情

報を含む） 

⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その

際に収集した情報（公的機関に当該書類の交付を申請するに際し､法令等に基づき､①～③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。） 

⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、各収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報 

⑨インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と

判断したもの（会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む） 

（2）当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する

場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、（1）により収集した個人情報を当該委託先企業に提供

し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。 

なお、与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下のとおりです。 

  ジェーピーエヌ債権回収㈱ 

第 2条（第 1条以外での個人情報の利用） 

（1）会員は、第 1条（1）に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第 1条（1）①②③④⑥⑨の

個人情報を利用することに同意します。 

①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業（それらに付随して提供するサービスを含む）並びにそ

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

インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス 

②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセ

ージその他インターネット上の連絡等による営業案内 

③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業（それらに付随して提供するサービスを含む）並びにそ

の他当社の事業における市場調査、商品開発 

※当社の具体的な事業内容は、下記の当社ホームページに常時掲載しております。 

当社ホームページアドレス http://www.daiwahousefinancial.co.jp 

http://www.daiwahousefinancial.co.jp/


（2）会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が

送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。 

第 3条（第三者提供） 

（1）会員は、当社が保護措置を講じた上で以下の個人情報を大和ハウス工業株式会社及び大和ハウスグ

ループ各社（以下これらを総称して「受領者」という）に提供し、受領者が以下の目的で利用することに同意

します。 

［利用目的］ 

①受領者のクレジット関連事業・金融サービス事業・住宅事業・リフォーム事業・集合住宅事業・マンション

事業・商業店舗開発建築事業・不動産分譲事業・不動産仲介事業・ホテル事業・小売事業・フィットネス事

業・運輸事業・リース事業等におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフタ

ーサービスの提供 

②①の受領者各事業における市場調査、商品開発並びに受領者のグループ企業全体としての市場調査

並びにグループ企業全体としての販売促進 

※なお、受領者名及び受領者の具体的事業内容については、下記の受領者ホームページにて常時掲載し

ております。 

大和ハウス工業株式会社ホームページアドレス        http://www.daiwahouse.co.jp 

大和ハウスグループホームページアドレス http://www.daiwahouse.com/about/company/ 

［提供する個人情報］ 

①第 1条（1）①の情報 

（2）会員は、当社に対して前項の個人情報の提供について、停止の申し出ができます。 

（3）受領者が保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申し出に関しまして

は、下記第 7条（問合せ窓口）記載の当社問い合わせ窓口までお願いします。 

第 4条（個人信用情報機関への登録・利用） 

（1）会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の

収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という）及

び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」という）に照会

し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。

なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び

貸金業法等により、支払能力（返済能力）の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 

（2）会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、（３）に定めるとおり加盟個人信用情報

機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能

力に関する調査のために利用されることに同意します。 

（3）加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記の通り

です。 

株式会社シー・アイ・シー（CIC） (割賦販売法及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 新宿ファーストウエスト 15階 

ナビダイヤル 0570-666-414 

http://www.daiwahouse.co.jp/


ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/ 

登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本

人を特定するための情報等、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回

数・期間、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、延滞等支払い状況に関する情報 

登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が㈱シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間 

②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後 5年以内 

③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後 5年以内 

※㈱シー・アイ・シー（CIC）の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームペ

ージをご覧ください。 

  

株式会社日本信用情報機構（JICC） (貸金業法に基づく指定信用情報機関) 

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41-1 

ナビダイヤル 0570-055-955 

ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp 

登録情報 本人を特定するための情報（氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証

等の記号番号等）、契約内容に関する情報（契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付

金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等）、返済状況に関する情報（入金日、入金

予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等）、取引事実に関する情報

（債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等） 

登録期間 ①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が㈱日本信用情報機構に照会した日から 6ヶ月

以内  

②本人を特定するための情報は、契約内容等に関する情報が登録されている期間 

③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5年以内 

④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5年以内（ただし、債権譲渡の事実

に係る情報については当該事実の発生日から 1年以内） 

 

（4）提携個人信用情報機関は、下記の通りです。 

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  フリーダイヤル 0120-540-558 

ホームページアドレス http://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。 

第 5条（個人情報の開示・訂正・削除） 

（1）会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己

に関する会員の個人情報の開示請求ができます。 

https://www.cic.co.jp/
http://www.jicc.co.jp/


 ①当社に開示を求める場合には、第 7条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き（受付窓口、受

付方法、必要な書類、手数料等）の詳細についてお答えします。 

 ②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機

関にご連絡ください。 

（2）万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、

速やかに訂正又は削除に応じるものとします。 

第 6条（本同意条項に不同意の場合） 

当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項（各取引の申込書で会員が記載すべき事項）の記載

をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、

各取引を終了させることがあります。ただし、第 2条（1）①②又は第 3条（1）に同意しないことを理由に各取

引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。 

第 7条（問い合わせ窓口） 

当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申し出、第 2条（2）①②及

び第 3条（１）の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申し出に関しましては、下記の当社問合せ窓

口までお願いします。 

【郵便番号・住所】〒165-8555 東京都中野区江原町 1-13-22 

【センターの名称】HeartOne カードインフォメーションセンター 

（業務委託会社 株式会社クレディセゾン） 

【電話番号】東京 03-5996-1791／大阪 06-7709-8053 

第 8条（契約の不成立及び終了後の個人情報の利用） 

（1）各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引の申込み・契約

をした事実、及び第 1条（1）に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外

に利用されません。 

 ①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用 

 ②第 4条（2）に基づく加盟個人信用情報機関への登録 

（2）各取引が終了した場合であっても、第 1条（１）に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める

目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。 

（3）第 1項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力

に関する調査のために利用されます。 

第 9条（合意管轄裁判所） 

会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の

住所地又は当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所といたします。 

第 10条（条項の変更） 

本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。 

第 11条（提携クレジットカードの特則） 

(1)会員は、各取引が、当社が第三者（以下「提携先」という）と提携して発行するクレジットカード（以下「提

携カード」という）に係る契約の場合には、当社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取

扱い（収集・保有・利用）に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に収集・利用する



ことに同意します。なお、会員が第 1条（1）の個人情報の変更を当社又は提携先のいずれかに届け出たと

きも同様とします。 

(2)会員は、各取引に関する審査結果を当社から提携先へ通知することをあらかじめ同意します。 

■個人情報保護管理者 

 当社では個人情報の保護を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者（管理部門担当役員）を

設置しております。 

 

提携企業の個人情報取扱い（収集･保有・利用）に関する同意条項 

第 1条（適用） 

本同意条項は、申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)が申込書

表記の企業(以下「提携企業」という)が大和ハウスフィナンシャル株式会社(以下「当社」という)と提携して発

行するクレジットカード(以下「提携カード」という)の申込みを行う場合に適用します。 

第 2条（同意） 

会員は提携企業が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・保有・利用することに同意しま

す。 

［収集・保有・利用する個人情報］ 

〇提携カード申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、

職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が提携企業に届け出た事項 

〇提携企業における提携カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数 

[利用目的] 

〇提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、サービス提供、

宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス 

〇提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、市場調査、商

品開発 

※提携企業の具体的 な 事業内容は提携企業 ホ ー ム ペ ージ 又は当社ホ ームペ ー ジ

(http://www.daiwahousefinancial.co.jp)等に常時掲載しております。 

第 3条（提携企業との同意事項の適用） 

提携企業と会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別途同意がある場合で、当該同意事

項と本同意条項の内容が相違するときは、提携企業との同意事項が適用されます。 

 

 

HeartOne カード規約（全カード共有） 

 

 

［HeartOne カードお申込みにあたってのご留意事項］ 



 

1．お申込み可能な方 

HeartOneカードは 18才以上（高校生除く）で電話連絡可能な方で、当社の提携する金融機関に決済口座

をお持ちの方に限りお申込みいただけます。 

HeartOneカードはクレジットカードの性格上カード券面に表示された会員本人に限り利用できるものとしま

す。 

※未成年、学生（成年を含む）の方は、親権者（又はご両親）の同意の確認をさせていただきます。 

お客様からのお申込み受付後、所定の入会審査をさせていただき、カード発行のお手続きをとらせていた

だきます。 

審査によりお申込みの意にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

 

※取扱い金融機関一覧表（平成 28年 10月 1日現在） 

●全都市銀行  左記金融機関は全てお取扱いできます。 

●全地方銀行  左記金融機関は全てお取扱いできます。 

●全第二地銀 左記金融機関は全てお取扱いできます。 

●全長期信用銀行  左記金融機関は全てお取扱いできます。 

●全信用金庫  左記金融機関は全てお取扱いできます。 

●全労働金庫  左記金融機関は全てお取扱いできます。 

●商工組合中央金庫 左記金融機関は全てお取扱いできます。 

●信託銀行：一部お取扱いできない信託銀行がございます。 

●信用組合：一部お取扱いできない信用組合がございます。 

●農協：47都道府県全て（非オンライン農協を除く） 

●漁協：静岡県漁連 北海道漁連 愛知県漁連 広島県漁連 大分県漁連 富山県漁連 千葉県漁連 

●証券会社：マネックス証券 

●その他：ゆうちょ銀行 住信 SBIネット銀行 楽天銀行 イオン銀行 ジャパンネット銀行 新生銀行 あおぞ

ら銀行 セブン銀行 じぶん銀行 

 

 

2．カードの年会費・利用可能枠 

HeartOneカードの入会金及び年会費は無料です。 

カードのご利用可能枠につきましては、カードの発行時にご案内いたします。 

「ショッピングご利用可能枠」は割賦販売法に基づき算出した「支払可能見込額」の 90％以内かつ当社の

基準によりお客様毎に設定され、その範囲内でカード毎のご利用可能枠が設定されます。 



つきましては、既に当社発行の他のクレジットカードをお持ちの場合、当該カードの「ショッピングご利用可

能枠」も合わせて見直しさせていただきます。「キャッシングご利用可能枠」は貸金業法に基づき、他の貸金

業者のご利用残高と合算して年収の 3分の 1以内とさせていただきます。 

また、当社のご利用可能枠と他の貸金業者でのご利用残高の合算が 100万円を超える場合は、所得証明

書類（コピー）のご提出をお願いしております。 

当社発行のクレジットカードをお持ちの場合、今回のカード発行に関する審査の結果、現在の「キャッシン

グご利用可能枠」が引き下がる場合がございます。 

 

 

 

第 1章（カードの発行） 

第 1条（カードの発行） 

（1）本規約を承認し、HeartOne カード（以下「カード」という）のご利用のお申込みをされ、大和ハウスフィナ

ンシャル株式会社（以下「当社」という）が、カードのご利用を認めた方（以下「本会員」という）にカードを発

行します。 

（2）本会員が予め指定したご家族のうち、本会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負う

ことをご承認の上当社に入会の申込みをされ、当社がご利用を認めた方（以下「家族会員」といい、本会員

と総称して「会員」という）に家族カードを発行いたします。本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務

を負うものとします。 

（3）家族カードを発行するカードは当社が指定します。 

第 2条（カードの貸与） 

（1）カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード（カード表面（４桁）又はカード裏

面（３桁）に印字される数値をいう）等（以下総称して「カード情報」という）が表示されています。カードの所有権

は当社にあり、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上会員が利用できるようにし

たものです。会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。なお、

当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更す

ることができるものとします。 

（2）カード及びカード情報のご利用は会員に限定され、カードを貸したり、預託したり、譲り渡したり、質入そ

の他の担保利用などをしたりすることはできません。また、カード情報を会員以外に使用させたり提供した

りすることもできませｎ。カード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本会員の負担とします。 

（3）会員にはカードを受け取られたと同時に、カードの所定欄に署名していただきます。 

（4）会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又は利用されたことによる損害は、本会員のご

負担となります。但し、会員が故意又は過失のなかったことを証明し、当社が認めた場合は、この限りでは

ありません。 

第 3条（有効期限） 

（1）カードの有効期限は、当社が定めます。 



（2）（1）の有効期限までに特に本会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新し

い有効期限のカードを送付いたします。ただし、当社が必要と認め、本会員に通知したときは、カードの有

効期限を繰り上げることができるものとします。 

（3）本会員は、有効期限経過後のカードを自らの責任において直ちに切断・破棄するものとします。また、

カードの有効期限内におけるカード利用によるカード利用代金のお支払いについては、有効期限経過後と

いえども、本規約を適用するものとします。 

第 4条（暗証番号） 

（1）暗証番号は本会員に届け出ていただきます。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測さ

れる番号を避けるとともに、会員は、暗証番号を本人以外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。 

（2）会員が、本会員又はご本人以外の方に暗証番号を知らせ、又は知られた場合、これによって生じた損

害は、本会員のご負担とします。ただし、会員が故意又は過失のなかったことを証明し、当社が認めた場合

は、この限りではありません。 

（3）本会員から暗証番号の届出がない場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録する場合があ

ります。 

 

第 2章（カードによる商品購入等） 

第 5条（カードのご利用） 

（1）会員は、当社が提携する株式会社クレディセゾン（以下「セゾン」という）及びセゾンが提携するクレジッ

トカードネットワーク等により利用可能な店舗・施設・売場等（以下「加盟店」という）で、カードを提示し、伝

票等にカードと同一の署名を行うことにより、商品・権利の購入又はサービスの提供（商品・権利・サービス

を以下「商品等」といい、当社が提供するものも含む）を受けることができます（以下「商品購入」という）。た

だし、一部カードのご利用ができない商品等もございます。なお、当社が加盟店へ立替払いをすること及び

商品等の購入を取り消し代金精算される際は当社の定める方法でお手続きいただくことを、予めご承諾い

ただきます。 

（2）（1）の規定にかかわらず、セゾンが指定する加盟店においては、立替払いではなく、当社がセゾンを通

じて加盟店から商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾していただくものとし、これらの場合、本会

員に対する通知を省略することに承諾していただきます。ただし、取り消しについては、(1)を適用いたしま

す。 

（3）セゾンが認める加盟店又は商品等については、(1)に定める伝票等への署名を省略すること、もしくは

伝票等への署名に代えて暗証番号を入力する方法によること、又はカードの提示及び伝票等への署名に

代えて暗証番号、カード番号等カード上に記された情報のいずれか又は両方を入力する方法等により、商

品の提供を受けることができるものとします。 

（4）カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、加盟店

が当社に対してカードのご利用に関する確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードのご利

用をお断りすることがあります。会員は、換金又は違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。

貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。 



（5）カードのご利用可能枠は、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が審査し決定した額までとします。

ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたしますまた、

当社が認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。 

（6）カードを 2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員

のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードのご利用可能枠は、各カードに定められた額と

します。 

第 6条（保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い） 

（1）会員は、インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者（以下「継続

的サービス事業提供者」という）とのお取引（以下「サービス契約」という）にかかわる継続的サービス利用

代金のお支払いにカードをご利用される場合、本会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者

に預託するものであり、その責任は本会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービ

ス事業提供者に対して支払うことを承認の上、第 7条（弁済金等の支払方法等）により当社へお支払いい

ただきます。 

（2）カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サー

ビス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。 

（3）カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出て

いただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知すること

があります。 

(4)会員又はカード解約された元会員（以下「会員等」という）が前項の継続的サービス事業提供者からの承

諾を得ないために発生した継続的サービス利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に

支払いを行ったときにも、会員等はその継続的サービス利用代金を第 7条（弁済金等の支払方法等）（1）に

よりお支払いいただきます。 

（5）カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対する継続的サー

ビス利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該継続的サービス事業提供者との契約が解約とな

っても、当社は責任を負いません。なお、会員等が契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス

事業提供者との間でお手続きをお願いします。 

（6）会員は、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。 

第 7条（弁済金等の支払方法等） 

（1）商品購入代金の支払方法及び支払金額は、以下のとおりとします。 

①お支払いは、本会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とし

ます。 

②支払金額は商品購入代金を毎月 10日（以下「利用締切日」という）に締切り、当月 14日（以下「利

用算定日」という）に（2）により算定した額とし、翌月 4日（金融機関休業日の場合は、翌営業日。以

下「お支払日」という）にお支払いいただきます。 

③事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対

し再度口座振替の依頼は行いません。 

 



（2）会員にはご利用の都度、以下のリボルビング方式、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナ

ス 2回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1回払い以外のご利用は、当社が指定する加盟店・

商品等・期間に限らせていただきます。なお、お支払い方法のご指定がない場合には、1回払いとなりま

す。 

①リボルビング方式－利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入代金の残

高（以下「リボ算定日残高」という）を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」

記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額又は本会員が定額コースを選択のうえ 1万円単位で予め

指定した金額（以下「弁済金」という）をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定の手

数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。手数料は毎月のリボ算定日残高に

対し当月 5日から翌月 4日までの日割計算とします。但し、初回手数料は、利用算定日の翌日から翌月 4日ま

でを日割計算します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払いも可能です。この場合の手数料は、

利用算定日の翌日又は前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。②1回払い(支払回数：1回)

－商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。 

③ボーナス一括払い(支払回数：1回)－商品購入代金締切後、最初のボーナス月（1月又は 8月）のお支払

日に一括してお支払いいただく方法です。 

④2回払い(支払回数：2回)－商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の 2回で均等分割してお

支払いいただく方法です。なお、円未満の端数が生じた場合には、2回目にお支払いいただきます。 

⑤ボーナス 2回払い(支払回数：2回)－商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月（1月及び 8

月又は 8月及び 1月）のお支払日の 2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数

が出た場合及び分割払手数料は 2 回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は、

末尾「ボーナス 2回払いのお支払いについて」に記載のとおりです。 

⑥支払方法の変更－支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、1 回払い分、ボーナス一括

払い分及び 2回払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、1回払い分は、カード利用時点でリボ

ルビング払いの指定があったものとします。ボーナス一括払い分は、変更後最初に到来する利用算定日（但し、

利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用

算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。）の対象となる利用締切日にリボルビング払いの指定があ

ったものとします。 

また 2回払い分は、1回目の支払い分に応答する利用算定日以前にお申し出があった場合は、カード利用時点

でリボルビング払いの指定があったものとし、当該利用算定日より後にお申し出があった場合は、各回の支払

金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。 

⑦支払方法の自動変更サービス－当社の定める方法でお申し出いただくことにより、全ての商品購入代金

のお支払い方法をリボルビング方式へ変更できます。 

（3）(2)①の弁済金、②の 1 回払いによりお支払いいただく金額及び、③から⑤によって各回ごとにお支払

いいただく金額（以下「分割支払金」といい、毎月のお支払い金額の総称を「弁済金等」という）は予めご利

用明細書で通知します。本会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものである

か等につき確認しなければならないものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載

の内容については、当該通知受取り後 20日以内に、本会員から特にお申し出のない場合は承認されたも

のといたします。 



（4）本会員は、当社が定める日までにお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できま

す。（5）手数料率及び末尾「月々お支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更することがあります。

その場合、第 19条（本規約の変更等）の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせいたしました時の残

高を含め、変更後の手数料率及び弁済金額が適用されます。 

第 8条（弁済金等の遅延損害金） 

（1）弁済金等のお支払いを遅れた場合は、当該金額（第 7条（弁済金等の支払方法等）(2)①の手数料を除

きます。）に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年 14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。

ただし、分割支払金については、当該分割支払金の残金全額に対し年 6.0%で計算された額を超えないもの

とします。 

（2）第 20条（期限の利益喪失）に該当した場合は、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、1 

回払い及びリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年 14.6%、分割支払金

の残金金額については年 6.0%で計算された遅延損害金をいただきます。 

（3）遅延損害金の料率の変更については第 7条（弁済金等の支払方法等）(5)を適用いたします。 

第 9条（商品の所有権） 

購入された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。 

第 10条（見本、カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等） 

見本・カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用した加盟

店に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。 

第 11条（支払停止の抗弁） 

（1）本会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等

のお支払いを停止することができます。 

①商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。 

②商品の破損、汚損、故障、又は商品・権利に、その他何らかの欠陥がある場合。 

③会員が商品購入により加盟店に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。 

（2）当社は、本会員から(1)の支払いの停止のお申し出があったときは、直ちに当社の定める手続きをいた

します。 

（3）(2)のお申し出をするときは、問題解決のために加盟店との交渉に努めていただきます。 

（4）(2)のお申し出をするときは、上記内容がわかるものを書面にて（資料がある場合には資料を添付して

下さい）当社に提出していただきます。また、お申し出の内容を当社が調査するときは、ご協力いただきま

す。 

（5）(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。 

①商品購入が割賦販売法第 35条の 3の 60第 1項に該当するとき。 

②会員の指定した支払方法が 1回払いのとき。 

③リボルビング払いで利用した１回の商品購入代金の合計が 3万 8千円に満たないとき。 

④リボルビング払い以外の支払方法で利用した１回の商品購入に係る支払総額が 4万円に満たないとき。 

⑤本会員によるお支払い停止のお申し出内容が信義に反すると認められるとき。 

 

第 3章（キャッシングサービス） 



第 12条（キャッシングサービス） 

（1）本会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資（以下「キャッシングサービス」という）を受けら

れます。本会員が申し込み、当社が認めた場合は家族会員もキャッシングサービスを利用できます。 

①当社及び当社の提携する金融機関等組織の現金自動支払機又は現金自動預払機（以下「ＣＤ・ＡＴＭ」

という）を利用する方法。 

②当社所定の手続きにより第 7条（弁済金等の支払方法等）(1)①で本会員が指定した金融機関口座に振

込む方法。 

③その他当社が定める方法。 

（2）1回当たりの融資金額は、原則として 1万円単位といたします。ただし(1)②の方法による場合、及び当

社が認める場合に限り 1,000円単位とします。キャッシングサービスのご利用可能枠及び利用の停止につ

いては第 5条（カードのご利用）(5)、当社クレジットカードを 2枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額、

及びそれぞれにクレジットカードのご利用枠については第 5条(6)を適用いたします。 

（3）当社は、会員のキャッシングサービスご利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシ

ングサービスのご利用をお断りすることがあります。 

第 13条（融資金の支払方法等） 

（1）キャッシングサービスご利用による融資金（以下「融資金」という）及び利息（融資金と利息とを合わせ、

以下「融資金等」という）の支払金額は、融資金等を毎月末日（以下「融資金締切日」という）に締切り、翌月 14

日（以下「融資金算定日」という）に（2）(3)により算定した額とし、翌々月 4日（金融機関休業日の場合は、翌営業

日とし、第 7条（弁済金等の支払方法等）（1）に定めるお支払日と総称して、以下「お支払日」という）に、お支払

いいただきます。 

(2)会員には、ご利用の都度、以下の定額のリボルビング方式（以下「リボルビング方式」という）、又は一括

返済方式（以下「一括払い」という）のいずれかをご指定いただきます。 

①リボルビング払い－本会員が予め選択した以下の標準コース又は長期コースによりお支払いいただく方

法です（長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です）。 

○標準コース－毎月のお支払日に、融資金等を 1万円ずつ（1万円未満の場合は全額）お支払いいただく

方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高（以下

「融資金リボ残高」という）が 20万円を超えた場合は支払金額を 5千円増額し、これに加え 10万円を超え

る毎に 5千円ずつ増額します。 

○長期コース－毎月のお支払日に、融資金等を 4千円ずつ（4千円未満の場合は全額）お支払いいただく

方法です。ただし、融資金リボ残高が 10万円を超えた場合は支払金額を 2千円増額し、これに加え 5万円

を超える毎に 2千円ずつ増額します。 

②一括払い－お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です（①の毎月のお支払額と②

によってお支払いいただく金額とを合わせ、以下「返済金」という）。 

③支払方法の変更－支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括

払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく金額は、

①の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。 

④支払方法の自動変更サービス－当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング

方式へ変更できます。 



（3）融資利率は、カード送付時の書面その他の書面にとり通知します。利息は毎月の融資金リボ残高に対

し当月 5日から翌月 4日までを日割計算します。ただし、初回利息は、ご利用の翌日から融資金締切日の

翌々月 4日までを日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第 1条第 1項に規定する利率を超える

場合は、超える部分について本会員に支払義務はありませｎ。 

（4）返済金の支払方法については第 7条（弁済金等の支払方法等）(1)①、③を、返済金の請求通知等につ

いては第 7条(3)を、返済金の増額については第 7条(4)を、リボルビング方式の月々支払金額及び利率の

変更については第 7条(5)をそれぞれ適用いたします。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払

いも可能です。この場合の利息は、ご利用日又は前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によりま

す。 

（5）(3)又は(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただ

きます。 

（6）当社は、貸金業法第 17条及び同法第 18条に基づき交付する書面（電磁的方法によるものを含む）を、

キャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代え

て毎月一括記載する方法により書面交付することについて本会員から承諾を得た場合には、毎月一括記

載により交付できるものとします。 

（7）(6)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシ

ングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。 

第 14条（融資金の遅延損害金） 

（1）返済金のお支払いが遅延した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に

至るまで融資利率の 1.46倍の実質年率（ただし、年 20.0%を上限とします）で計算した額の遅延損害金をお

支払いいただきます。 

（2）第 20条（期限の利益喪失）に該当した場合は、残債務（融資金）の全額に対し、期限の利益を喪失した

日の翌日から完済に至るまで融資利率の 1.46倍の実質年率（ただし、年 20.0%を上限とします）で計算した

額の遅延損害金をお支払いいただきます。 

（3）遅延損害金の利率の変更については第 7条（弁済金等の支払方法等）(5)を適用いたします。 

 

第 4章（共通事項） 

第 15条（支払額の充当方法） 

（1）本会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせ

ずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払い

が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法に

よりいずれの期限末到来債務にも充当できるものとします。 

（2）(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については、割賦販売法第

30条の 5の規定によります。 

第 16条（カードの紛失、盗難等） 

（1）カードを紛失されたり、盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合（以下「紛失等」という）、

会員は、すみやかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきま

す。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。 



（2）(1)の場合、ご本人以外によるカードの使用により生じた損害のうち、当社にご連絡をいただいた日を含

めて、61 日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、

以下の項目に該当する場合は、本会員にお支払いいただきます。 

①会員が第 2条（カードの貸与）に違反されたことによる場合。 

②①以外に、会員が本規約に違反されている場合。 

③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。 

④会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。 

⑤第 4条（暗証番号）(2)にあたる場合。ただし第 4条（２）ただし書きに該当する場合を除きます。 

⑥カードが会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。 

⑦(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出（以下、これらにつき本号

において「各手続き」という）において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続きを行

わなかった場合もしくは各手続きを遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけな

い場合。 

第 17条（カードの再発行） 

紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、

会員には当社所定の手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、本会員には当社

所定のカード再発行費用をご負担いただきます。 

第 18条（お届け事項の変更等） 

（1）本会員には、住所、氏名、電話番号、E メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移

転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項（取引目的等を含みます。）等のお届け事項に変更が

あった場合、すみやかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。 

（2）当社が本会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときで

も通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをとれなかっ

た場合を除きます。 

（3）当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行す

る書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容

又は収集内容に変更することができるものとします。 

第 19条（本規約の変更等） 

当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、当社ホームページ

(http://www.daiwahousefinancial.co.jp)での告知その他当社所定の方法により本会員へお知らせいたしま

す。なお、お知らせ後に本規約に基づく取引があった場合又はお知らせ後 1ヶ月の経過をもって、内容を承

認いただいたものとみなします。 

第 20条（期限の利益喪失） 

（1）以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ち

に残債務の全額を支払うものとします。 

①弁済金又は分割支払金のお支払いが遅れ、当社から 20日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で

催告したにもかかわらず、その期間内のお支払いがなかったとき。 



②商品購入が割賦販売法第 35条の 3の 60第 1項に該当する場合で、本会員の弁済金等のお支払いが

1回でも遅れたとき。 

③お支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲

渡、貸与等に利用したとき。 

④①以外のお支払いが 1回でも遅れたとき。ただし、返済金については利息制限法第１条第１項に規定す

る利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 

⑤自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。 

⑥差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。 

⑦本会員又は本会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関

して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをされたと

き。 

（2）以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により、期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残

債務の全額を支払うものとします。 

①(1)の①から④を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。 

②本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。 

③会員が、第 22条（その他承諾事項）(2)の暴力団等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していること

が判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期

間内に報告書が提出されないとき。 

第 21条（合意管轄裁判所） 

会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本会員の住所地又は当社

の本社、支店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所といたします。 

第 22条（その他承諾事項） 

（1）会員はその他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。 

①第 7条（弁済金等の支払方法等）（2）①の手数料、第 13条（融資金の支払方法等）（3）の融資金の利息並び

に第 8条（遅延損害金）及び第 14条（遅延損害金）の遅延損害金は、年 365日（うるう年は年 366日）の日割計

算で行うこと。 

②キャッシングサービスのご利用及び返済金のお支払いをＣＤ・ＡＴＭで行う場合、当社所定の利用手数料

（ただし、利息制限法施行令第 2条に定める額を上限とします。）をご負担いただくこと。 

③本会員のご都合により第７条（弁済金等の支払方法等）、第 13条（融資金の支払方法等）以外のお支払

い方法において発生した入金費用、公租公課又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、

お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格をなくされた後についても本会員にご負担いただくこ

と。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関す

る法律に定める範囲内とします。 

④当社が本会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡し

た債権を再び譲り受けること。 

⑤当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード情報を不正取得された場合は、当社か

らの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収すること、 



⑥当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前

に通知することなく、商品購入及びキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間

制限し、又はお断りすることがあること。 

⑦前号の場合に、当社がカードを無効化のうえカード再発行手続きをとることがあること。 

⑧当社が本会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、勤務先、収入等の確認を

求めるとともに、本会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご

提出いただくことがあること。 

⑨当社が本会員に対し、与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合

に、本会員の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先にて電話確認を取ることがあること。 

⑩本会員のカードについて第７条（弁済金等の支払方法等）(1)①の口座振替によるお支払が連続して 13

ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがある

こと。 

⑪前号の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。 

⑫当社が本会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。 

⑬カードの使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。 

⑭当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス（以下「付帯サービス」という）を利用する場合、付帯サー

ビスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。また、当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改

廃できること。 

（2）本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員に該当せず、また、該当しなくなった時から 5年

を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、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、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、そ

の他これらに準じる者（以下総称して「暴力団員等」という）に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも

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するものとします。なお、当社は、会

員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止す

るとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は当社に対

し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。 

①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴

力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 

②暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有

すること。 

③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

（3）当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12条第 3項第 1号又は第

2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあ

ります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード

利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合におい

ても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合がありま

す。 

第 23条（会員資格の喪失等） 



（1）本会員が以下のいずれかに該当した場合は、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用

の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をさせていただくことがあります。また、

当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。 

①第 7条（弁済金等の支払方法等）(1)①の自動振替手続きのために必要な金融機関口座の預金口座振

替依頼書等をご提出いただけないとき、又は前条(1)⑪の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけ

ないとき。 

②第 20条（期限の利益喪失）(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。 

③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、届出等を行う際に虚偽の申告をしたとき、又は、

当社に対する債務の返済が行われないとき。 

④信用情報機関の情報により、本会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判

断したとき。 

⑤第 18条（お届け事項の変更等）(1)に違反したことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断

したとき。 

⑥換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、又はキャッシングサービス、暗証番号を利

用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カ

ード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。 

⑦当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる

行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する

行為、その他これらに準ずる行為があったとき。 

⑧本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断したとき。 

⑨本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。 

（2）(1)の処置は、加盟店、ＣＤ・ＡＴＭ機を通じて行うなど当社所定の方法により行うものといたします。 

（3）会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を行っていただき、カードを返却していた

だきます。 

（4）本会員が会員資格を取り消された場合には、家族会員も会員資格を喪失します。 

(5) 会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。 

(6)本会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。 

第 24条（日本国外でのカードのご利用） 

日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。 

①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、

国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指

定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。 

②商品購入代金及び融資金のお支払い方法は 1回払いといたします。 

③本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。 

④当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。 

⑤商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点

で適用されるレートと本⑤の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。 

第 25条（業務委託） 



当社はカード発行業務・代金決済業務・システム運用業務・その他各種問い合わせ業務及びこれらに付随

する業務等を、株式会社クレディセゾンに委託し、また、与信後の管理業務の一部についてはジェーピーエ

ヌ債権回収株式会社に業務委託します。なお、会員は、当該業務委託先が本委託内容に必要な範囲内で

個人情報を取扱うことについて予め同意するものとします。 

 

第 5章 HeartOneアメリカン・エキスプレス・カード特則 

第 26条（適用） 

HeartOneアメリカン・エキスプレス・カードについては、第 25条までの規定に加えHeartOneアメリカン・エキ

スプレス・カード特則が適用されます。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。 

第 27条（カードの発行） 

第 25 条までの規約と本特則（以下総称して「本規約」という）をご承認の上当社に入会のお申込みをされ、

当社が第 1条に定める本会員又は家族会員として認めた方（以下「会員」という）に HeartOneアメリカン・エ

キスプレス・カード（以下「本カード」という）を発行いたします。 

第 28条（年会費） 

本会員は当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員

登録した月（以下「会員登録月」という）の翌月から 1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の

翌々月 4日に第 7条（弁済金等の支払方法等）(1)①に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も

同等とします。なお、年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。 

第 29条（キャッシングサービス） 

キャッシングサービスについては、第12条（キャッシングサービス）の規定に以下の項目を追加したします。 

(4)会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店において本カードを提

示し、その営業所が定める手続きに従い、第 12 条(2)に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサー

ビスをご利用できます。ただし、この場合使用目的が限定される場合があります。 

(5)(1)から(4)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（以下「ア

メリカン・エキスプレス社」という）が別途定める規定がある場合は、それが適用されます。 

第 30条（カードの再発行） 

カードの再発行については、第 17条（カード再発行）を適用します。 

第 31条（会員資格の喪失等） 

第 23条（会員資格の喪失等）(1)に以下の事項を追加します。 

⑩年会費のお支払いがないとき。 

第 32条（外国通貨建て取引の円換算方法） 

第 24条（日本国外でのカードのご利用）①は以下の通りとします。 

①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に

換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス社が換算する場合、カードの利用代

金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算す

るものとし、商品購入代金については、円換算時に 2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用しま

す。 

 



第 6章 大和ハウスグループ・アメリカン・エキスプレス・カード特則 

第 33条（適用） 

大和ハウスグループ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、第 25 条までの規定に加え、大和ハウス

グループ・アメリカン・エキスプレス・カード特則が適用されます。両規定が重複する場合は、本特則を優先

いたします。 

第 34条（カードの発行） 

第 25 条までの規約と本特則（以下総称して「本規約」という）をご承認の上当社に入会のお申込みをされ、

当社が第1条に定める本会員又は家族会員として認めた方（以下「会員」という）に大和ハウスグループ・ア

メリカン・エキスプレス・カード（以下「本カード」という）を発行いたします。 

第 35条（キャッシングサービス） 

キャッシングサービスについては、第12条（キャッシングサービス）の規定に以下の項目を追加したします。 

(4)会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店において本カードを提

示し、その営業所が定める手続きに従い、第 12 条(2)に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサー

ビスをご利用できます。ただし、この場合使用目的が限定される場合があります。 

(5)(1)から(4)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（以下「ア

メリカン・エキスプレス社」という）が別途定める規定がある場合は、それが適用されます。 

第 36条（カードの再発行） 

カードの再発行については、第 17条（カード再発行）を適用します。 

第 37条（外国通貨建て取引の円換算方法） 

第 24条（日本国外でのカードのご利用）①は以下の通りとします。 

①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に

換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス社が換算する場合、カードの利用代

金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算す

るものとし、商品購入代金については、円換算時に 2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用しま

す。 

 

第 7章 HeartOneプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード特則 

第 38条（適用） 

HeartOne プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、第 25 条までの規定に加え HeartOne プラ

チナ・アメリカン・エキスプレス・カード特則が適用されます。両規定が重複する場合は、本特則を優先いた

します。 

第 39条（カードの発行） 

第 25 条までの規約と本特則（以下総称して「本規約」という）をご承認の上当社に入会のお申込みをされ、

当社が第 1条に定める本会員又は家族会員として認めた方（以下「会員」という）にHeartOneプラチナ・アメ

リカン・エキスプレス・カード（以下「本カード」という）を発行いたします。 

第 40条（年会費） 

本会員は当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員

登録した月（以下「会員登録月」という）の翌月から 1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の



翌々月に第 7 条（弁済金等の支払方法等）(1)に定める方法によりお支払いいただくものとし、以後も同等と

します。なお、年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。 

第 41条（キャッシングサービス） 

キャッシングサービスについては、第12条（キャッシングサービス）の規定に以下の項目を追加したします。 

(4)会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店において本カードを提

示し、その営業所が定める手続きに従い、第 12 条(2)に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサー

ビスをご利用できます。ただし、この場合使用目的が限定される場合があります。 

(5)(1)から(4)のほか、当社及びアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（以下「ア

メリカン・エキスプレス社」という）が別途定める規定がある場合は、それが適用されます。 

第 42条（カードの再発行） 

カードの再発行については、第 17条（カード再発行）を適用します。 

第 43条（会員資格の喪失等） 

第 23条（会員資格の喪失等）(1)に以下の事項を追加します。 

⑩年会費のお支払いがないとき。 

第 44条（外国通貨建て取引の円換算方法） 

第 24条（日本国外でのカードのご利用）①は以下の通りとします。 

①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に

換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス社が換算する場合、カードの利用代

金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算す

るものとし、商品購入代金については、円換算時に 2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用しま

す。 

第 45条（HeartOne プラチナ・アメリカン・エキスプレスカード） 

HeartOne プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードについては、第 13条（融資金の支払方法等）(1)①は次

のとおりとします。 

①リボルビング払い 

○3万円コース－本会員が 3万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。但し、融資金算定日におけ

る融資金締切日が到来したリボルビング払いの融資金残高（以下「融資金リボ残高」という）が 60万円を超

えたときは、支払金額を 5千円増額し、これに加え 10万円を超える毎に 5千円ずつ増額します。 

○5 万円コース－本会員が 5 万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。但し融資金リボ残高が 100

万円を超えたときは、支払金額を 5千円増額し、これに加え 10万円を超える毎に 5千円ずつ増額します。 

○10 万円コース－本会員が 10 万円ずつお支払日にお支払いいただく方法です。但し、融資金リボ残高が

200万円を超えたときは、支払金額を 5千円増額し、これに加え 10万円を超える毎に 5千円ずつ増額しま

す。 

 

■ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表（第 7条(2)①参照） 

標準コース 長期コース 

リボ算定日残高 
弁済金 

(月々のお支払額) 
リボ算定日残高 

弁済金 

(月々のお支払額) 



1円～100,000円 10,000円 1円～60,000円 3,000円 

100,001円～は 

50,000円増すごとに 
5,000円ずつ加算 

60,001円～200,000円は、 

20,000円増すごとに 
1,000円ずつ加算 

  

  

  

  

  

  

200,001円～400,000円は、 

25,000円増すごとに 
1,000円ずつ加算 

400,001円～500,000円は、 

50,000円増すごとに 
1,000円ずつ加算 

500,001円～は、 

50,000増すごとに 
2,000円ずつ加算 

※弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。 

※新たなカードの利用がないときは、前回と同様のお支払い額となります。 

 

■ボーナス 2回払いのお支払いについて（第 7条(2)⑤参照） 

（例）現金価格 50,000円（税込）のとき 

●分割払手数料 ： 50,000円×（3.0円/100円）=1,500円 

●支払総額 ： 50,000円＋1,500円＝51,500円 

●各お支払日の分割支払金 ： 1回目 25,000円、2回目 26,500円 

 

※利用月は、当月 11 日から翌月 10 日とします。ただし、ご利用になった店舗又は事務上の都合により翌

月以降の利用月で処理される場合があります。 

※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。 

※実質年率は、小数点第 3位を切り上げて表示しています。 

 

■キャッシングでのリボルビング払い月々お支払額算出表（第 13条(2)①参照） 

締切日の融資金残高 長期コース 標準コース 

1円～100,000円まで 4,000円 10,000円 

利用月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

1回目 8月 8月 8月 8月 8月 8月 1月 1月 1月 1月 1月 8月 

2回目 1月 1月 1月 1月 1月 1月 8月 8月 8月 8月 8月 1月 

支払回数(回) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

支払期間(ヵ月) 11 10 9 8 7 6 12 11 10 9 8 12 

実質年率(％) 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 
10.2

9 
4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 3.79 

利用代金 

100円当たりの 

手数料額(円) 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 



100,001円～150,000円まで 6,000円 

150,001円～200,000円まで 8,000円 

200,001円～250,000円まで 10,000円 
15,000円 

250,001円～300,000円まで 12,000円 

300,001円～350,000円まで 14,000円 
20,000円 

350,001円～400,000円まで 16,000円 

400,001円～450,000円まで 18,000円 
25,000円 

450,001円～500,000円まで 20,000円 

500,001円～550,000円まで 22,000円 
30,000円 

550,001円～600,000円まで 24,000円 

  
以降 50,000円増すごとに 

2,000円ずつ加算 

以降 100,000円増すごとに 

5,000円ずつ加算 

 

■キャッシングでのリボルビング払い月々お支払額算出表（第 45条参照） 

締切日の融資金残高 3万円コース 5万円コース 10万円コース 

1円～600,000円まで 30,000円 

50,000円 

100,000円 600,001円～1,000,000円まで   

1,000,001円～2,000,000円まで 以降残高が 100,000円 

2,000,001円～ 増すごとに 5,000円ずつ加算   

※利息は毎月のお支払い額に含まれております。 

※新たなお借入れ又は、お支払日前までにお支払いをされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資

利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合がございます。この場合、利息を超えるまで、上記

表に記載の金額に 1,000 円単位毎で加算した金額がお支払い額となります。ただし、加算される金額の上

限は 5,000円までとします。 

※月々のお支払い額が算出表の該当お支払い額に満たない場合には、全額となります。 

※長期コースは当社が認めた場合に限り選択可能です。 

 

■ショッピングでのリボルビング払いお支払いの一例 

※ご利用可能枠 20万円・長期コース（実質年率 13.8％）でご利用の場合 

※カードにより実質年率は異なります。 

ご購入 

 4/11 

スーツ 60,000円 

（税込） 

 

 

6/11 

ブラウス 20,000円 

（税込） 



お買物可能額 

                  

  

140,000円 
 

  
142,524円 

  

  
 

124,873円 

 

 

  

  
 

    
 

  

  
 

    
 

  

お支払残高 
  

60,000円  
  

57,476円 
  

 
20,000円   

  
 

    
 

55,127円   

お支払額 3,000円 3,000円 4,000円 

  手数料 

60,000円×13.8％÷365

日×21日 

=476円 

57,476円×13.8％÷365

日×10日＋57,476円×

13.8％÷365日×20日

=651円 

55,127円×13.8％÷365

日×10日+（55,127円＋

20,000円）×13.8％÷365

日×21日=804円 

  
商品代金 

充当分  

3,000円-476円 

=2,524円  
  

3,000円-651円 

=2,349円 
    

4,000円-804円 

=3,196円 
  

  
    

        
 

  

お支払日 6/4 7/4 8/4 

※手数料計算期間が通常年うるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は 365日

でうるう年は 366日で計算します。 

（問合わせ先） 

（1）商品購入についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用になった加盟店にご連絡下さい。 

（2）立替払い（お支払い）、支払停止の抗弁に関する書面（HeartOne カード規約第 11 条(4)）、キャッシング

サービスについてのお問合わせ、ご相談は下記におたずね下さい。 

大和ハウスフィナンシャル株式会社 

〒541-0051 大阪市中央区備後町 1-5-2 

貸金業者登録番号 近畿財務局長(4)第 00803号 

●HeartOne カードインフォメーションセンター（業務委託会社 株式会社クレディセゾン） 

 東京 03-5996-1791     大阪 06-7709-8053 

 

◆貸金業務にかかる指定紛争解決機関のご紹介 

貸金業法に基づき､当社の貸金業務に関して､第三者の介入による解決をご希望の方に､以下の指定紛争

解決機関をご紹介します。 

日本貸金業協会会員 第 001319号 

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称 

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 

〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15  TEL：0570-051-051 

（受付時間 9:00～17:30 休：土・日・祝日・年末年始） 

 

●本規約に同意されない場合又はお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前



にカードを切断し、解約される旨を明記の上当社あてご返送ください。 

 

 

大和ハウスグループ施設提携カード特約 

第 1条（適用） 

当社が大和ハウスグループ各社（以下「提携先」という）と提携して発行する大和ハウスグループ施設提携

カード（以下「提携カード」という）については、HeartOne カード規約及び大和ハウスグループ施設提携カー

ド特約が適用されます。両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。 

第 2条（提携先及び提携施設） 

前条で規定する提携先及び当該提携先が管理・運営する発行対象施設は下記の通りです。 

※（ ）内は提携先が管理・運営する提携カード発行対象施設です。 

①大和ハウス工業株式会社 

（イーアスつくば） 

②大和情報サービス株式会社 

（湘南モールフィル、アクロスモール新鎌ヶ谷、沖縄アウトレットモールあしびなー、フォレオ大津一里山、イ

ーアス高尾、イーアス札幌） 

③ロイヤルホームセンター株式会社 

（ロイヤルホームセンター各店） 

第 3条（提携カードの発行） 

お客様が、本特約、HeartOne カード規約、ハートワンポイントサービス規約等に加え、提携先が発行対象

施設において定める会員規約（以下「提携先会員規約」という）を承認し、当社及び提携先（以下「両社」と

いう）にクレジットカードのご利用のお申込みをされ、両社がご利用を認めたお客様（以下「会員」という）に、

HeartOneカードを発行いたします。 

第 4条（ポイントサービス） 

(1)HeartOne カードは、当社が提供するハートワンポイントプログラムに加え、提携先が発行対象施設にお

いて提供するポイントサービス（以下「提携先ポイントサービス」という）が適用されます。 

(2)ハートワンポイントプログラムについては、当社が定めるハートワンポイントサービス規約等に基づくもの

とし、提携先ポイントサービスについては、提携先会員規約に基づき提供されます。 

 

 

ＩＣカード特約 

第 1条（適用） 



本特約は、大和ハウスフィナンシャル株式会社 （以下「当社」という）がご利用を認め発行するカードのうち、

その種類が ICチップを組み込んだカード（以下「ICカード」という）である場合の ICカードの利用方法につい

て定めたもので、HeartOne カード規約及び HeartOne カード規約とともに適用される特約・特則に加え、IC

カードの貸与を受けた会員に適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。 

第 2条（暗証番号） 

本会員は、当社所定の方法によりHeartOneカード規約第 4条（暗証番号）（1）の暗証番号の変更登録を申

し出ることができます。この場合、本会員は ICカードを当社所定の方法により返却し、当社が認めた場合、

IC カードの再発行を受けること又はその他当社所定の方法により変更後の暗証番号を利用できるものとし

ます。 

第 3条（IC カードの管理） 

IC カードの管理については、HeartOne カード規約第 2条（カードの貸与）に以下の項目を追加いたします。 

（5）会員は ICカードの破壊、分解等又は IC カードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等をする

ことはできません。 

第 4条（期限の利益喪失） 

HeartOneカード規約第 20条（期限の利益喪失）（1）に以下の項目を追加いたします。 

⑧IC カードの破壊、分解等を行い、又は ICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行っ

たとき。 

第 5条（特約の変更） 

本特約が変更され、その変更内容を本会員にお知らせした後に、会員が ICカードをご利用された場合又は

お知らせ後 1 ヶ月の経過をもって、内容をご承諾いただいたものとみなさせていただきます。 

 

 

ＥＴＣカード規約 

第 1条（本規約の趣旨） 

本規約は、第 3条に定める ETC会員が次条に定める ETCカードを利用する場合の規約を定めたものです。

ETC会員は本規約を承認し、自動料金収受者が別途定める ETCシステム利用規程及び関係法令を合せ

遵守して ETC カードを利用するものとします。 

第 2条（定義） 

本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。 

①「ETC カード」とは、自動料金収受者が運営する ETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのた

めの専用カードをいいます。 

②「自動料金収受者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会

社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方

道路公社又は都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち、大和ハウスフィ



ナンシャル株式会社（以下「当社」という）の業務委託先である株式会社クレディセゾンと ETCクレジットカー

ド決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。 

③「ETCシステム」とは、自動料金収受者の定める料金所において ETC利用者が ETCカード及び車載器、

並びに自動料金収受者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。 

④「車載器」とは、ETC利用者が ETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいま

す。 

⑤「路側システム」とは、自動料金収受者の定める料金所の ETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と

無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。 

第 3条（ETC カードの発行・管理責任） 

（1）当社は、HeartOne カード規約第 1条に定める本会員（以下「本会員」という）又は家族会員（以下「家族

会員」という）で ETCシステム利用希望者のうちから、当社の定める方法でお申込みをされ、当社が ETCカ

ードのご利用を認めた方（以下「ETC 会員」という）に、ETCカードをHeartOneカード規約第 1条に定めるカ

ード（以下「HeartOneカード」という）に追加して発行し、貸与します。ETC会員は、ETCシステムにおいては

HeartOneカードに代わり ETC カードのご利用により HeartOne カードによる決済サービスを受けることがで

きます。 

（2）ETC カードの所有権は当社にあり、ETC 会員はカードを他人に貸したり、譲り渡したり、質入れその他

の担保利用などはできません。 

（3）（2）に違反し、第三者による ETC カードの使用が発生したことによる損害は、本会員のご負担となりま

す。 

第 4条（ETC カードの利用方法） 

（1）ETC会員は、自動料金収受者の定める料金所において、ETC カードを挿入した車載器を介し路側シス

テムと無線で必要情報を授受し、通行料金のお支払いができます。 

（2）ETC会員は、自動料金収受者の定める料金所において ETC カードを提示して有料道路の料金のお支

払いができます。 

第 5条（ETC カードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠） 

（1）ETC カードのご利用代金の支払方法は 1回払いとなります。 

（2）当社は ETC会員の ETC カードご利用代金を HeartOne カードのご利用代金請求と同じ方法によりご請

求し、本会員には HeartOne カードのご利用代金と合算してお支払いいただきます。 

（3）当社のご利用代金のご請求は、自動料金収受者の請求データに基づきます。もし、自動料金収受者の

請求データに疑義がある場合はＥＴＣ会員と自動料金収受者間で解決し、当社へのお支払の義務は免れ

ません。 

（4）ETCカードの利用可能枠は、HeartOneカードの利用残高と合算して、当社が別途通知したHeartOneカ

ード利用可能枠の範囲内とします。 

第 6条（ETC カードの利用・貸与の停止など） 

ETC会員が本規約もしくは HeartOne カード規約に違反した場合、ETC カードもしくは HeartOne カードのご

利用状況が不適切な場合、当社は、会員に通知することなく ETC カード又は HeartOne カードもしくは両カ

ードの利用の停止、返却などHeartOneカード規約第 23条（会員資格の喪失等）に定める措置をとらせてい

ただきます。 



第 7条（ETC カードの紛失・盗難等） 

（1）ETC会員が、ETC カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETCカードが毀損もしくは変形した場合

は、直ちに当社にお届けいただきます。 

（2）ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、HeartOneカード規約第 16条（カードの紛失、盗難等）

によります。 

（3）ETCカードを車内に放置していた場合は、HeartOneカード規約第16条（2）に該当し、紛失、盗難につい

て重大な過失があったものとみなさせていただきます。 

第 8条（ETC カードの再発行） 

ETC カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合には、ETC会員には当社が定め

る手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行いたします。この場合、当社が定めるお手数料（消

費税別途）をご負担いただきます。 

第 9条（ETC カードの有効期限） 

（1）ETC カードの有効期限は、HeartOne カードとは別に定めます。 

（2）（1）の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き ETC会員として認めた方には、新

しい有効期限の ETCカードを送付いたします。第 10条（当社の免責） 

当社は ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除いて ETCシステム及び車載器に関する一切の

紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。 

第 11条（HeartOneカード規約） 

本規約に定められていない事項については、HeartOne カード規約によるものとします。 

第 12条（本規約の変更等） 

当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は ETC会員（ETC会員が家族会員であった場合には、

本会員）にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に ETC会員が ETC カードをご利用された場合は、

内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。 

 

 

楽天Ｅｄｙサービス利用約款 

第 1条（目的） 

本約款は株式会社三井住友銀行（以下「当行」といいます。）が提供する電子マネー「エディ」に関して規定

するものです。利用者が「エディ」を使用する場合には本約款が適用されます。 

第 2条（定義） 

本約款において使用する語句の定義は、次のとおりとします。 

●楽天 Edyサービス 

エディの発行、エディの購入情報及び残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等の販売又は提

供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとしてエディを使用したときには、

使用されたエディに相当する代金額と同額の金額を当行が加盟店に対して支払うサービス。 



●Edy カード 

利用者が本約款に従ってエディを記録し使用するために必要な機能を備えた非接触 IC カード等。 

●エディ 

楽天 Edy株式会社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、本約

款に基づき利用者が商品等の代金の支払に使用することができる前払式支払手段。 

●Edy番号 

Edyカードに記載される番号であって、当該 Edyカードに記録されるエディ及びエディによる取引を特定する

ために割り当てられる 16桁の数字。 

●楽天 Edyマーク及び Edyマーク 

Edy カードであることを認識するために Edyカード券面に表示され、また加盟店標識として使用される楽天

Edyサービスのマーク。 

●利用者 

Edy カードを正当に保有する方であって、当行が発行するエディを正当に入手して当行の定める方法でエ

ディを使用する方。 

●加盟店 

  楽天Ｅｄｙ株式会社のエディの取扱いに関する加盟店契約により、商品等の販売及び提供に係る代金の

支払いについて利用者がエディを使用することができる事業者。 

●商品等 

利用者が販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタル 

コンテンツ及び権利等。 

●エディ端末 

商品等の購入又は提供の代金の支払いについて利用者がＥｄｙを使用するために必要となる機器であって、

加盟店又はその指定する場所に設置される端末機器。 

●Edyチャージャー 

利用者が本約款第６条によりエディの発行を受けることのできる端末機器。 

●パーソナルリーダ・ライタ 

インターネットを介して利用者がエディの発行を受ける際又はインターネットを通じて購入若しくは提供を受

ける商品等の代金の支払いにエディを使用する際に必要となる端末機器（その他の機器に内蔵される端

末機器も含む。） 

●提携会社 

当行からエディの発行に関する事務の委託を受け、当行から利用者に対するエディの発行に関する事務を

履行する事業者。 

第 3条 楽天Ｅｄｙサービスの使用 

1．利用者は、当行が発行するエディの使用及び楽天 Edyサービスの利用について、本約款を遵守してくだ

さい。 

2．利用者は、楽天 Edyマーク及び Edyマークを掲示した加盟店で、商品等の購入又は提供の代金の支払

いに Edyを使用することができます。 

第 4条（パーソナルリーダ・ライタの取扱い） 



1．利用者は、インターネットを利用した取引においてエディの使用を希望する場合、別途パーソナルリー

ダ・ライタを利用者の費用により入手してください。 

2．利用者は、パーソナルリーダ・ライタを、利用者が使用する機器（以下「パーソナルリーダ・ライタ接続機

器」といいます。）に当行所定の方法に従い使用してください。なお、機器の種類によっては、パーソナルリ

ーダ・ライタの使用ができない場合がありますので、事前にご確認ください。 

第 5条（エディの取扱い） 

1．利用者は、違法、不正又は公序良俗に反する目的でエディを使用することはできず、かつ、営利目的に

エディ、Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタを使用しません。 

2．利用者が Edy カード 1枚に記録することのできるエディの上限は、Edy カードに記載されている金額とし

ます。利用者は、上限の範囲内であれば何度でも、本約款に基づき当行からエディの発行を受け、Edy 

カードに記録することができます。 

3．エディの未使用残高は、エディ端末、パーソナルリーダ・ライタ接続機器又は Edyチャージャー等の画面

に表示させる方法により確認することができます。 

4．利用者は、エディ、Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタの破壊、分解又は解析等を行ってはならない

ものとし、理由のいかんにかかわらず 

エディの複製を試みたり、そのような行為に加担及び協力しません。 

第 6条（エディの発行） 

1．利用者は、エディの発行を希望するときは、楽天Ｅｄｙ株式会社所定の方法により手続を行います。 

2．エディが利用者の Edyカードに記録された時点をもって、利用者に対しエディが発行されます。 

3．1回に発行されるエディの額は、金 25，000円相当を限度とし、かつ、利用者は、楽天Ｅｄｙ株式会社所定

の金額単位でのみ発行を受けることができます。 

4．利用者が支払うエディの発行対価は、利用者から当行に対し、楽天Ｅｄｙ株式会社又は提携会社を通じ

て支払われます。 

5．利用者は、楽天Ｅｄｙ株式会社又は提携会社所定の時間内に限り、エディの発行を受けることができま

す。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、エディ

の発行が中止されることがあり、この場合、利用者は異議を述べません。 

第 7条（エディの使用） 

1．利用者は、商品等を購入し又は提供を受ける際に、Edy カードに記録されたエディを使用して、加盟店に

当該商品等の代金を支払うことができます。ただし、加盟店により、一部の商品等については、その代金の

支払いには使用できない場合があります。 

2．利用者が加盟店の店頭において商品等の代金をエディで支払う場合には、当該加盟店において当該商

品等の代金額がエディ端末に入力された後、利用者は、Edy カードをエディ端末の定められた部分に触れ

させることにより（加盟店に代行させる場合を含み、以下同様とします。）商品等の代金額に相当するエディ

をエディ端末に移転させ、当該加盟店に対する商品等の代金を支払います。この場合、商品等の代金額及

び使用後のエディの残高がエディ端末に表示されますので、利用者は、その表示された内容に誤りがない

かどうか、ご確認いただき、誤りがあった場合には、速やかに当該加盟店に対してお申し出ください。 

3．利用者が加盟店に対し、インターネットを通じてエディにより商品等の代金を支払う場合には、利用者は、

パーソナルリーダ・ライタ接続機器の画面の指示に従い、Edy カードより商品等の代金額に相当するエディ



をエディ端末に移転させて、加盟店に当該代金を支払います。 

4．前二項の場合、エディ端末又はパーソナルリーダ・ライタ接続機器に支払いが完了した旨の表示がされ

たときに、利用者の Edyカードから加盟店のエディ端末に対するエディの移転が完了し、これにより当該エ

ディ相当額の金銭の加盟店に対する引渡しと同様の効果が発生します。 

5．利用者は、本条第 2項及び第 3項の場合において、エディが正常に移転するまで、Edyカードをエディ端

末の定められた部分に触れさせてください。Edyカードをエディ端末の定められた部分に触れさせたにもか

かわらず、エディが正常に移転しなかった場合、利用者は、加盟店の指示に従ってください。 

6．利用者は、エディにより加盟店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟

店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者と加盟店との間で解決します。 

7．当行及び楽天Ｅｄｙ株式会社は、利用者と加盟店との間に生じた問題について、責めを負わないものとし

ます。 

第 8条（エディ使用後の取扱い） 

前条第 4項に定めるエディの移転後、利用者と加盟店の間におけるエディ移転の原因となる商品等の購入

又は提供に係る取引の無効が判明し、又は、当該取引の取消し、解除が行われた場合であっても、利用者

は、当行及び当該加盟店に対して当該エディの移転の無効又は取消しを求めることはできません。この場

合、利用者と当該加盟店との間の精算は、現金等により行われます。 

第 9条（楽天 Edyサービスの利用中止等） 

1．当行が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなく楽天Edyサービスの利

用を全面的に又は部分的に中止することがあります。 

①Edyカード若しくはこれに記録されたエディ（利用者の保有か否かを問わない）が偽造、変造若しくは不正

作出されたとき、又はその疑いのあるとき。 

②エディ（利用者の保有か否かを問わない）が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき。 

③Edyカード若しくはパーソナルリーダ・ライタの破損、電磁的影響その他の事由によりエディが破壊及び

消失したとき又は Edyサービスに関するシステムの障害その他の事由によりエディ端末が使用不能となっ

たとき。 

④楽天Edyサービスに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間又は保守管理その他の事

由により Edyサービスに関するシステム全部又は一部を休止するとき。 

⑤利用者によるエディの使用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき。 

⑥利用者による Edy カード又はパーソナルリーダ・ライタの利用が本約款に違反し、又は、違反するおそれ

のあるとき。 

⑦その他やむを得ない事由が生じたとき。 

2．前項の楽天 Edyサービスの全部又は一部の利用中止により、利用者に不利益又は損害が生じた場合

でも、当行の故意又は重過失による場合を除き、当行はその責任を負いません。 

3．利用者は、Edy カード又はこれに記録されたエディが、偽造、変造又は不正作出されたものであることを

知ったときは、Edy カード又はエディを使用できません。この場合、利用者は当行に対して当行所定の方法

によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造又は不正作出された Edyカード又はエディを当行所定

の方法により当行に提出します。 

第 10条（Edy カードの紛失、盗難等） 



Edyカードの紛失、盗難その他の事由により Edyカードに記録された未使用のエディが紛失し、又は第三者

に不正使用されたことにより損害が生じた場合であっても、当行の故意又は重過失による場合を除き、当

行は、その責任を負いません。 

第 11条（エディに生じた事故） 

1．Edyカードに記録されたエディが、Edyカードの破損、電磁的影響その他の事由により破壊され又は消失

した場合、利用者は当該 Edy カードを直ちに当行所定の方法により提出することとします。 

2．当行は、前項の Edyカードについて未使用のまま破壊又は消失されたエディの金額を当行所定の方法

で確認し、これによって未使用のまま破壊又は消失されたエディに相当する金額を当行が確認できた場合

には、当行所定の方法でその金額を利用者に返還します。 

第 12条（エディの払戻し） 

1．エディの払戻しは、前条第 2項、本条、第 18条及び第 20条に定める場合又は当行が特に認める場合

を除き、行うことができません。 

2．当行の都合により楽天Edyサービスを全面的に終了する場合には、利用者は、当行に対してエディの払

戻しを申し出ることができます。この場合、当行は、当行所定の場所において当行所定の方法により、利用

者の Edy カードに記録された未使用のエディの金額を確認し、その金額の払戻しを行います。なお、払戻し

を実施した Edy カードは、以後 Edy カードとして使用することはできません。 

3．当行は、払戻しを求める利用者が正当な Edyカードの所持者であることが確認できない場合又は未使

用のエディの金額を確認できない場合は、払戻しの申し出を断ることができます。 

4．第 2項に定める場合を除き、エディの払戻しを行う場合には、当行所定の払戻手数料を申し受けること

があります。 

第 13条（Edy カードの返却） 

1．利用者は、Edy カードに付帯する個別のサービスの有効期間満了その他の理由により、当該カードをカ

ードの発行会社に返却する場合には、Edy カードに記録されたエディを使い切り、当該 Edyカードの発行会

社の指示に従い当該 Edyカードの返却を行います。 

2．前項の場合において、エディを使い切ることなく、エディが記録された状態の Edyカードを当該 Edyカード

の発行会社に返却した場合には、利用者は、当該エディの使用権を放棄したものとして取り扱われることを、

あらかじめ同意します。 

第 14条（特典等の扱い） 

利用者は、ポイントサービスや割引サービス等を提供する事業者（以下「ポイント事業者等」といいます。）

が利用者との約定に基づきエディと関連して独自のサービスを提供するに当たり、ポイント事業者等及び

当行が別途定める事由により利用者に当該サービスに付随して付与される特典等が付与されない場合が

あることにあらかじめ同意します。 

第 15条（個人情報の取扱い） 

当行は、本約款に基づく取引において、原則として、利用者の個人情報（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。その後の改正を含む。）第 2条第 1項に定義する個人情報をいい、

以下「個人情報」といいます。）を取得しません。ただし、当行は、払戻しの手続を行うに当たり、利用者の

住所、氏名その他の情報を取得することがあります。この場合、当行は、取得した情報を払戻しの手続及

びこれに関する問い合わせのためにのみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該



情報を管理します。 

第 16条（エディ使用情報の取得等） 

利用者は、楽天Ｅｄｙ株式会社が楽天 Edyサービスを運営する上で取得したエディの使用履歴情報が楽天

Ｅｄｙ株式会社に帰属することに同意し、楽天Ｅｄｙ株式会社がそれらの情報を利用者個人を特定することな

く利用すること及び第三者に対してこれらの情報を提供することにあらかじめ同意します。ただし、当該情

報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン等並びに楽天Ｅｄｙ株式会社

の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。 

第 17条（調査） 

1．当行及び楽天Ｅｄｙ株式会社は、エディの安全性を高める目的及び当行が不適当と判断するエディの使

用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。 

2．利用者は、当行及び楽天Ｅｄｙ株式会社が前項の目的のため利用者におけるエディの使用状況につい

て調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合又は捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その

他当行が必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることにあらかじめ同意します。ただし、当

該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン等当行及び楽天Ｅｄｙ株

式会社の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。 

第 18条（利用資格の取消し） 

当行は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該利用者の楽天 Edyサービスの利

用資格を取り消すことができます。この場合当行は、事前の通知催告を要せず、当該利用者に対し楽天

Edyサービスの利用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。 

1．本約款に違反した場合。 

2．反社会的勢力である又はその疑いがあると当行が判断した場合。 

3．楽天 Edy サービスの利用に関し、自ら又は第三者を利用して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、

若しくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害した場

合。 

4．楽天 Edyサービスが犯罪に利用されている又は利用された疑いがあると当行が判断した場合。 

5．その他利用者の楽天 Edyサービスの利用状況等から、楽天 Edyサービスの利用者として不適格と当行

が判断した場合。 

第 19条（加盟店及び商品等） 

1．楽天Ｅｄｙ株式会社と加盟店との加盟店契約の締結及び終了等の事由により、加盟店の数が増減する

ことがあります。 

2．楽天Ｅｄｙ株式会社と加盟店は、販売又は提供に係る代金についてエディを使用することのできない商品

等を個別に追加、変更することができます。 

第 20条 楽天 Edyサービスの終了等 

1．当行は、社会情勢の変化、法令の改廃、又は当行の都合等その他の事由により、楽天 Edyサービスの

取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当行は、利用者に対して当行所定の方法で事前に通知

します。 

2．利用者は、前項の通知を受けたときは速やかに、未使用のエディについて第 12条による払戻しの手続

を行います。 



第 21条（制限責任） 

楽天 Edyサービスを利用することができないことにより利用者に生じた不利益又は損害については、当行

はその責任を負いません。ただし、当該不利益又は損害が当行の故意又は重過失にもとづく場合を除きま

す。なお、逸失利益、機会損失については、当行は責任を負いません。 

第 22条（約款の変更） 

当行は、あらかじめ利用者に対して当行所定の方法により変更内容を告知することにより、本約款を変更

することができます。当該告知後、利用者がエディの発行を受け又はエディを使用したときは、当行は利用

者が当該変更内容を承認したものとみなします。 

第 23条（合意管轄裁判所） 

利用者は、本約款に基づく取引に関して万一当行との間に紛争が生じた場合、当行の本店の所在地を管

轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。 

以上 

附 則 

本約款は、平成 24年 6月 1日から適用します。 

 

 

楽天Ｅｄｙ特約 

第１条（適用） 

本特約は、当社がご利用を認め発行するカードのうち、その種類が楽天Ｅｄｙ機能を組み込んだクレジットカ

ード（以下カード裏面に楽天Ｅｄｙのマークの表示があるカードをいい、以下「Ｅｄｙカード」という）である場合

の楽天Ｅｄｙ機能のご利用について定めたもので、HeartOne カード規約及び HeartOne カード規約とともに

適用される特約・特則に加え、Ｅｄｙカードの貸与を受けた会員に適用されます。 

第 2条（楽天Ｅｄｙ機能） 

Ｅｄｙカードには、株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」という）の提供する楽天Ｅｄｙ機能が搭載さ

れ、楽天Ｅｄｙ機能は、楽天Ｅｄｙ特約及び三井住友銀行の定める楽天Ｅｄｙサービス利用約款に基づき提供

されます。 

第 3条（Ｅｄｙの非補償） 

(1)Ｅｄｙカードに蓄積されたエディは、現金と同様の管理が必要です。三井住友銀行及びＥｄｙカード加盟店

は、エディの使用に関しては、Ｅｄｙカード保有者が正当な権利者であるとみなして、Ｅｄｙカードに表示された

氏名とＥｄｙカードの保有者が同一人であるか否か等の確認を行うことなく、エディの使用に応じます。従い

まして、Ｅｄｙカードを紛失され、又は盗難にあわれた場合のＥｄｙカードに蓄積されたエディの損失・損害及

びエディを他人に使用されたことによる損害は、会員ごとにご負担いただくこととなります。会員は、これを

あらかじめ承諾するものとします。 

(2)エディに関する損失・損害は、HeartOneカード規約第 16条（カードの紛失、盗難等）に定める会員に生じ

た損害の免責条項の対象外とします。 



(3)会員は、HeartOne カード規約等に基づき、Ｅｄｙカードを当社に返却又は破棄した場合や、加盟店・ＡＴＭ

機等を通じて回収した場合などにおいても、当社がＥｄｙカードに蓄積されているエディに関して補償しない

ことをあらかじめ承諾するものとします。 

(4)会員は、当社の HeartOne カード規約等によりＥｄｙカードが回収された場合やＥｄｙカードのクレジット機

能に制約がある場合などにおいて、楽天Ｅｄｙサービスの利用の全部又は一部が制限されることがあること

をあらかじめ承諾するものとします。 

(5)前項において、Ｅｄｙカードの回収・返却に伴いエディを使用できないことによる損害（逸失利益、機械損

失等を含む）について、当社が責任を負わないことを異議なく承諾するものとします。 

第 4条（Ｅｄｙカードの破棄の猶予） 

(1)会員は、Ｅｄｙカードの有効期限経過、又はＥｄｙカードの会員資格喪失等、HeartOne カード規約又は当

社によるＥｄｙカード破棄の指示等に基づいて、保有するＥｄｙカードを破棄すべき場合においても、Ｅｄｙカー

ドに未使用のエディが蓄積されているときは、当該未使用のＥｄｙを使い切るまでの間、当該Ｅｄｙカードを破

棄しないことができるものとします。ただし、新たにエディを購入し、当該カードにエディを蓄積することがで

きないものとします。 

(2)前項の規定にかかわらず、当社がＥｄｙカードの返却を求めた場合には、会員はＥｄｙカードを直ちに当社

に返却するものとし、エディの使用権を放棄されたものとみなして当社が取扱うことを異議なく承諾します。 

第 5条（Ｅｄｙカードの利用の指定） 

(1)会員は、当社の加盟店で、かつ、楽天Ｅｄｙサービス利用約款における加盟店においてＥｄｙカードを利用

する場合、Ｅｄｙカードの提示の際に、ショッピング利用又は楽天Ｅｄｙサービスの利用について指定するもの

とします。 

(2)前項の指定をしなかった場合、会員に生じる不利益、損害等については、当社は一切の責任を負わな

いものとします。 

第 6条（楽天Ｅｄｙ機能の提供の中止） 

Ｅｄｙカードにおける楽天Ｅｄｙ機能については、当社が機能の提供を中止する場合があります。会員はこれ

をあらかじめ承諾するものとします。 

第 7条（HeartOneカード規約の準用） 

Ｅｄｙカードにおける楽天Ｅｄｙ機能に関して、本特約に定めのない事項については、HeartOne カード規約を

準用します。 

第 8条（規定の適用、改定） 

(1)Ｅｄｙカードについては、HeartOneカード規約、ハートワンポイントサービス規約に加え、本特約が適用さ

れます。各種規約と本特約が重複する場合は、本特約を優先します。 

(2)会員が本特約の変更及びその変更内容の告知後にＥｄｙカードをご利用された場合は、会員は、その変

更内容をご承諾いただいたものとみなします。 

 

＜楽天 Edyサービス又は本約款・本特約に関するお問い合わせ＞ 

株式会社三井住友銀行 ０１２０－３０１－４８１ 

東京都千代田区大手町一丁目２番３号 

＜Edyカードに関するお問い合わせ＞ 



大和ハウスフィナンシャル株式会社 ０６－６２２９－７２４０ 

大阪府大阪市中央区備後町一丁目５番２号 

 

 

iＤ決済システム特約 

第 1条（適用） 

本特約は、当社がご利用を認め発行するカードのうち、その種類が iD決済システム機能を搭載したクレジ

ットカード（カード裏面に iDのマークの表示があるカードをいい、以下「iD カード」という）である場合の iD決

済システムのご利用について定めたもので、HeartOneカード規約及び HeartOneカード規約とともに適用さ

れる特約・特則に加え、iDカードの貸与を受けた会員に適用されます。 

第 2条（iD決済システム機能） 

「iD決済システム」とは、カードや携帯電話等に搭載された非接触 ICチップを用いて行うクレジット決済シス

テムをいい、iD カードには、iD決済システム機能が搭載され、iD決済システム機能は、本特約に基づき提

供されます。 

第 3条（暗証番号） 

iDカードの iD決済システム機能における暗証番号は、iDカードのクレジットカード機能において登録された

暗証番号と同一とし、HeartOne カード規約第 4条を準用します。 

第 4条（iD決済システムの利用） 

会員は、iDカードを当社所定の方法で使用することにより、iD 決済システムの利用が可能な加盟店（以下

「iD 加盟店」という）での支払い手段とすることができます。 

第 5条（ご利用代金の支払い） 

(1)会員は、iD カードにおける iD 決済システム機能の利用に基づく一切の債務を、HeartOneカード規約に

従い、iDカードのクレジットカード機能の利用代金として、クレジットカード機能の利用代金等と合算して支

払うものとします。 

(2)前項の支払いのうち iD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として 1回払いに関す

る HeartOneカード規約を準用します。ただし、iD カードについて支払区分が別途定められている場合につ

いては、当該支払区分に従い支払うものとします。 

第 6条（海外利用代金の決済レート等） 

iD決済システムの海外でのご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に

換算されます。 

第 7条（ご利用枠） 

(1) iD決済システムは、iDカードにおけるクレジットカード機能の利用枠からクレジットカード機能利用残高

を差し引いた金額の範囲内で、本特約第 4条に定めるとおり利用できるものとします。 

(2)当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別

途指定することができ、会員はこれに従うものとします。 



(3)会員は、当社が適当と認めた場合、前々項の規定にかかわらず、iD カードにおけるクレジットカード機能

の利用枠を超えて、iDカードで iD決済システムを利用できるものとします。その場合も、会員は当然に支払

の責を負うものとします。 

第 8条（有効期限） 

(1)iDカードの iD決済システムにおける有効期限は、iDカードのクレジット機能における有効期限と同一とし、

HeartOneカード規約第 3条を準用します。 

(2)前項の定めにかかわらず、iD 決済システムの利用状況によっては、会員に事前に通知することなく、ク

レジットカード機能のみで iD決済システム機能のない新カードを送付することがあり、その場合には、iD決

済システム機能における会員（以下「iD会員」という）を退会したものとします。 

(3)会員は有効期限経過後の iD カードを直ちに裁断破棄するものとします。 

第 9条（紛失・盗難等） 

会員が iDカードを紛失、盗難等（以下「紛失等」という）された場合の iD カードにおける iD決済システム機

能に関する取り扱いは、HeartOne カード規約第 16条を準用します。 

第 10条（退会、会員資格の取り消し） 

(1)会員が HeartOne カード規約第 23条に基づき、クレジットカード機能における会員としての資格を失った

場合は、同時に iD会員としての会員資格を失うものとします。 

(2)会員は iD 会員としての会員資格を取り消された場合又は退会した場合、速やかに iD カードを裁断破棄、

又は当社に返却するものとします。 

第 11条（利用停止措置） 

当社は、会員が本特約第 15条に定める iDカードに適用される各種規約に違反した場合、又は iDカードの

使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなく、iDカードによる iD決済システムの

利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。 

第 12条（本サービスの一時停止、中止） 

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に対する事前の通知なく、iD決済システムにおける iD

カードの取扱いの中止又は一時停止することができます。この場合、当社は、iD決済システムにおける iD

カードの取扱いを中止又は一時停止することにより、会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わ

ないものとします。 

①天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピューターシステムの異常、戦争等の不可抗力により、

iD決済システムにおける iD カードの取扱いが困難であると当社が判断した場合。 

②その他、コンピューターシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で iD決済システムにおける iDカー

ドの取扱いの中止又は一時停止が必要と判断した場合。 

第 13条（iD決済システム機能の提供の中止） 

iDカードにおける iD決済システム機能については、当社が機能の提供を中止する場合があります。会員は

これをあらかじめ承諾するものとします。 

第 14条（HeartOneカード規約の準用） 

iDカードにおける iD決済システム機能に関して、本特約に定めのない事項については、HeartOneカード規

約を準用します。 

第 15条（規定の適用、改定） 



(1)iD カードについては、HeartOne カード規約、ハートワンポイントサービス規約に加え、本特約が適用され

ます。各種規約と本特約が重複する場合は、本特約を優先します。 

(2)会員が本特約の変更及びその変更内容の告知後に iDカードをご利用された場合は、会員は、その変更

内容をご承諾いただいたものとみなします。 

 

 

ハートワンポイントサービス規約 

第 1条（目的） 

1．本規約は当社が HeartOne カード規約第 1条に定める会員に提供するハートワンポイントプログラムの

内容、及び提供する条件等を定めたものです。 

2．ハートワンポイントプログラム（以下「本プログラム」という）とは、大和ハウスフィナンシャル株式会社（以

下「当社」という）が発行するクレジットカード（以下「カード」という）の本会員に対し、大和ハウスグループ各

社をはじめとする加盟店（以下「加盟店」という）をご利用の場合、本会員に「ハートワンポイント」（以下｢ポ

イント｣という）を付与するサービスです。 

3．会員は、本規約を承認のうえ本プログラムをご利用いただくものとし、本プログラムに定めのない事項に

関しては、HeartOneカード会員規約に従うものとします。 

第 2条（会員特典） 

1．会員は加盟店において、カードにてご利用代金をクレジット決済した場合、クレジット決済されたご利用

代金 1,000円ごとに 1ポイントが付与されます。 

2．前項のポイントはご利用代金明細書に表示されたショッピングご利用総額に対し約定支払月の前月の

20日に付与されます。 

3．ポイント付与基準は予告なしに変更させていただく場合があります。 

4．ポイントの付与には次の制限があります。 

(1)加盟店・対象商品・サービスによりポイント付与率や付与日等が異なります。 

(2)ポイントの積立は、カード単位で行います。名義人が異なる複数カードの累計ポイントは合算できません。

なお、家族カードによるご利用ポイントは本会員のカードに合算されます。 

(3)当社が別に定める場合に限り、前項の取扱とは異なった方法によりポイントを付与する場合がありま

す。 

(4)カード年会費、キャッシングサービス、カードローン等金融商品のご利用分、その他、当社がポイント対

象外と指定する場合や加盟店が特別に指定する場合のご利用分についてはポイントの付与の対象となり

ません。 

5．ポイント残高は、ダイワセゾンカードインフォメーションセンター、又は大和ハウスフィナンシャル株式会

社ホームページにてご確認いただけます。 

※当社ホームページアドレス http://www.daiwahousefinancial.co.jp 

http://www.daiwahousefinancial.co.jp/


6．積み立てたポイントは、累計ポイント 100ポイント以上で当社が指定する大和ハウスグループ共通商品

券（以下「共通商品券」という。）・各種商品・サービス（以下これらを総称して「ポイント交換商品」という。）に

交換できます。 

7．ポイント交換商品の内容は当社ホームページ等でご確認ください。なお、ポイント交換商品の返品、取り

消しはできませんのでご注意ください。また、ポイント交換基準は予告なしに変更させていただく場合があり

ます。 

8. 当社の都合により本会員が交換を申込んだ商品の提供ができない場合、本会員は当社の提供可能な他の

商品を指定するか又はポイント交換を撤回できます。なお、ポイント交換を撤回した時点で当社が既にポイント

数を減算している場合の当該減算ポイント数の本会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によります。 

9．ポイント交換商品の送付先は、本会員の日本国内の届出住所又はカードのご利用明細書送付先としま

す。なお、本会員の届出住所に誤りがある等の理由により当該商品が送付できず当社に返送された場合、

又は本会員の都合により当該商品をお受け取り頂けず当社に返送された場合については、当該商品は送

付されたものとみなします。 

10．各種ポイント交換商品に当社の責に帰すべき事由による場合を除いた原因にて紛失・盗難・汚損・破

損等が生じても、当社は一切の責任を負いません。 

第 3条（ポイントの積立期間・有効期限） 

ポイントの有効期限は毎年 4月 1日を起算日とし翌年の 3月末を終了日とする 1年間を 1期間とし、最長

6期間（6年間）までとします。なお、6期間を経た累計ポイントは第 6期の終了日（3月末日）に第 1期の残

ポイントは自動的に失効いたしますが、第 2期から第 6期までのポイントは累計ポイントとして継続され、翌

年以降も同様とします。 

第 4条（退会又は会員資格喪失時のポイント） 

本会員が退会等により会員資格を喪失した場合、その時点までの累計ポイントは失効するものとします。

また、カード規約に違反した会員はポイント交換をお受けできない場合があります。 

第 5条（返品時等の特典処理） 

1．お買上げ商品等の返品・取消を行う場合には、お買上げ加盟店にレシートとカードをご提示ください。こ

の場合、当該返品・取消処理と同時に、既に付与されたポイントの相当額が減じられます。 

2．ポイント交換商品引き渡し後、お買上げ商品等を返品・取消した場合は、ポイント交換商品の返還を請

求いたします。 

3．お買上げ商品等の返品・取消等により累計ポイントがマイナスとなった場合は相当額の現金を請求する

場合があります。 

第 6条（カード再発行時のポイントについて） 

会員がカードを盗難、紛失、又は破損について当社へ届け出を行い、当社がカードを再発行した場合には、

それまでの有効ポイントは再発行したカードに移行されます。ただし、当該届け出を行うまでに第三者によ

り累計ポイントを使用された場合、使用された相当分の損害は本会員のご負担となります。 

第 7条（業務委託） 

1．会員は、当社の指定する委託先に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。 

(1)ポイントの付与・利用に関する業務 

(2)ポイントの情報処理・電算機処理に付随する業務 



(3)前各号に付随する業務 

2．会員は、当社が前項の委託業務範囲を追加・変更することがあることを予め承諾するものとします。 

3．会員は、当社の指定する委託先が本条第 1項の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する情報を

当社が指定する委託先に提供することを予め承諾するものとします。 

第 8条（規約の変更等） 

1．本規約の内容は予告なく変更、改定又は廃止をする場合があります。なお、本規約の変更等は当社ホ

ームページ等にてお知らせいたします。 

2．本プログラムは運営上の都合や天災・その他の非常事態による障害の発生等により、本プログラムの

提供を予告なく一時的に中断することがあります。 

3．前各項の場合において当社は一切の責任を負いません。 

第 9条（お問合せ窓口） 

本プログラム、カード、本規約等に関する各種問合せにつきましては、下記当社窓口までご連絡下さい。 

●HeartOne カードインフォメーションセンター 

（業務委託会社 株式会社クレディセゾン） 

〒165-8555 東京都中野区江原町 1-13-22 

東京：03-5996-1791   大阪：06-7709-8053 

 

 

［イーアスつくば］ハートワンポイント特則 

第 10条（適用） 

イーアスつくばハートワンカードについては、ハートワンポイントサービス規約第 9条までの規定に加え本イ

ーアスつくばハートワンカード特則（以下本条から第 13条までにおいて「本特則」という）が適用されます。

両規定が相違する場合は、本特則が適用されます。 

第 11条（ポイント自動移行） 

1．ハートワンポイントサービス規約第 2条の規定に基づき付与されるポイントは、本特則に基づき自動的

にイーアスつくばが提供するイーアスつくばポイントへ移行されます。 

2．移行されるポイントは、ハートワンポイント１ポイントにつき、イーアスつくばポイント５ポイントとします。 

3．前項のポイント移行は約定支払月の前月末に移行されます。 

4．移行されたポイント残高は、イーアスつくば施設内設置のお買物券発券機及びレジ精算時にお渡しする

レシートでご確認いただけます。 

5．移行されたポイントの有効期間及び利用は、イーアスつくば会員規約に準じるものとします。 

第 12条（ポイント自動移行の中止） 

本会員がポイント自動移行中止を希望する場合、ハートワンポイントサービス規約第 9条に規定するお問

い合わせ窓口へ申し出るものとします。 

なお、窓口への申し出までに自動移行したハートワンポイントの返還はできません。 



第 13条（本特則の変更等） 

本特則の内容は予告なく変更、改定又は廃止をする場合があります。なお、本特則等の変更等は当社ホ

ームページ等でお知らせいたします。 

 

 

［湘南モールフィル］ハートワンポイント特則 

第 14条（適用） 

湘南モールフィルハートワンカードについては、ハートワンポイントサービス規約第 9条までの規定に加え

本湘南モールフィルハートワンカード特則（以下本条から第 17条において「本特則」という）が適用されます。

両規定が相違する場合は、本特則が適用されます。 

第 15条（ポイント自動移行） 

1．ハートワンポイントサービス規約第 2条の規定に基づき付与されるポイントは、自動的に湘南モールフィ

ルが提供する湘南モールフィルポイントへ移行されます。 

2．移行されるポイントは、ハートワンポイント１ポイントにつき、湘南モールフィルポイント５ポイントとしま

す。 

3．前項のポイント移行は約定支払月の前月末に移行されます。 

4．移行されたポイント残高は、湘南モールフィル施設内設置のお買物券発券機及びレジ精算時にお渡し

するレシートでご確認いただけます。 

5．移行されたポイントの有効期間及び利用は、湘南モールフィル会員規約に準じるものとします。 

第 16条（ポイント自動移行の中止） 

本会員がポイント自動移行中止を希望する場合、ハートワンポイントサービス規約第 9条に規定するお問

い合わせ窓口へ申し出るものとします。 

なお、窓口への申し出までに自動移行したハートワンポイントの返還はできません。 

第 17条（本特則の変更等） 

本特則の内容は予告なく変更、改定又は廃止をする場合があります。なお、本特則等の変更等は当社ホ

ームページ等でお知らせいたします。 

 

 

ダイワネットアンサー規約 

第 1条（申込資格） 

1．ダイワネットアンサーとは、大和ハウスフィナンシャル株式会社（以下「当社」という）が発行したクレジット

カード（一部所定のカードを除く、以下「HeartOne カード」という）保有者がパーソナルコンピューター等（以



下「端末」という）からインターネットを介して当社所定のホームページにアクセスした上で依頼がされた場

合に、当社が提供するサービス（以下「本サービス」という）をいいます。 

2．HeartOneカード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定の方法により申込み、当社が認めた方をダイ

ワネットアンサー会員（以下「会員」という）とします。なお、お申込時に、本サービス利用時に本人確認等の

ために使用する暗証番号をお届けいただきます。 

3．会員には IDを付与します。当社が IDを通知したときに、申込人に会員資格が生じるものとします。 

第 2条（本サービスの内容） 

1．会員が利用できる本サービス及びその内容については、当社が別途定めるものとします。 

2．当社が提供した利用履歴等が提供前後に行われた利用の結果を反映しないなどの理由で事実と相違

していた場合、そのために生じた損害については、当社は責任をもちません。 

第 3条（環境） 

会員は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、

電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。 

第 4条（ＩＤ、パスワード） 

1．ID、パスワードは、会員が責任をもって管理するものとします。ID、パスワードにつき偽造、変造、盗用又

は不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任をもちません。 

2．会員は、ID及びパスワードの盗難等があった場合、 ID及びパスワードの失念があった場合、又は、ID

及びパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をすると

ともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。 

第 5条（サービスの一時中断） 

当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等

の事由により本サービスの提供を中断することがあります。この場合、そのために生じた損害については、

当社は責任を負いません。 

第 6条（免責事項） 

1．当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱

いが遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために

生じた損害については、当社は責任を負いません。 

2．電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のＩＤ、パスワード、情報等が漏洩し

た場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。 

3．本サービスの提供にあたり、当社が ID及びパスワードの一致を確認のうえ取り扱った場合、ID、パスワ

ードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負

いません。 

第 7条（変更の届出） 

会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により

届け出るものとします。 

第 8条（通知） 



1．本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、会員が申し出た E メールアドレスにその内

容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、メー

ルソフトやセキュリティソフトなどの設定を行うものとします。 

2．E メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、E メールアドレスの変更・廃止を行

ったにもかかわらず第 7条変更の届出を行わなかった場合は、最終届出の E メールアドレスに宛てて諸通

知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第 1項後段の設定を行わなかった場合も同様

とします。 

第 9条（営業活動の目的での個人情報の利用） 

1．会員は、本サービス申込時に当社に届け出た会員の氏名、電話番号、生年月日、E メールアドレスを、

当社が下記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）当社の宣伝物・印刷物の送付等の営業活動のために利用する場合 

（2）当社のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合 

（3）当社以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合  

2．会員は、前項による利用について、中止の申し出ができます。但し、第 2条 1項の当社から会員が申し

出た E メールアドレスに送信する HeartOneカードの利用履歴等の情報更新のご案内に記載される営業案

内についてはその限りではありません。 

第 10条（譲渡等の禁止） 

会員は、本サービスを利用する地位又は権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他

担保に供する等の行為をしてはならないものとします。 

第 11条（退会） 

会員が退会するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。 

第 12条（資格喪失） 

会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。 

（1）HeartOne カードの会員資格を喪失したとき。 

（2）申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 

（3）本規約に違反したとき。 

（4）HeartOne カード規約に違反したとき。 

（5）その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。 

第 13条（本規約の変更等） 

1．当社は、本規約の一部又は全部をいつでも改定できるものとします。 

2．当社はいつでも本サービスの取扱を中止又は廃止できるものとします。 

第 14条（準拠法） 

本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。 

第 15条（合意管轄） 

本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、会員の住所地又は当社の本社、

支店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

  

2006年 5 月 1 日改定 



2010年 3 月 1 日改定 

2016年 3 月 14日改定 

2016年 10月 1 日改定 

 

 

 

電磁的方法による通知に関する特則 

第 1条（目的） 

本特則は、当社がダイワネットアンサー会員に対する諸通知を電磁的方法により行う場合の特則を定めた

ものです。 

第 2条（適用） 

本特則は、ダイワネットアンサー会員のうち、当社が指定するクレジットカード（以下「カード」という）の保有

者（以下「カード会員」という）に適用されます。但し、当該カード会員の一部については、本人が電磁的方

法による通知を当社に申し入れた場合に適用されるものとします。 

第 3条（電磁的方法による通知） 

1．カード会員に対して当社がカードにかかる請求金額を通知する方法は、原則として、カード規約で定めら

れる請求書に代えて、ダイワネットアンサー（以下 「ネットアンサー」といいます）を通じて電磁的方法により

通知する方法（以下「電磁的方法」という）によるものとします。 

2．前項のほか、当社がカード会員に対して以下の法令に基づく通知を行う場合も、電磁的方法で行うこと

を承諾していただきます。 

（1）貸金業法第 17条第 1項及び第 6項に基づく通知。 

（2）割賦販売法第 30条の 2の 3第 1項、第 2項、第 3項に基づく通知。 

3．カード会員は、前項の電磁的方法による通知につき承諾している場合であっても、当社が会員に電子書

面を通知した日から 3 ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。  

第 4条（電磁的方法） 

1．当社は、電磁的方法による通知として、当社所定の日までに当社のサーバー内にカード会員に対する

通知内容を記録し、カード会員がウェブサイトからダイワネットアンサーを通じて、当社所定の方法に従い

当社のサーバー内にアクセスする方法で、当該内容をお知らせいたします。 

2．第１項の場合、カード会員には当該通知内容を、カード会員のパソコン等の端末に記録していただきま

す。 

第 5条（ファイルへの記録方式） 

電磁的方法における当社サーバーのデータベースは PostgreSQL9.3.5以上を使用いたします。 

第 6条（書面による方法への変更） 



カード会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面によ

る送付の方法に変更することができます。なお、書面による送付の方法に変更された場合、カード会員は

当社所定の発行手数料を支払うものとします。 

第 7条（例外規定） 

当社は以下の場合第3条に定める通知を、電磁的方法に代えて書面による送付の方法で行うものといたし

ます。 

（1）法令等によって書面による送付が必要とされる場合。 

（2）請求金額に修正等がある場合。 

（3）ネットアンサーの会員資格を喪失した場合。 

（4）その他、当社が必要と判断した場合。 

2010年 3 月 1 日改定 

2016年 3 月 14日改定 

 


