
JCB加盟店規約・特約の改定について

乗車券等の取扱いに関する特約
加盟店様が乗車券等の信用販売を行う場合に適用されるJCB加盟店規約に付随する特約です。

主な改定内容 乗車券等の取扱いに関する特約

第4条（信用販売の取消し）①定期券等の信用販売の取り消しを行う場合において、当該定期券等にすでに利用された分とまだ利用されて
いない分が併存しているときに、加盟店様に順守していただく手続きを明記しました。

第5条（本特約の取扱いの終了）②本特約の取り扱いの終了事由を明記しました。

企画旅行商品の取扱いに関する特約/手配旅行商品の取扱いに関する特約
加盟店様が旅行商品の信用販売を行う場合に適用されるJCB加盟店規約に付随する特約です。

主な改定内容 企画旅行商品の取扱いに関する特約/
手配旅行商品の取扱いに関する特約 共通

第9条（本特約の取扱いの終了）③本特約の取り扱いの終了事由を明記しました。

第4条（事前決済対象の制限）②旅行契約における事前決済の限定、事前決済の対象となる商品等の限定、事前決済の対象となる旅行開始日
の限定、会員以外の旅行者のみで旅行を利用する場合の旅行者の限定を規定しました。

第3条（事前決済）
第5条（会員への告知等）
第6条（事前決済の受付方法等）

①旅行契約においては、旅行開始前に事前決済を行うことがございます。本特約では、加盟店様が事前決済およ
び事前決済の取り消しを行うために順守していただく手続き（会員様に対する告知事項を含みます）を規定し
ました。

（1） 多様な決済サービスへの対応
デビットカードやプリペイドカードなど多様な決済サービスに対応するため、債権譲渡契約から立替払契約への変
更をはじめとした、各種改定を行いました。

※本ご案内以外につきましても、表現上の変更を含め、今回の規約変更箇所は多岐にわたっています。また
今後、署名を電子データで保管する場合や非接触ICカードによるクレジット決済サービス（NFCペイメン
ト）を導入される場合に適用される「署名の電子化に関する特約」「NFCペイメントに関する特約」を新
たに定めましたので、JCB加盟店規約・各特約の全文をあわせてご確認ください。JCB加盟店規約・各
特約の全文はJCBホームページをご覧ください。

　▶JCBホームページ：http://www.jcb.co.jp/kiyaku/

このたび改定する「JCB加盟店規約」は、お客様と対面でカードを取り扱うすべての加盟店様に
適用させていただく規約です。

さらに貴店が取り扱う商品や決済サービス等により、「JCB加盟店規約」に加えて適用
される規約・特約がございます。
貴店に適用される規約・特約は次をご覧のうえ、該当する規約・特約をご確認ください。

改定の目的

（2） 安心安全な決済サービスに対する取り組みへの対応
クレジットカードに関する犯罪やカード情報の漏洩事故の増加に伴い、より安心安全な決済手段とすべく、これらに
対応するための改定を行いました。

（3） 手続きの明確化
加盟店様に順守していただく手続き等を明確化するための改定を行いました。

（4） 立替払契約の取り消しまたは解除等（改定前の規約における「買戻特約等」）の事由の変更
立替払契約の取り消しまたは解除の事由を明確にするため変更しました。
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【旅行商品を取り扱う加盟店様】
現行の「旅行商品の取扱いに関する特約」を、「企画旅行商品の取扱いに関する特約」「手配旅行商品の取扱いに関する特約」
「乗車券等の取扱いに関する特約」に分けるとともに、その内容を改定しました。
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1すべての加盟店様 JCB加盟店規約
2ページの　　を
ご覧ください。

3ページの　　を
ご覧ください。

2銀聯カードを取り扱う
加盟店様 銀聯カード取扱加盟店特約

3ページの　　を
ご覧ください。

3タクシー･運転代行の
加盟店様

タクシーおよび運転代行におけるカード取扱に関する特約
JCBタクシーチケット取扱店特約

4ページの　　を
ご覧ください。

4旅行商品を取り扱う
加盟店様

企画旅行商品の取扱いに関する特約
手配旅行商品の取扱いに関する特約
乗車券等の取扱いに関する特約

JCBギフトカードを取り扱う
加盟店様 JCBギフトカード加盟店規約

4ページの　　を
ご覧ください。
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JCBギフトカード加盟店規約
主な改定内容 JCBギフトカード加盟店規約

第９条（ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等）
第３項（7）（9）、第４項
第12条（ギフトカードの精算）第4項、第5項
第13条（調査協力、資料の提出等）
第21条（ギフトカード取扱いの停止）（2）
第24条（契約解除）第1項
第26条（反社会的勢力との取引拒絶）第1項（8）

第8条（ギフトカード取扱い）③「ギフトカード取扱い」を行うにあたり、加盟店様に順守していただく必要がある手続き（ギフトカードの確認
方法、ギフトカード控えの切り取り等）を明記しました。

第8条（ギフトカード取扱い）第3項⑤資金決済に関する法律では、ギフトカードの払戻しは原則として禁止されておりますが、お釣りを渡す場合、こ
れに抵触してしまう可能性があることから、お釣りの支払いを禁止する規定を追加しました。
＊「ギフトカード取扱い」にあたっては、ギフトカードの金額が販売額を超えないようお願いします。

第14条（ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等）
第1項（4）（5）

⑦ギフトカード使用者様と加盟店様との間に一定の紛議が発生したとき、および規約に付随する特約・覚書の違反
があったときを、ギフトカード精算契約の取り消しまたは解除等の事由に追加しました。

第11条（ギフトカードの不正使用等） 
第1項、第2項

⑥ギフトカードの不正使用を防止するために加盟店様に順守していただく事項（偽造券に関する通知を受けた場合
の確認義務、偽造・変造等と判断できるギフトカードを提示された場合の対応義務等）について明記しました。

第12条（ギフトカードの精算）④「ギフトカード取扱い」後の当社と加盟店様との間の精算にかかる手続きを明記しました。

第2条（用語の定義）第5項～第7項①用語の変更
本規約をJCB加盟店規約から独立させたことに伴い、分かりやすさの観点から用語を変更しました。

変更前 変更後
・「信用販売」
・「手数料」（改定前のJCB加盟店規約においては「割引料」）
・「立替払契約」（改定前のJCB加盟店規約においては「債権譲渡」）

・「ギフトカード取扱い」
・「ギフトカード手数料」
・｢ギフトカード精算契約」

②JCB加盟店規約の改定と同趣旨の改定をしました。
＊各改定項目の趣旨については　　（2～3ページ）をご参照ください。1

【JCBギフトカードを取り扱う加盟店様】

5 加盟店様がJCBギフトカードを取り扱う場合に適用される規約です。JCBギフトカードの取り扱いは、これまでJCB
加盟店規約に含めて規定していましたが、今般、多様な決済サービスへの対応を行うことに伴い、決済サービスの
性質が異なるギフトカードについては、別の規約として制定しました。



（4） 立替払契約の取り消しまたは解除等（改定前の規約における「買戻特約等」）の事由の変更
主な改定内容 JCB加盟店規約

第21条（立替払契約の取消しまたは解除等）
第4項

②立替払契約の取り消しまたは解除事由は、法令等の変更、カード決済にかかる国際的なルールの変更、セキュ
リティー対策の強化の必要性等により、変更または追加されることがあることを明記しました。

第21条（立替払契約の取消しまたは解除等）
第1項（10）（11）（12）（13）

①立替払契約の取り消しまたは解除事由として、以下の事由を追加しました。
●従来、「加盟店様が本規約に違反したとき」に含まれていた事由を具体的に定めたもの
●規約に付随する特約がある場合には、加盟店様が当該特約に違反したとき
●国際的な標準的セキュリティー水準等に適合しない方法で信用販売が行われた場合において、会員様からの代
金回収が困難または不能となったとき

加盟店規約・特約の主な改定内容
規約・特約および本案内中の「当社」は貴店との契約当事者であるカード会社（JCBグループカード会社）を指します。「両社」は当社およびJCBを指します。
貴店との契約当事者となるカード会社が（株）ジェーシービーのみの場合、規約・特約および本案内中の「当社」「両社」「当社またはJCB」は「JCB」と読みかえます。

主な改定内容 銀聯カード取扱加盟店特約

第2条（用語の定義）

第5条（立替払契約の取消しまたは解除）②加盟店規約の改定に伴い、当社と加盟店様および会員様の三者間の決済にかかる契約構成を債権譲渡契約か
ら立替払契約に変更しました。

特約の名称①分かりやすさの観点から「特定カード取扱加盟店特約（銀聯カード）」から「銀聯カード取扱加盟店特約」に変
更しました。

③「銀聯カード」の定義に、「デビットカード」および「プリペイドカード」を追加しました。

銀聯カード取扱加盟店特約

【銀聯カードを取り扱う加盟店様】

銀聯カードを取り扱う場合に適用されるJCB加盟店規約に付随する特約です。2

【タクシー･運転代行の加盟店様】

3 タクシーおよび運転代行を営む加盟店様に適用されるJCB加盟店規約に付随する特約です。

タクシーおよび運転代行におけるカード取扱に関する特約
主な改定内容 タクシーおよび運転代行におけるカード取扱に関する特約

第3条（調査協力）（4）

特約全体②加盟店規約の改定に伴い、当社と加盟店様および会員様の三者間の決済にかかる契約構成を債権譲渡契約か
ら立替払契約に変更しました。

特約の名称①分かりやすさの観点から「タクシー等でのカード取扱いに関する特約」から「タクシーおよび運転代行における
カード取扱に関する特約」に変更しました。

③当社またはJCBから依頼があった場合、加盟店様に提出していただく書面等に「その他当社またはJCBが求め
た事項」を追加しました。

第6条（本特約の取扱いの終了）④本特約の取り扱いの終了事由を明記しました。

JCBタクシーチケット取扱店特約
主な改定内容 JCBタクシーチケット取扱店特約

第５条（本特約の取扱いの終了）②本特約の取り扱いの終了事由を明記しました。

第3条（チケット取扱い方法）第4項（3）①無効チケットの条件に「会員署名欄に記載がないもの」を明記しました。

（２） 安心安全な決済サービスに対する取り組みへの対応
主な改定内容 JCB加盟店規約

第34条（反社会的勢力との取引拒絶）第1項（8）

第28条（カードに関する情報等の機密保持）
第1項･第3項･第4項

⑦取引を拒絶すべき対象に、テロリスト等を追加しました。

第29条（信用販売の停止）（2）⑤信用販売を一時停止できる場合について、対象を「当社またはJCBが契約解除事由に該当する疑いがあると認
めた場合全般」に変更しました。

第16条（手数料および支払い）第3項②マネーロンダリングの防止や反社会的勢力との取引拒絶の観点から、金融機関口座の名義と加盟店様の契約
者名義が一致していない場合、当社は振り込みを行わないことができる規定を追加しました。

第11条（加盟店の義務、禁止行為等）
第3項（7）（9）、第6項（1）～（4）

①不正行為の防止を目的として、以下の規定を追加しました。
●ショッピング枠の現金化等のカードの利用可能枠を利用した不正取引や、会員様との紛議発生・カードの不正
利用・両社の信用毀損のおそれのある取引を禁止する規定
●加盟店様が自己名義のカードをご自身の店舗で利用する行為や、実態のない取引を行うこと等を禁止する規定

第28条（カードに関する情報等の機密保持）
第10項･第11項・第12項

④「加盟店様が会員番号を漏洩した場合、または漏洩のおそれが認められる場合の損害賠償責任の内容」およ
び、「一定の場合に漏洩のおそれがあると取り扱われること」を明記しました。

③カード情報の漏洩事故防止のため、カード情報の保護を強化する条文に修正しました。また、加盟店様が会員番号および
カードの有効期限等を保有することを原則禁止とすること、ならびに例外的に保有できる場合の条件等を追加しました。

第32条（契約解除）
第1項（14）（16）（17）

⑥契約解除事由に、「行政処分を受けたとき」「会員様との紛議発生のおそれ・不正利用発生のおそれ・当社またはJCBの信
用毀損のおそれがあるとき」「加盟店様の役員、従業員等の関係者が犯罪収益の収受等を行ったとき」を追加しました。

（3） 手続きの明確化
主な改定内容 JCB加盟店規約

第20条（調査協力、資料の提出等）

第11条（加盟店の義務、禁止行為等）第4項

⑤調査協力、資料の提出等に関する条文を集約しました。また、加盟店様に当社およびJCBの調査にご協力いた
だく場面、調査事項、提出書類等、書類等の保管期間などを明記しました。

第10条（売上票等の作成、保管および提出等）②加盟店様に実施していただく必要のある、売上票および売上データの作成、送付または送信、保管・提出・破
棄等について明記しました。

第3条（加盟店）第7項
第9条（信用販売の方法）

①信用販売の手続きを明記しました。端末機の設置の有無、端末機の種類によって、加盟店様に実施していただ
く手続きが異なることを明記しました。

③許認可取得等が必要な取引を行う加盟店様にご対応いただく手続き（証書等の事前提出、両社の事前承諾の
取得）を明記しました。

第13条（事前承認の義務、信用販売限度額）第5項
第17条（信用販売の取消し）第1項

④信用販売の取り消し等の手続き（会員様からの申し込みの撤回等によりJCBの承認取得後に信用販売に至らなかっ
た場合、オーソリゼーション申請の取り消しおよび取消用の売上票等の作成・送付等を行うこと等）を明記しました。

JCB加盟店規約1

④今後、加盟店様への通知および所定の手続きにより、加盟店様が新たな決済サービスを取り扱うことができる規定
を追加しました。

（1） 多様な決済サービスへの対応
主な改定内容 JCB加盟店規約

第8条（信用販売）第4項

第38条（規約の変更）第3項

③カード発行会社の判断で、信用販売を行う加盟店様の業種が限定されること、一部の加盟店様においては、当
該カード発行会社の発行するカードを用いた信用販売ができない場合があることを明記しました。

第15条（立替払）

第2条（用語の定義）第5項②「カード」の定義に、「クレジットカード」に加え、「デビットカード」および「プリペイドカード」を追加し、デビッ
トカードおよびプリペイドカードの利用も加盟店規約の適用を受けることを明確にしました。なお、J-Debit
カードやJCBギフトカード等は、規約上の「カード」に含まれません。（それぞれ、他の規約が適用されます。）

①当社、加盟店様および会員様の三者間の決済にかかる契約構成を、これまでの債権譲渡契約から立替払契約に変更します。
　なお、債権譲渡契約から立替払契約への変更に伴う加盟店様の運用に変更はありません。
＊債権譲渡契約とは、加盟店様の会員様に対する債権を、加盟店様から当社に譲渡していただく契約です。
＊立替払契約とは、会員様が、加盟店様に対して負担する債務の支払いを当社に委任し、委任を受けた当社が、
会員様に代わって加盟店様にカード取り扱い代金の支払いを行う契約です。

〈変更理由〉
●クレジットカードに加え、デビットカードやプリペイドカードなど
多様な決済サービスに対応するため。
●当社およびJCBのご提供するサービスは、会員様と加盟店様の
ご依頼に基づいて、加盟店様へのお支払いを会員様に代わって行
うものであるというサービスの本質をより適切に規定するため。

変更前
・「債権譲渡」
・「割引料」
・「債権買取代金」

・「立替払契約」
・「手数料」
・「立替払金」

変更後
〈用語の変更〉

2 3

（5） その他の主な改定内容
主な改定内容 JCB加盟店規約

規約末尾〈提携ブランドカード会社〉の社名・住所

④ギフトカードの取り扱いに関する規定は、別の規約としました。
＊詳細は、　（4ページ）をご確認ください。

第32条（契約解除）第1項柱書、（7）②規約に付随する特約がある場合において、加盟店様が当該特約に違反したときは、契約解除事由となることを
明記するとともに、加盟店様が契約解除事由に該当した場合には、両社は、規約のみならず当該特約の取り扱
いを終了させることができることを明記しました。

第16条（手数料および支払い）第2項①災害等を含めた不可抗力により立替払金の支払いが遅延した場合であっても、当社は、遅延損害金その他の責
任を負わないことを明記しました。

③2015年12月14日よりダイナースクラブの提携ブランドカード会社の社名・住所が変更になりました。

5



（4） 立替払契約の取り消しまたは解除等（改定前の規約における「買戻特約等」）の事由の変更
主な改定内容 JCB加盟店規約

第21条（立替払契約の取消しまたは解除等）
第4項

②立替払契約の取り消しまたは解除事由は、法令等の変更、カード決済にかかる国際的なルールの変更、セキュ
リティー対策の強化の必要性等により、変更または追加されることがあることを明記しました。

第21条（立替払契約の取消しまたは解除等）
第1項（10）（11）（12）（13）

①立替払契約の取り消しまたは解除事由として、以下の事由を追加しました。
●従来、「加盟店様が本規約に違反したとき」に含まれていた事由を具体的に定めたもの
●規約に付随する特約がある場合には、加盟店様が当該特約に違反したとき
●国際的な標準的セキュリティー水準等に適合しない方法で信用販売が行われた場合において、会員様からの代
金回収が困難または不能となったとき

加盟店規約・特約の主な改定内容
規約・特約および本案内中の「当社」は貴店との契約当事者であるカード会社（JCBグループカード会社）を指します。「両社」は当社およびJCBを指します。
貴店との契約当事者となるカード会社が（株）ジェーシービーのみの場合、規約・特約および本案内中の「当社」「両社」「当社またはJCB」は「JCB」と読みかえます。

主な改定内容 銀聯カード取扱加盟店特約

第2条（用語の定義）

第5条（立替払契約の取消しまたは解除）②加盟店規約の改定に伴い、当社と加盟店様および会員様の三者間の決済にかかる契約構成を債権譲渡契約か
ら立替払契約に変更しました。

特約の名称①分かりやすさの観点から「特定カード取扱加盟店特約（銀聯カード）」から「銀聯カード取扱加盟店特約」に変
更しました。

③「銀聯カード」の定義に、「デビットカード」および「プリペイドカード」を追加しました。

銀聯カード取扱加盟店特約

【銀聯カードを取り扱う加盟店様】

銀聯カードを取り扱う場合に適用されるJCB加盟店規約に付随する特約です。2

【タクシー･運転代行の加盟店様】

3 タクシーおよび運転代行を営む加盟店様に適用されるJCB加盟店規約に付随する特約です。

タクシーおよび運転代行におけるカード取扱に関する特約
主な改定内容 タクシーおよび運転代行におけるカード取扱に関する特約

第3条（調査協力）（4）

特約全体②加盟店規約の改定に伴い、当社と加盟店様および会員様の三者間の決済にかかる契約構成を債権譲渡契約か
ら立替払契約に変更しました。

特約の名称①分かりやすさの観点から「タクシー等でのカード取扱いに関する特約」から「タクシーおよび運転代行における
カード取扱に関する特約」に変更しました。

③当社またはJCBから依頼があった場合、加盟店様に提出していただく書面等に「その他当社またはJCBが求め
た事項」を追加しました。

第6条（本特約の取扱いの終了）④本特約の取り扱いの終了事由を明記しました。

JCBタクシーチケット取扱店特約
主な改定内容 JCBタクシーチケット取扱店特約

第５条（本特約の取扱いの終了）②本特約の取り扱いの終了事由を明記しました。

第3条（チケット取扱い方法）第4項（3）①無効チケットの条件に「会員署名欄に記載がないもの」を明記しました。

（２） 安心安全な決済サービスに対する取り組みへの対応
主な改定内容 JCB加盟店規約

第34条（反社会的勢力との取引拒絶）第1項（8）

第28条（カードに関する情報等の機密保持）
第1項･第3項･第4項

⑦取引を拒絶すべき対象に、テロリスト等を追加しました。

第29条（信用販売の停止）（2）⑤信用販売を一時停止できる場合について、対象を「当社またはJCBが契約解除事由に該当する疑いがあると認
めた場合全般」に変更しました。

第16条（手数料および支払い）第3項②マネーロンダリングの防止や反社会的勢力との取引拒絶の観点から、金融機関口座の名義と加盟店様の契約
者名義が一致していない場合、当社は振り込みを行わないことができる規定を追加しました。

第11条（加盟店の義務、禁止行為等）
第3項（7）（9）、第6項（1）～（4）

①不正行為の防止を目的として、以下の規定を追加しました。
●ショッピング枠の現金化等のカードの利用可能枠を利用した不正取引や、会員様との紛議発生・カードの不正
利用・両社の信用毀損のおそれのある取引を禁止する規定
●加盟店様が自己名義のカードをご自身の店舗で利用する行為や、実態のない取引を行うこと等を禁止する規定

第28条（カードに関する情報等の機密保持）
第10項･第11項・第12項

④「加盟店様が会員番号を漏洩した場合、または漏洩のおそれが認められる場合の損害賠償責任の内容」およ
び、「一定の場合に漏洩のおそれがあると取り扱われること」を明記しました。

③カード情報の漏洩事故防止のため、カード情報の保護を強化する条文に修正しました。また、加盟店様が会員番号および
カードの有効期限等を保有することを原則禁止とすること、ならびに例外的に保有できる場合の条件等を追加しました。

第32条（契約解除）
第1項（14）（16）（17）

⑥契約解除事由に、「行政処分を受けたとき」「会員様との紛議発生のおそれ・不正利用発生のおそれ・当社またはJCBの信
用毀損のおそれがあるとき」「加盟店様の役員、従業員等の関係者が犯罪収益の収受等を行ったとき」を追加しました。

（3） 手続きの明確化
主な改定内容 JCB加盟店規約

第20条（調査協力、資料の提出等）

第11条（加盟店の義務、禁止行為等）第4項

⑤調査協力、資料の提出等に関する条文を集約しました。また、加盟店様に当社およびJCBの調査にご協力いた
だく場面、調査事項、提出書類等、書類等の保管期間などを明記しました。

第10条（売上票等の作成、保管および提出等）②加盟店様に実施していただく必要のある、売上票および売上データの作成、送付または送信、保管・提出・破
棄等について明記しました。

第3条（加盟店）第7項
第9条（信用販売の方法）

①信用販売の手続きを明記しました。端末機の設置の有無、端末機の種類によって、加盟店様に実施していただ
く手続きが異なることを明記しました。

③許認可取得等が必要な取引を行う加盟店様にご対応いただく手続き（証書等の事前提出、両社の事前承諾の
取得）を明記しました。

第13条（事前承認の義務、信用販売限度額）第5項
第17条（信用販売の取消し）第1項

④信用販売の取り消し等の手続き（会員様からの申し込みの撤回等によりJCBの承認取得後に信用販売に至らなかっ
た場合、オーソリゼーション申請の取り消しおよび取消用の売上票等の作成・送付等を行うこと等）を明記しました。

JCB加盟店規約1

④今後、加盟店様への通知および所定の手続きにより、加盟店様が新たな決済サービスを取り扱うことができる規定
を追加しました。

（1） 多様な決済サービスへの対応
主な改定内容 JCB加盟店規約

第8条（信用販売）第4項

第38条（規約の変更）第3項

③カード発行会社の判断で、信用販売を行う加盟店様の業種が限定されること、一部の加盟店様においては、当
該カード発行会社の発行するカードを用いた信用販売ができない場合があることを明記しました。

第15条（立替払）

第2条（用語の定義）第5項②「カード」の定義に、「クレジットカード」に加え、「デビットカード」および「プリペイドカード」を追加し、デビッ
トカードおよびプリペイドカードの利用も加盟店規約の適用を受けることを明確にしました。なお、J-Debit
カードやJCBギフトカード等は、規約上の「カード」に含まれません。（それぞれ、他の規約が適用されます。）

①当社、加盟店様および会員様の三者間の決済にかかる契約構成を、これまでの債権譲渡契約から立替払契約に変更します。
　なお、債権譲渡契約から立替払契約への変更に伴う加盟店様の運用に変更はありません。
＊債権譲渡契約とは、加盟店様の会員様に対する債権を、加盟店様から当社に譲渡していただく契約です。
＊立替払契約とは、会員様が、加盟店様に対して負担する債務の支払いを当社に委任し、委任を受けた当社が、
会員様に代わって加盟店様にカード取り扱い代金の支払いを行う契約です。

〈変更理由〉
●クレジットカードに加え、デビットカードやプリペイドカードなど
多様な決済サービスに対応するため。
●当社およびJCBのご提供するサービスは、会員様と加盟店様の
ご依頼に基づいて、加盟店様へのお支払いを会員様に代わって行
うものであるというサービスの本質をより適切に規定するため。

変更前
・「債権譲渡」
・「割引料」
・「債権買取代金」

・「立替払契約」
・「手数料」
・「立替払金」

変更後
〈用語の変更〉

2 3

（5） その他の主な改定内容
主な改定内容 JCB加盟店規約

規約末尾〈提携ブランドカード会社〉の社名・住所

④ギフトカードの取り扱いに関する規定は、別の規約としました。
＊詳細は、　（4ページ）をご確認ください。

第32条（契約解除）第1項柱書、（7）②規約に付随する特約がある場合において、加盟店様が当該特約に違反したときは、契約解除事由となることを
明記するとともに、加盟店様が契約解除事由に該当した場合には、両社は、規約のみならず当該特約の取り扱
いを終了させることができることを明記しました。

第16条（手数料および支払い）第2項①災害等を含めた不可抗力により立替払金の支払いが遅延した場合であっても、当社は、遅延損害金その他の責
任を負わないことを明記しました。

③2015年12月14日よりダイナースクラブの提携ブランドカード会社の社名・住所が変更になりました。
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JCB加盟店規約・特約の改定について

乗車券等の取扱いに関する特約
加盟店様が乗車券等の信用販売を行う場合に適用されるJCB加盟店規約に付随する特約です。

主な改定内容 乗車券等の取扱いに関する特約

第4条（信用販売の取消し）①定期券等の信用販売の取り消しを行う場合において、当該定期券等にすでに利用された分とまだ利用されて
いない分が併存しているときに、加盟店様に順守していただく手続きを明記しました。

第5条（本特約の取扱いの終了）②本特約の取り扱いの終了事由を明記しました。

企画旅行商品の取扱いに関する特約/手配旅行商品の取扱いに関する特約
加盟店様が旅行商品の信用販売を行う場合に適用されるJCB加盟店規約に付随する特約です。

主な改定内容 企画旅行商品の取扱いに関する特約/
手配旅行商品の取扱いに関する特約 共通

第9条（本特約の取扱いの終了）③本特約の取り扱いの終了事由を明記しました。

第4条（事前決済対象の制限）②旅行契約における事前決済の限定、事前決済の対象となる商品等の限定、事前決済の対象となる旅行開始日
の限定、会員以外の旅行者のみで旅行を利用する場合の旅行者の限定を規定しました。

第3条（事前決済）
第5条（会員への告知等）
第6条（事前決済の受付方法等）

①旅行契約においては、旅行開始前に事前決済を行うことがございます。本特約では、加盟店様が事前決済およ
び事前決済の取り消しを行うために順守していただく手続き（会員様に対する告知事項を含みます）を規定し
ました。

（1） 多様な決済サービスへの対応
デビットカードやプリペイドカードなど多様な決済サービスに対応するため、債権譲渡契約から立替払契約への変
更をはじめとした、各種改定を行いました。

※本ご案内以外につきましても、表現上の変更を含め、今回の規約変更箇所は多岐にわたっています。また
今後、署名を電子データで保管する場合や非接触ICカードによるクレジット決済サービス（NFCペイメン
ト）を導入される場合に適用される「署名の電子化に関する特約」「NFCペイメントに関する特約」を新
たに定めましたので、JCB加盟店規約・各特約の全文をあわせてご確認ください。JCB加盟店規約・各
特約の全文はJCBホームページをご覧ください。

　▶JCBホームページ：http://www.jcb.co.jp/kiyaku/

このたび改定する「JCB加盟店規約」は、お客様と対面でカードを取り扱うすべての加盟店様に
適用させていただく規約です。

さらに貴店が取り扱う商品や決済サービス等により、「JCB加盟店規約」に加えて適用
される規約・特約がございます。
貴店に適用される規約・特約は次をご覧のうえ、該当する規約・特約をご確認ください。

改定の目的

（2） 安心安全な決済サービスに対する取り組みへの対応
クレジットカードに関する犯罪やカード情報の漏洩事故の増加に伴い、より安心安全な決済手段とすべく、これらに
対応するための改定を行いました。

（3） 手続きの明確化
加盟店様に順守していただく手続き等を明確化するための改定を行いました。

（4） 立替払契約の取り消しまたは解除等（改定前の規約における「買戻特約等」）の事由の変更
立替払契約の取り消しまたは解除の事由を明確にするため変更しました。

219888-001・1603（0.001）TC

【旅行商品を取り扱う加盟店様】
現行の「旅行商品の取扱いに関する特約」を、「企画旅行商品の取扱いに関する特約」「手配旅行商品の取扱いに関する特約」
「乗車券等の取扱いに関する特約」に分けるとともに、その内容を改定しました。
4

1すべての加盟店様 JCB加盟店規約
2ページの　　を
ご覧ください。

3ページの　　を
ご覧ください。

2銀聯カードを取り扱う
加盟店様 銀聯カード取扱加盟店特約

3ページの　　を
ご覧ください。

3タクシー･運転代行の
加盟店様

タクシーおよび運転代行におけるカード取扱に関する特約
JCBタクシーチケット取扱店特約

4ページの　　を
ご覧ください。

4旅行商品を取り扱う
加盟店様

企画旅行商品の取扱いに関する特約
手配旅行商品の取扱いに関する特約
乗車券等の取扱いに関する特約

JCBギフトカードを取り扱う
加盟店様 JCBギフトカード加盟店規約

4ページの　　を
ご覧ください。

5

店頭用

4 1

JCBギフトカード加盟店規約
主な改定内容 JCBギフトカード加盟店規約

第９条（ギフトカード加盟店の義務、禁止行為等）
第３項（7）（9）、第４項
第12条（ギフトカードの精算）第4項、第5項
第13条（調査協力、資料の提出等）
第21条（ギフトカード取扱いの停止）（2）
第24条（契約解除）第1項
第26条（反社会的勢力との取引拒絶）第1項（8）

第8条（ギフトカード取扱い）③「ギフトカード取扱い」を行うにあたり、加盟店様に順守していただく必要がある手続き（ギフトカードの確認
方法、ギフトカード控えの切り取り等）を明記しました。

第8条（ギフトカード取扱い）第3項⑤資金決済に関する法律では、ギフトカードの払戻しは原則として禁止されておりますが、お釣りを渡す場合、こ
れに抵触してしまう可能性があることから、お釣りの支払いを禁止する規定を追加しました。
＊「ギフトカード取扱い」にあたっては、ギフトカードの金額が販売額を超えないようお願いします。

第14条（ギフトカード精算契約の取消しまたは解除等）
第1項（4）（5）

⑦ギフトカード使用者様と加盟店様との間に一定の紛議が発生したとき、および規約に付随する特約・覚書の違反
があったときを、ギフトカード精算契約の取り消しまたは解除等の事由に追加しました。

第11条（ギフトカードの不正使用等） 
第1項、第2項

⑥ギフトカードの不正使用を防止するために加盟店様に順守していただく事項（偽造券に関する通知を受けた場合
の確認義務、偽造・変造等と判断できるギフトカードを提示された場合の対応義務等）について明記しました。

第12条（ギフトカードの精算）④「ギフトカード取扱い」後の当社と加盟店様との間の精算にかかる手続きを明記しました。

第2条（用語の定義）第5項～第7項①用語の変更
本規約をJCB加盟店規約から独立させたことに伴い、分かりやすさの観点から用語を変更しました。

変更前 変更後
・「信用販売」
・「手数料」（改定前のJCB加盟店規約においては「割引料」）
・「立替払契約」（改定前のJCB加盟店規約においては「債権譲渡」）

・「ギフトカード取扱い」
・「ギフトカード手数料」
・｢ギフトカード精算契約」

②JCB加盟店規約の改定と同趣旨の改定をしました。
＊各改定項目の趣旨については　　（2～3ページ）をご参照ください。1

【JCBギフトカードを取り扱う加盟店様】

5 加盟店様がJCBギフトカードを取り扱う場合に適用される規約です。JCBギフトカードの取り扱いは、これまでJCB
加盟店規約に含めて規定していましたが、今般、多様な決済サービスへの対応を行うことに伴い、決済サービスの
性質が異なるギフトカードについては、別の規約として制定しました。


