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新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表    

    

（下線部分改正） 

改訂前 改訂後 

第 1 条（定義） 

◎当サービス 

当社が、「資金決済に関する法律」における資金

移動業者として提供する、海外プリペイドカード

サービス。 

◎カード残高 

預り残高（未チャージ）と利用可能残高（チャー

ジ済）を合わせた総称。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎両替レート 

両替の際に当社が提示する為替レートのこと。 

第 1 条（定義） 

◎当サービス 

当社が、「資金決済に関する法律」における資金

移動業者として提供する、プリペイドカードサー

ビス。 

◎総残高 

預り残高（未チャージ）と利用可能残高（チャー

ジ済）を合わせた総称。 

◎利用可能残高（チャージ済） 

カード決済の対象となる通貨の残高。預り残高等

（未チャージ）からチャージされることで残高と

して反映される。 

◎おまかせ両替可能額 

おまかせ両替有効時に決済通貨以外の各通貨の利

用可能残高（チャージ済）を一定の掛目にて評価

した金額 

◎カード利用可能額 

各通貨において利用可能残高（チャージ済）とお

まかせ両替可能額を合算した金額 

◎おまかせチャージ 

カード利用可能額が一定金額を下回った場合、預

り残高（未チャージ）から自動でチャージを行う

機能 

◎おまかせ両替 

各通貨のカード利用可能額までカード利用を可能

にして、マイナス残高が発生した場合は自動で両

替して充当する機能 

◎両替レート 

両替の際に当社が提示する手数料（相当）を含ん

だ為替レートのこと。 



第 3 条（概要） 

(2)会員は、資金を預り残高（未チャージ）に入金

し、その資金を外貨へ両替後または円貨のまま、

カードにチャージすることにより、利用可能とな

ります。 

 

 

 

(5)当サービスへの入会は、満 15 歳以上で当社が

認めた方に限ります。 

(10)カードの資金は会員がチャージ手続き完了

後、利用可能残高（チャージ済）に即時に反映さ

れます。 

(11)当社システムメンテナンス中の場合、当社入

金確認時間外の場合、当社両替受付時間外の場合、

金融機関による障害の場合、通信システム障害・

回線障害の場合、災害・事変の場合等の理由によ

り、会員がチャージ手続きを完了しても利用可能

残高（チャージ済）に即時に反映されない場合が

あります。 

第 3 条（概要） 

(2)会員は、資金を預り残高（未チャージ）に入金

し、その資金を外貨へ両替後または円貨のまま、

カードにチャージすることにより、利用可能とな

ります。 

または、おまかせ両替およびおまかせチャージを

利用することで、預り残高（未チャージ）への入

金のみで利用可能となります。 

(5)当サービスへの入会は、満 15 歳以上 75 歳未満

で当社が認めた方に限ります。 

(10)カードの資金はチャージ手続き完了後、利用

可能残高（チャージ済）に即時に反映されます。 

 

(11)当社システムメンテナンス中の場合、当社入金

確認時間外の場合、当社両替受付時間外の場合、

金融機関による障害の場合、通信システム障害・

回線障害の場合、災害・事変の場合等の理由によ

り、チャージ手続きが完了しても利用可能残高（チ

ャージ済）に即時に反映されない場合があります。 

第 4 条（入会申込・審査） 

(1) 入会申込人は、入会ページまたは申込書にお

いて、当規約等に同意の上、入会申込人の氏名・

住所・生年月日・電話番号・電子メールアドレス・

職業・利用目的・主な利用予定国または地域・カ

ードの暗証番号等の、当社所定の必要事項を登録

し、入会を申込みます。 

(3) 入会申込人は、当社に対して、第１項の申込

み時もしくは申込み後に、当社の定める本人確認

書類その他の必要書類を提出しなければなりませ

ん。 

 

第 4 条（概要） 

(1) 入会申込人は、入会ページまたは申込書におい

て、当規約等に同意の上、入会申込人の氏名・住

所・生年月日・性別・国籍・電話番号・電子メー

ルアドレス・職業・利用目的・主な利用予定国ま

たは地域・カードの暗証番号等の、当社所定の必

要事項を登録し、入会を申込みます。 

(3) 入会申込人は、当社に対して、第１項の申込み

時もしくは申込み後に、当社の定める本人確認書

類その他の必要書類を提出しなければなりませ

ん。また、入会申込人が、日本国籍を保有せず日

本国内に居住している場合には、在留資格及び在

留制限等の確認のために、在留カードもしくは特

別永住者証明書の提出が必要です。 

第 5 条（入金） 

(15)会員は、他の会員のカードへのカード残高の

譲渡及び移し替えはできません。 

(16)会員は、カード及びカード残高、ならびにカ

第 5 条（入金） 

(15)会員は、他の会員のカードへの総残高の譲渡

及び移し替えはできません。 

(16)会員は、預り残高（未チャージ）及び利用可



ード及びカード残高を利用する一切の権利につい

て、譲渡、質入、その他第三者の権利を設定する

ことまたは第三者に利用させることはできませ

ん。 

能残高（チャージ済）を利用する一切の権利につ

いて、譲渡、質入、その他第三者の権利を設定す

ることまたは第三者に利用させることはできませ

ん。 

第 6 条（両替） 

(3) 当社がカード会員専用サイトで提供する両替

レートは、当社が外国為替証拠金取引（ＦＸ）顧

客に提示するリアルタイムレートに取扱いの通貨

ごとに定めた手数料相当分を加算して算出し提供

するレートとします。 

<新設> 

第 6 条（両替） 

(3) 当社がカード会員専用サイトで提供する両替

レートは、当社独自のリアルタイムレートに取扱

いの通貨ごとに定めた手数料相当分を加算して算

出し提供するレートとします。 

 

(6) 会員は、カード会員専用サイトから、おまかせ

両替を設定することが可能です。おまかせ両替を

有効にした場合、カード利用可能額の範囲内でカ

ードをご利用いただけます。また、利用可能残高

（チャージ済）がマイナスになった場合は、翌営

業日中におまかせ両替可能額の範囲内であらかじ

め設定した通貨の順に自動的に両替が行われ、マ

イナス残高に充当されます。 

なお、売上取消や返品等により利用金額の返金を

行う場合は、おまかせ両替で利用した通貨ではな

く、決済通貨で返金が行われます。 

第 7 条（チャージ） 

(2) チャージできるのは、円貨の他、米ドル、ユ

ーロ、英ポンド、豪ドル、香港ドルです。 

(中略) 

当社は、チャージが完了した場合には、チャージ

が完了した旨を、登録Ｅメールアドレス宛てにチ

ャージ完了メールで通知します。 

<新設> 

第 7 条（チャージ） 

(2) チャージできる通貨は、日本円、米ドル、ユー

ロ、英ポンド、豪ドル、香港ドルです。 

 

(6) 当社は、チャージが完了した場合には、チャー

ジが完了した旨を、登録Ｅメールアドレス宛てに

チャージ完了メールで通知します。 

(7) 会員は、カード会員専用サイトから、おまかせ

チャージを設定することが可能です。おまかせチ

ャージを有効にすると、日本円の利用可能残高（チ

ャージ済）が一定金額を下回った場合、日本円の

預り残高（未チャージ）から一定金額が自動的に

チャージされます。 

第 8 条（カード利用）  

(5) 本カードは、利用可能残高（チャージ済）の

「米ドル」を利用して当サービスサイトに記載さ

れた通貨以外の通貨でも利用することができま

第 8 条（カード利用）  

(5) 本カードは、利用可能残高（チャージ済）の「米

ドル」を利用して当サービスサイトに記載された

通貨以外の通貨でも利用することができます。た



す。ただし、その場合には、利用した通貨を

MasterCard 社所定のレートで「米ドル」に換算

した額が「米ドル」の利用可能残高（チャージ済）

から引き落とされます。また、別途所定のクロス

ボーダー手数料がかかります。 

 

 

(7) ご利用いただく店舗等のサービス内容によ

り、実際のご利用額以上の金額が留保されること

があります。この場合、会員の利用可能残高（チ

ャージ済）から実際に引き落としされるのは、最

終的な請求額のみとなります。留保された金額は、

実際のご利用が無い場合でも一時的に請求予定額

が留保され、一定期間使用できない場合がありま

す。 

だし、その場合には、利用した通貨を MasterCard

社所定のレートで「米ドル」に換算した額が「米

ドル」の利用可能残高（チャージ済）から引き落

とされます。また、別途所定のクロスボーダー手

数料がかかります。なお、おまかせ両替を設定し

ている場合は「米ドル」の残高が無くてもカード

利用可能額の範囲内でご利用いただけます。 

(7) ご利用いただく店舗等のサービス内容により、

実際のご利用額以上の金額が留保されることがあ

ります。この場合、一旦利用可能残高（チャージ

済）から引き落としが行われ、最終的な請求額と

相違がある場合に残高調整が行われます。なお、

実際のご利用が無い場合でも一時的に請求予定額

が留保され、一定期間使用できない場合がありま

す。 

第 11 条（カード会員専用サイトの口座番号・パス

ワード） 

(2) 会員は、当サービスサイト等から遷移する当

社所定のログイン画面より、ログインが可能です。

ただし、当社ＦＸ口座を開設済みの方は、ＦＸ会

員専用サイトにログイン後にカード会員専用サイ

トへ遷移する必要があります。 

(4) 会員は、カード会員専用サイトよりパスワー

ドを任意に変更できます。ただし、当社ＦＸ口座

を開設済みの方は、ＦＸ会員専用サイトからのロ

グインとなりますので、パスワードはＦＸ会員専

用サイトでの変更となります。 

第 11 条（カード会員専用サイトの口座番号・パス

ワード） 

(2) 会員は、当サービスサイト等から遷移する当社

所定のログイン画面より、ログインが可能です。 

 

 

 

(4) 会員は、カード会員専用サイトよりパスワード

を任意に変更できます。ただし、当社ＦＸ口座を

開設済みの方は、ＦＸ会員専用サイトでのパスワ

ード変更となります。 

第 12 条（取引記録等の照会） 

(1) 会員は、カード会員専用サイトにてカード残

高やカード利用履歴等の取引履歴を照会すること

ができます。 

第 12 条（取引記録等の照会） 

(1) 会員は、カード会員専用サイトにて預り残高

（未チャージ）及び利用可能残高（チャージ済）

やカード利用履歴等の取引履歴を照会することが

できます。 

第 15 条（登録事項の変更） 

会員は、登録している氏名・住所・電話番号・Ｅ

メールアドレス・職業・利用目的等に変更があっ

た場合、カード会員専用サイト等の当社所定の方

法で、直ちに変更の届出をするものとします。な

お、変更する項目により、カードの再発行が必要

第 15 条（登録事項の変更等） 

(1)会員は、登録している氏名・住所・電話番号・

Ｅメールアドレス・職業・利用目的等に変更があ

った場合、カード会員専用サイト等の当社所定の

方法で、直ちに変更の届出をするものとします。

なお、変更する項目により、カードの再発行が必



となる場合があります。その場合には、所定のカ

ード再発行手数料がかかります。 

<新設> 

要となる場合があります。その場合には、所定の

カード再発行手数料がかかります。 

(2) 会員が、日本国籍を保有せず日本国内に居住し

ており、在留カードもしくは特別永住者証明書の

有効期間が満了した場合には、満了日到来後 1 ヶ

月以内に新たな在留資格及び在留制限等の確認の

ために、再度、在留カードもしくは特別永住者証

明書の提出が必要となります。提出していただけ

ない場合には、カードを解約させていただく場合

があります。 

第 16 条（ペイバック） 

<新設> 

第 16 条（ペイバック） 

(5) おまかせ両替が有効になっている場合は、ペイ

バックは行えません。 

第 18 条（残高不足） 

(1) 会員は、本カードの利用に係る機器等の通信

状況その他の事由により、カード残高を超えての

利用となる場合があります。この場合、当社は残

高不足として、MasterCard®加盟店へ不足金額の

立替払いをするとともに、会員に対して不足金額

の支払を請求することとします。 

(2) 会員は、前項における請求時には当社が指定

する期日までに、当社が指定する方法により当該

不足金額を当社に対して支払うものとします。 

（略） 

(5) 会員が故意または過失によりカード残高を超

えて本カードを利用した場合は、当社に生じた不

利益または損害については、会員が責任を負うも

のとし、当社は会員に対し損害賠償請求を含め法

的措置をとることができるものとします。  

(6) 当社は、会員が第 2 項の期日までに、不足金

額を支払わない場合で、預り残高（未チャージ）

及び不足金額の通貨以外の通貨の利用可能残高

（チャージ済）に残高がある場合には、不足金額

への充当のため、当社の任意で当該残高のペイバ

ック、両替及びチャージを行うことができるもの

とします。 

第 18 条（残高不足） 

(1) 会員は、本カードの利用に係る機器等の通信状

況その他の事由により、総残高を超えての利用と

なる場合があります。この場合、当社は残高不足

として、MasterCard®加盟店へ不足金額の立替払

いをするとともに、会員に対して不足金額の支払

を請求することとします。 

(2) 会員は、前項における請求時には 5 営業日以

内に、当社が指定する方法により当該不足金額を

当社に対して支払うものとします。 

（略） 

(5) 会員が故意または過失により総残高を超えて

本カードを利用した場合は、当社に生じた不利益

または損害については、会員が責任を負うものと

し、当社は会員に対し損害賠償請求を含め法的措

置をとることができるものとします。  

(6) 当社は、会員の残高不足発生時に、預り残高（未

チャージ）及び不足金額の通貨以外の通貨の利用

可能残高（チャージ済）に残高がある場合には、

不足金額への充当のため、当社の任意で当該残高

のペイバック、両替及びチャージを行うことがで

きるものとします。 



第 19 条（解約） 

(8) 会員が本カードを解約後、一年以内に再度入

会を希望する場合は、当社はカード再発行手数料

相当額を徴収するものとします。 

第 19 条（解約） 

(8) 会員が本カードを解約後、再度入会を希望する

場合は、当社はカード再発行手数料を徴収するも

のとします。 

 


