JCB×Yahoo! JAPAN ポイントクラブ利用者規定
第１条（本利用規定） 1. 本利用規定は、ヤフー株式会社（以下「ヤフー」という。）と、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。）が提携して提供する第 3 条に定めるサービス「JCB × Yahoo! JAPAN ポ
イントクラブ」
（以下「本サービス」という。）に関する本サービス利用者と当社間の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（以下「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。本利用規定に定めのない事項については、JCB 会員規約が適用されます。また、Oki Doki ポイントについて、本利用規
定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」および「スヌーピーカード UFJ JCB カード スヌーピーポイン
トプログラム利用規定」が適用されます。 3. 本サービスは、JCB 会員規約を承認のうえ、当社よりカードの貸与を受けた個人用カードの本
会員（JCB 会員規約（個人用）に定義されるものを指す。）および使用者支払型法人カードのカード使用者（JCB 会員規約（使用者支払型法
人用）に定義されるものを指す。）のうち、当社および JCB 所定のカードを保有する方（以下「対象会員」という。
）を対象とします。当社お
よび JCB 所定のカードについては、JCB ホームページ等で公表するものとします。 4. 本利用規定の用語の定義は、本利用規定で特に定義し
ない限り、JCB 会員規約における定義によります。
第２条（定義） 1.「MyJCB」 当社および JCB がインターネット上に設けた会員向けのウェブサイト「MyJCB」をいいます。 2.「MyJCB
ID」 当社および JCB が MyJCB の利用登録を行った会員向けに提供する認証 ID をいいます。 3.「MyJCB 登録カード」 MyJCB において
利用登録がなされた、会員のカードをいいます。 4.「Yahoo! JAPAN ID」 ヤフーが、その運営するインターネット上のサービスの利用者
向けに提供する認証 ID をいいます。 5.「Yahoo! ウォレット」 インターネット上において商品または役務の提供を行うヤフーまたはヤフー
の提携先企業と当該商品または役務の提供を希望する方との間に成立した取引の代金を、ヤフーがヤフーにあらかじめ登録されている情報を
用いて決済する機能を提供するヤフーのサービスをいいます。 6.「Yahoo! ウォレット連携」 当社または JCB が保有する対象会員および
MyJCB 登録カードの情報を元に、Yahoo! ウォレットの「通常使う支払方法」として MyJCB 登録カードを自動的に登録するサービスをいい
ます。 7.「Oki Doki ポイント」 当社および JCB が運営する「Oki Doki ポイントプログラム」および「スヌーピーポイントプログラム」に
基づき会員に付与されるポイントをいいます。 8.「ヤフー指定のポイント」 ヤフーが別途ポイントに関して定めるガイドラインに従って付
与するポイントをいいます。 9.「ポイント移行」 Yahoo! ウォレット連携により Yahoo! ウォレットの「通常使うお支払方法」として登録さ
れた MyJCB 登録カード（以下「連携済カード」という。）の利用等により対象会員に付与された Oki Doki ポイントをヤフー指定のポイント
に移行することをいいます。
第３条（本サービスの内容） 本サービスは、下記の内容からなります。 ・Yahoo! ウォレット連携 ・ポイント移行
第４条（利用登録等） 1.本サービスの利用登録を希望する対象会員は、本利用規定を承認のうえ、MyJCBより申請を行うものとします。 2.本
サービスに付随してヤフーが提供する各サービスについては、対象会員が Yahoo! JAPAN ID を取得する際に承認したヤフーが定める利用規
約および利用規約中に定める各種ガイドラインその他の規定（プライバシーポリシー ･Yahoo! ウォレットに関する規則（ガイドライン）･ ヤフー
がポイントに関して別途定めるガイドラインなどを含み、以下総称して「ヤフーガイドライン等」という。）が適用されます。なお、ヤフーガ
イドライン等の内容については、ヤフーのホームページにて公表されています。 3. 第 1 項の申請の手続の途中で、MyJCB からヤフーのホー
ムページに自動的に移動します。その際、対象会員には、本サービスで使用する Yahoo! JAPAN ID によるログインを行っていただきます。
4. 第 1 項の申請を承認する場合、当社および JCB は、ヤフーと共同して、申請を行った対象会員の MyJCB ID と Yahoo! JAPAN ID とを連
携させる手続および Yahoo! ウォレット連携のための手続を行います。これらの手続が完了した時点で、本サービスの利用登録が完了します。
5. 一つの MyJCB ID につき連携可能な Yahoo! JAPAN ID は一つのみとします。また、一つの Yahoo! JAPAN ID につき連携可能な
MyJCB ID も一つのみとします。 6. 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」という。）は、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。ただし、本サービスの利用登録の解除のみでは、Yahoo! ウォレッ
トの「通常使うお支払方法」に登録された連携済カードの登録は解除されません。別途、ヤフーのホームページから登録解除の手続をする必
要があります。
第５条（Yahoo!ウォレット連携） 1. 本サービスの利用登録の完了により、MyJCB 登録カードが、Yahoo! ウォレットの「通常使うお支払方法」
として自動的に登録されます。 2. 本サービスの利用登録以前に Yahoo! ウォレットの「通常使うお支払方法」に連携済カード以外の支払い方
法が登録されていた場合には、本サービスの登録により「通常使うお支払方法」に連携済カードが登録され、従前の支払方法は変更されます。
3. 登録会員が、本サービスの利用登録の完了後に Yahoo! ウォレットの「通常使うお支払方法」の変更を希望する場合には、ヤフーのホーム
ページ等から「通常使うお支払方法」の変更手続を行う必要があります。登録会員が、この変更手続により連携済カードを Yahoo! ウォレット
の「通常使うお支払方法」から削除した場合、本サービスの利用登録も合わせて解除されます。 4. 登録会員が退会、その他の理由により連
携済カードの会員資格を喪失した場合も、Yahoo! ウォレットの「通常使うお支払方法」には連携済カードが登録されたままとなります。
Yahoo! ウォレットの「通常使うお支払方法」の変更を希望する場合には、変更後の支払方法についてヤフーのホームページ等から手続を行う
必要があります。
第６条（ポイント移行） 1. ポイント移行の方法は、次の各号のいずれかとし、本サービス利用登録時に対象会員が指定するものとします。た
だし、当社および JCB 所定のカードについては、本項 (2) のコースのみ指定できるものとします。当社および JCB 所定のカードについては、
JCBホームページ等で公表するものとします。 (1)らくらく自動移行コース (2)好きなときコース 2.当社およびJCB所定のカードを除き、
登録会員はらくらく自動移行コースと好きなときコースの間で、コースを変更することができます。
第７条（らくらく自動移行コース） 1. らくらく自動移行コースの登録完了により、連携済カードの Oki Doki ポイントを、本条第 2 項の定めに
従い、自動的にヤフー指定のポイントに移行します。 2. 当社および JCB 所定の基準日（以下「基準日」という。）時点でらくらく自動移行コー
スに登録している会員（以下「らくらく自動移行コース登録会員」という。）について、翌月 10 日（金融機関休業日の場合は翌営業日）お支
払い分として連携済カードに付与された Oki Doki ポイントにつきポイント移行が実施されます。その際、翌々月 10 日（金融機関休業日の場
合は翌営業日）お支払い分として連携済カードに付与されたボーナスポイントがある場合には、合わせてヤフー指定のポイントに移行されます。
基準日については、JCB ホームページ等で公表するものとします。 3. らくらく自動移行コース登録完了前に付与された Oki Doki ポイント
有効残高（ポイント有効期限満了前の Oki Doki ポイントのこと、以下同じ。）は、登録完了後の最初の基準日において、まとめて移行されます。
4. らくらく自動移行コース登録会員は、基準日前に当社および JCB 所定の手続きにてヤフー指定のポイントへの移行を申し込むことにより、
Oki Doki ポイントをヤフー指定のポイントに随時移行することができます。移行するポイント数は、申込時点の全 Oki Doki ポイント有効残
高となります。 5. ポイント移行は Oki Doki ポイント 1 ポイント以上 1 ポイント単位とし、移行レートは、Oki Doki ポイント 1 ポイント＝ヤ
フー指定のポイント 5 ポイントとします。ただし、Oki Doki ポイントまたはヤフー指定のポイントの付与率の変更等により、移行レートが変
更になる場合があります。 6. らくらく自動移行コース登録会員およびその家族会員は他の Oki Doki ポイントプログラムの交換商品への応募
は行えません。 7. 連携済カードの Oki Doki ポイントを、他のカードの Oki Doki ポイントと合算したうえで移行させることはできません。
8. 基準日の翌日以降に本サービスの利用登録または、らくらく自動移行コースの登録が解除された場合も基準日時点でのポイント移行のキャ
ンセルはできません。また、ポイント移行の実施後に、再度 Oki Doki ポイントへ移行させることはできません。
第８条（好きなときコース） 1. 対象会員がポイント移行を希望するつど、移行する Oki Doki ポイントのポイント数を指定してヤフー指定の
ポイントに移行する方法を好きなときコースといいます。対象会員は、好きなときコースに登録し、当社および JCB 所定の手続きにて移行す
る Oki Doki ポイント数を指定してポイント移行を申し込むことにより、申し込みごとに Oki Doki ポイントをヤフー指定のポイントに移行す
ることができます。 2. ポイント移行は Oki Doki ポイント 200 ポイント以上 100 ポイント単位とし、移行レートは、Oki Doki ポイント 1 ポ
イント＝ヤフー指定のポイント 4.5 ポイントとします。ただし、Oki Doki ポイントまたはヤフー指定のポイントの付与率の変更等により、移
行レートが変更になる場合があります。 3. 連携済カードの Oki Doki ポイントを、他のカードの Oki Doki ポイントと合算したうえで移行さ
せることはできません。

第９条（個人情報の取り扱い） 1. 本サービスの利用登録を希望する対象会員は、本サービスにかかる利用登録および本サービスの提供の目的
で、当社および JCB が次の各号の個人に関する情報（以下「個人情報」という。
）につき、必要な保護措置を行ったうえで、ヤフーに提供す
ることに同意するものとします。 (1)MyJCB 登録カードの名義 (2) 入会申込時等に届け出た MyJCB 登録カードの自宅住所・電話番号
(3)MyJCB 登録カードの番号・有効期限 (4) ポイント移行により移行される Oki Doki ポイントをヤフー指定のポイントに換算したポイント
数 2. 対象会員は、ヤフーに提供された個人情報が、ヤフーが定める利用規約および「プライバシーポリシー」に従って利用されることに同
意するものとします。 3. 本サービスの利用登録の完了後に、登録会員が当社および JCB、またはヤフーに対して住所・電話番号等の変更を
届け出た場合、当該届出いただいた情報について、両者の間で共有されることはございません。したがって、登録会員はかかる変更につき、
個別に届出を行っていただく必要があります。 4. 当社および JCB は、本サービスにかかる業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要
な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第１０条（知的財産権等） 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、商標その他の知的財産権等は、すべて当社、JCB、ヤフー、
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１１条（本サービスの提供終了） 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、登録会員の承諾なくして本サービスの提供
を中断または本サービスの利用登録を解除することができるものとします。 (1) 有効期限を更新した連携済カードが発行されることなく、連
携済カードの有効期限が経過したとき (2) 退会、その他の理由により連携済カードの会員資格を喪失した場合 (3) 死亡した場合 (4) 各
JCB 会員規約または本利用規定に違反した場合 (5) 違法行為または不正行為を行った場合 (6) 第三者による悪用およびそのおそれ等の事由
で、本サービスにつき使用される MyJCB ID の利用登録を JCB が解除する場合 (7) ヤフーが定める利用規約の規定に違反するなど、ヤフー
にて本サービスにつき使用される登録会員の Yahoo! JAPAN ID が利用停止または削除された場合 (8) 本利用規定の定めのいずれかに違反し
た場合 (9) 当社または JCB に対する支払債務を延滞した場合 (10) 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
第１２条（システムトラブルへの対応） 1. 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。 2. 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。
第１３条（終了・中止・変更） 1. 当社および JCB は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれのあるときは、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。 2. 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。ただし、緊急の場合においてはこの限りではありません。 3. 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 ホームページ等で公表または、
登録会員に通知します。 4. 前項にかかわらず、当社および JCB と、ヤフー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。 5.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、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１４条（免責） 1. 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。 2. 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。
第１５条（本利用規定の変更） 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なくして、本利用規定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、登録会員に通知します。 2. 登録会員は、前項の公表または通知の後、連携済カードにつき Oki Doki
ポイント付与の対象となる利用を行った場合、本サービスで連携された Yahoo! ウォレットが利用された場合、またはポイント移行の処理がな
された時点で、登録会員が当該変更に同意したものとみなします。
第１６条（準拠法） 本利用規定の効力、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１７条（合意管轄） 1. 本サービスの利用に関する紛争について、登録会員と当社または JCB との間で紛争が生じた場合、訴額のいかんにか
かわらず登録会員の住所地または当社（登録会員と当社との間の紛争の場合）または JCB（登録会員と JCB との間の紛争の場合）の本社の所
在地を所轄する簡易裁判所または地方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。 2. 本サービスの利用において、
登録会員とヤフーとの間で紛争が生じた場合、ヤフーが定める利用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。
第１８条（本利用規定の優越） 本サービスの利用に際し、当社および JCB が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本利用規定の内容が一
致しない場合は、本利用規定が優先されるものとします。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」、「当社または JCB」、「当社および JCB」を JCB と読み替えるものとします。
（JYP99・20131216）

