Oki Doki Shopping「JCBカード パートナーポイントプログラム」特約
第１条（本特約） 1. 本特約は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社（以下「Amazon」という。
）の運営する Amazon.co.jp
（https://www.amazon.co.jp/）などのウェブサイト（以下「Amazon サイト」という。）において、株式会社ジェーシービー（以下「JCB」
という。
）および JCB が指定するカード発行会社（以下単に「当社」という。）が提供する「JCB カード パートナーポイントプログラム」（以
下「本サービス」という。）に関する利用条件等を定めるものです。 2. 本サービスは、当社が定める JCB ブランドのクレジットカードまた
はデビットカード（以下「JCB カード」という。）の会員規約（以下「JCB 会員規約」という。
）に規定する付帯サービスとして提供されます。
本特約に定めのない事項については、各JCB会員規約が適用されます。 3.本サービスは、
当社および JCBが運営するポイントプログラム「Oki
Doki ポイントプログラム」における「Oki Doki Shopping」の一種として次項に定める対象会員に提供されます。Oki Doki ポイントプログ
ラム、Oki Doki Shopping および Oki Doki ポイントについて、本特約に定めのない事項については、
「Oki Doki ポイントプログラム利用規定」
（以下「Oki Doki 規定」という。）が適用されます。 4. 本サービスは、各 JCB 会員規約を承認のうえ、当社より JCB カードの貸与を受けた
個人用カードの本会員および家族会員（JCB 会員規約（個人用）に定義されるものを指す。）およびカード使用者（JCB 会員規約（一般法人用）、
JCB 会員規約（使用者支払型法人用）
、および JCB 会員規約（法人債務・カード使用者立替用）に定義されるものを指す。）のうち、当社およ
び JCB が指定する Oki Doki ポイントプログラムの対象となる JCB カード（以下「対象カード」という。
）を保有する方（以下「対象会員」
という。）に提供されます。Oki Doki ポイントプログラムの対象外となる JCB カードについては、当社へお電話でご確認ください。（電話番
号は、カードの裏面をご参照ください。） 5. 本特約の用語の定義は、本特約で特に定義しない限り、JCB 会員規約および Oki Doki 規定にお
ける定義によります。 6. 本サービスに付随して Amazon が提供する各サービスについては、対象会員が当該各サービスを利用する際に承認
した Amazon が定める「Amazon.co.jp 利用規約」
「Amazon.co.jp プライバシー規約」およびその他 Amazon が定める規約規定（以下「Amazon
規約」という。）が適用されます。
第２条（定義） 1.「本サービス登録カード」 Amazon サイトでの商品等の購入代金支払手段として登録済みの JCB カードで、次条第１項に
従い本サービスの利用登録がなされた JCB カードをいいます。 2.「Oki Doki ポイント」 Oki Doki 規定に基づき会員に付与されるポイント
をいいます。
第３条（サービス登録方法） 1. 本サービスの利用を希望する対象会員は、本特約を承認のうえ、Amazon サイト中の本サービス登録用ページ
において、対象カードを Amazon サイトでの商品等の購入代金支払手段として登録したうえで、当該対象カードを本サービス登録カードとし
て指定し、対象会員の生月日を入力することで、当社および JCB に対して、本サービスの利用登録を申請するものとします。JCB が対象会員
による本サービスの利用を承認した場合、本サービスの利用登録がなされます。 2. 前項にかかわらず、JCB が認めた場合、対象会員が
Amazon サイト中の支払方法の選択・登録ページにおいて商品等の購入代金支払手段として対象カードを登録し、対象カードを支払いに利用
することにより、本サービスの利用登録がなされます。この場合、Amazon が、利用登録のなされた対象会員に対して、利用登録の事実およ
び本特約の適用について通知します。対象会員は、本サービスを利用することをもって、本特約に同意したものとみなされます。 3. 前二項
に基づき本サービスの利用登録がなされた場合、JCB は、Oki Doki 規定に基づき、本サービスの登録・利用可否、および本サービスに利用可
能なポイント数に関する情報を Amazon と共同利用します。 4. 本サービスの利用登録が完了した対象会員（以下「登録会員」といいます。）は、
Amazon サイトにて当社および JCB 所定の方法で申請することにより、本サービスの利用登録を解除することができます。
第４条（サービス利用方法） 1. 登録会員は、Amazon サイト上での商品購入等を行う場合に、以下の方法で本サービス登録カードの Oki Doki
ポイントを商品購入等の代金の一部または全部の支払いに利用することができます。 2. 前項にかかわらず、Amazon が指定する商品や注文
方法などは、本サービスの対象外となります。対象外の商品、および注文方法等は Amazon サイトのパートナーポイントのページに公表します。
3. 本サービスにおいて、Oki Doki ポイントによる支払可能金額は、Amazon サイト上に表示されます。 4. 本サービスは、4 円以上 1 円単
位で支払金額を指定することで利用することができます。Oki Dokiポイント1ポイントあたりの支払金額は、Amazonサイト上に表示されます。
なお、本サービスによる支払金額を Oki Doki ポイントに換算した際に Oki Doki ポイント整数未満の端数が発生した場合、当該端数は切り捨
てとなります。 5. 本サービスと併用して選択可能な支払方法は、本サービス登録カード、Amazon ギフトカード、Amazon ポイントなど
Amazon サイト上で公表された方法に限られます。 6. 本サービス登録カードの Oki Doki ポイントに、他の JCB カードの Oki Doki ポイント
を合算することはできません。
第５条（ポイントの返還） 1. 本サービスの利用により減算された Oki Doki ポイントは、返還されません。 2. 前項にもかかわらず、当社お
よび JCB は以下の場合に限り、支払金額相当の Oki Doki ポイントの返還に代えて、同ポイント数のボーナスポイントにて登録会員に付与し
ます。 (1)Amazon サイトにおける商品購入キャンセルおよび返品の場合 (2) 次条に定める第三者による不正利用の場合（ただし、次条 (1)
から (9) の場合を除く。）
第６条（第三者の不正利用） 第三者による本サービスの利用により、Oki Doki ポイントが不正に利用された場合（以下「不正利用」という。）、
登録会員が不正利用の事実を速やかに当社または JCB に届け出るとともに、当社または JCB の請求に所定の届出を当社または JCB に提出し
た場合、当社は、不正利用により減算された Oki Doki ポイントの返還に代えて、同ポイント数のボーナスポイントにて付与します。ただし、
登録会員が次の各号のいずれかに該当する場合（登録会員が家族会員、またはカード使用者である場合は、本会員または法人会員が該当する
ときを含みます。
）は、この限りではありません。 (1) 登録会員が各 JCB 会員規約の JCB カードの管理に関する規定に違反した場合 (2) 登
録会員が本特約に違反した場合 (3) 登録会員の従業員（法人会員の従業員に限る。）、家族、同居人等、登録会員の関係者が不正利用を行った
場合 (4) 登録会員またはその法定代理人（法人会員においてはその代表者）の故意もしくは重大な過失または法令違反によって不正利用が行
われた場合 (5) 当社または JCB に対する届出の内容が虚偽である場合 (6) 登録会員が当社もしくは JCB の請求する書類を提出しなかった
とき、または当社もしくは JCB や捜査機関の行う被害状況の調査に協力を拒んだ場合 (7)Amazon サイトのログイン ID およびパスワードが
使用された場合で、これらの管理につき登録会員に故意または過失があった場合 (8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に不正利用が
行われた場合 (9) その他各 JCB 会員規約、または Oki Doki 規定に違反している状況において不正利用が行われた場合
第７条（カードの券種変更時の扱い） 本サービス登録カードにつき、一般カードからゴールドカードへ変更などの券種の変更が行われた場合、
またはカードの紛失に伴うカード再発行などにより、カード番号が変更になった場合、これら変更前の本サービス登録カードにおける本サー
ビスの登録は変更後の JCB カードに引き継がれません。本サービスの利用を希望される場合は、変更後の JCB カードにより新規に本サービス
に登録いただく必要があります。
第８条（サービスの終了、停止、変更等） 1. 当社および JCB は、登録会員が次のいずれかに該当する場合（登録会員が家族会員、またはカード
使用者の場合は、本会員、または法人会員が該当するときを含みます。）、登録会員に対する通知なくして本サービスの提供を停止または本サー
ビスの利用登録を解除するものとします。 (1) 有効期限を更新した本サービス登録カードが発行されることなく、本サービス登録カードの有
効期限が経過した場合 (2) 第三者による悪用およびそのおそれ等がある場合 (3) 退会、その他の理由により本サービス登録カードの会員資
格を喪失した場合 (4) 死亡した場合 (5)Amazon が定める利用規約の規定に違反した等の事由で、Amazon が本サービスに使用される登録
会員の Amazon アカウントを利用停止または削除された場合 (6) 各 JCB 会員規約、Oki Doki 規定、または本特約の定めのいずれかに違反し
た場合 (7)違法行為、
また不正行為を行った場合 (8)当社またはJCBに対する支払債務を遅延した場合 (9)その他当社またはJCBが本サー
ビスの登録会員として不適当と判断した場合 2. 当社および JCB は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生する恐れのある場
合は、事前に公表または登録会員に通知することなく、本サービスの全部、もしくは一部の提供を停止し、または内容を変更する措置を取る
ことができるものとします。 3. 当社および JCB は、システムの保守等、本サービスの維持管理に必要な作業のため、必要な期間、本サービ
スの利用登録および解除の受付ならびに本サービスの提供を停止することができるものとします。この場合、当社および JCB は事前に JCB の
ホームページ等で公表、または登録会員に通知しますが、緊急の場合においてはこの限りではありません。 4. 当社および JCB は、営業上そ
の他の理由により、本サービスを終了し、または内容の変更を行うことができるものとします。この場合、当社および JCB は 3 ヵ月前までに
JCB のホームページ等で公表、または登録会員に通知します。 5. 前項にかかわらず、当社および JCB と、Amazon との間の提携関係が終了

した場合、当社および JCB は本サービスを終了することができるものとします。この場合、当社および JCB は事前に JCB のホームページ等
で公表または登録会員に通知しますが、事前の公表または通知が困難な場合はこの限りではありません。 6. 当社および JCB は前各項による
本サービスの終了、停止、内容の変更等によって登録会員に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社または JCB に故意または過
失なき限り、一切責任を負わないものとします。
第９条（知的財産権） 本サービスの内容、情報など本サービスに含まれる著作権、商標権その他の知的財産権等は、すべて当社、JCB、
Amazon、その他の権利者に帰属するものであり、登録会員はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはなりません。
第１０条（免責事項） 1. 当社または JCB の故意または過失による場合を除き、当社および JCB は、本サービスの利用に起因して生じた登録
会員の損害について、一切責任を負わないものとします。 2. 当社および JCB は本サービスの提供にあたり、使用する電子機器、ソフトウェ
アなどのシステムにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的な保守および運用を行います。 3. 当社および JCB は、電子機器、
ソフトウェアなどの不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サー
ビスの提供において異常が生じた場合には、その時点における一般の技術水準に従って合理的な措置を講じます。かかる措置にもかかわらず、
異常が解消されなかった場合、当社または JCB に故意または過失なき限り、本サービスの提供についての補償は行わないものとします。 4. 本
サービスにおいて、当社および JCB が採用する暗号技術は、当社および JCB が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関
していかなる保証も行わないものとします。
第１１条（本特約の変更） 1. 当社および JCB は、登録会員への事前通知および登録会員の承諾の有無にかかわらず、本特約を随時変更するこ
とができるものとします。この場合、当社および JCB は当該変更について、事前（本サービスの内容の変更に関わる場合は 3 ヵ月前まで）に
JCB のホームページ等で公表または、登録会員（ただし、家族会員および JCB 会員規約（一般法人用）に規定されるカード使用者を除く）に
通知します。 2. 前項の公表または通知の後、登録会員が、本サービス登録カードにつき Oki Doki ポイント付与の対象となる利用（Amazon
サイト以外での利用を含む。）を行った場合、または本サービスに用いられている Amazon アカウント（ログイン ID）を利用した場合、登録
会員が当該変更に同意したものとみなします。
第１２条（準拠法） 本特約の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第１３条（合意管轄） 本サービスの利用において、登録会員と当社または JCB との間で紛争が生じた場合、JCB 会員規約において管轄裁判
所とされる裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
● カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」、「当社および JCB」、「当社または JCB」を JCB と読み替えるものとします。
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