ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社
ソフトバンクカード会員規約新旧対照表 2020 年 1 月 27 日改定
下線は変更部分
ソフトバンクカード会員規約
現行
【ソフトバンクカードお申し込みにあたっての
ご注意】

改定案
【ソフトバンクカードお申し込みにあたっての
ご注意】

（記載省略）

（現行どおり）

ソフトバンクカード会員規約

ソフトバンクカード会員規約

【総則】
第1条

【総則】
第1条

（記載省略）

第 2 条（定義）
(1) ～(25)
（記載省略）
（新設）

（新設）

改定事由

（現行どおり）

第 2 条（定義）
(1)～(25)
（現行どおり）
(26)「バーチャルカード」とは、会員サイト等当
社所定の方法で、カード番号等の情報（以
下「カード情報」といいます）を閲覧でき、
当該カード情報によって、会員が加盟店の
運営するインターネットサイト等でカード
決済ができるものをいいます。
(27)「リアルカード」とは、加盟店で商品等の購
入時に提示し、伝票等にカード裏面にあら
かじめ記載した署名と同一の署名を行う方
法または暗証番号を加盟店が設置する機器
に入力する方法などでカード決済ができる
磁気カードをいいます。

バーチャル
カードサー
ビス提供開
始のため

バーチャル
カードサー
ビスの提供
開始に伴い、
リアルカー
ドを別途定
義

（新設）

(28)「本カード」とは、バーチャルカードとリア
ルカードの総称をいいます。

リアルカー
ドとバーチ
ャルカード
を分けたた
め新たに定

（新設）

(29)「会員サイト」とは、ソフトバンクカード会
員専用 Web サイトをいいます。

義
会員 WB サイ
ト同意条項
を会員規約
に統合した

（新設）

(30)「会員アプリ」とは、当社が提供するソフト
バンクカード会員専用会員アプリをいいま
す。

ため
会員アプリ
規約を会員
規約に統合

（新設）

(31)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用
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したため

ソフトバンクカード会員規約
現行

改定案
新案権、意匠権、商標権、これらの権利を
取得しまたは登録等を出願する権利、その
他のノウハウおよび技術情報等をいいま
す。

第 3 条～第 4 条 （記載省略）

第 3 条～第 4 条（現行どおり）

第 5 条（手数料）
1～3.
（記載省略）

第 5 条（手数料）
1～3.
（現行どおり）

（新設）

4. 当社は、第 1 項に定める手数料のうち本カー
ドの発行手数料について、その支払方法がソ
フトバンク対象契約の通信料と合算する方法
による場合、当社が会員に対して有する発行
手数料についての債権をソフトバンクに譲渡
するものとし、会員はこれに承諾するものと
します。

改定事由
同上

手数料支払
方法として
通信料合算
を追加し、当
該支払方法
による場合、
ソフトバン
ク社への債

第 6 条（カード利用前の手続き）
1. 会員は、本カードの受領後ただちに、本カード
裏面の所定欄に会員の氏名と同一の署名を行
うものとします。

第 6 条（カード利用前の手続き）
1. 会員は、リアルカードの受領後ただちに、リ
アルカード裏面の所定欄に会員の氏名と同一
の署名を行うものとします。

権譲渡を行
うため新設
定義の変更
に伴い字句

2.

（記載省略）

第 7 条（安全管理）
会員は、本カードを善良な管理者の注意をもって
保管し、かつ暗証番号その他のカードに関する情
報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措
置を常に講じるものとします。

2.

（現行どおり）

第 7 条（安全管理）
会員は、本カード（バーチャルカードとして利用
する端末を含むものとし、以下「本カード等」と
いいます）を善良な管理者の注意をもって保管
し、かつ暗証番号その他の本カード等に関する情
報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措
置を常に講じるものとします。

の修正

バーチャル
カードサー
ビス提供開
始に伴い、端
末の安全管

第 8 条（暗証番号）
1.
（記載省略）

第 8 条（暗証番号）
1.
（現行どおり）

2. 会員は、暗証番号を記入したメモ等を本カー
ドと一緒に保存するなど、暗証番号を第三者
が容易に知り得る状態にしないものとしま
す。

2. 会員は、暗証番号を記入したメモ等を本カー
ド等と一緒に保存するなど、暗証番号を第三
者が容易に知り得る状態にしないものとしま
す。

理も必要な
ため新設

上記定義の
新設にも都

3～6.

（記載省略）

第 9 条～第 12 条（記載省略）

3～6.

（現行どおり）

第 9 条～第 12 条（現行どおり）

第 13 条（本カードの有効期間、新カードの発行） 第 13 条（本カードの有効期間、更新カードの発
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内追記

ソフトバンクカード会員規約
現行
1. 本カードの有効期間は、カードの発行日から
カード券面に印字された期日（以下「券面印
字日」といいます）までとし、券面印字日を
過ぎた場合、カード利用はできません。

改定案
行）
1. 本カードの有効期間は、本カードの発行日か
らカード券面に印字された期日、またはバー
チャルカードに記載された期日（以下「有効
期限」といいます）までとし、有効期限を過
ぎた場合、カード利用をすることができない
ものとします。

改定事由

バーチャル
カードサー
ビス提供開
始のため追
記

2. 紛失、破損、券面印字日超過その他により本 2. 当社は、有効期限の満了に際して、新しい有
カードを使用できなくなった場合（以下、使
効期限を付したカード（以下「更新カード」
用できなくなったカードを「旧カード」とい
といいます）をバーチャルカードで発行する
います）
、会員は当社が定める方法により、新
ものとします。なお、有効期限が切れる前に
しいカード（以下、
「新カード」といいます）
存在していた利用可能残高は、更新カード発
の発行を受けることができます。なお、新カ
行後も維持されるものとします。
ード発行にあたっては当社所定の審査を行
い、場合により新カードを発行しないことが
あります。

バーチャル
カードサー
ビス開始に
伴う有効期
限更新時の
対応を新設。
紛失時等の
対応は別途

3. 新カードが発行されたさいの旧カードの取り
扱いは、次のとおりとします。

3. 会員は、更新カードの発行にあたりリアルカ
ードの発行を希望する場合は当社所定の方法
によるお申し込みが必要となります。なお、
リアルカードの発行には、会員は当社に対し
て所定の手数料を支払うものとし、支払方法
は第 5 条第 2 項のとおりとする。

規定
バーチャル
カードサー
ビス開始に
伴うリアル
カードの発

(1)会員は、新カードの再発行処理がされた時点
で、旧カードの券面印字日が未到来であって
も旧カードでのカード利用できなくなりま
す。

（削除）

行方法を新
設
第 5 項に移行
のため削除

(2)新カードが再製発行された場合は、旧カード
が利用できる状態であればカード利用できま
す。

（削除）

再製発行に

（新設）

4. 前項の規定に関わらず、当社所定の条件によ
り、当社はリアルカード発行に係る手数料を
徴収しない場合がございます。

ついては、別
途規定
リアルカー
ド発行時の
手数料を無
償とする場

（新設）

5. 更新カードが発行された際の有効期限が満了
する本カードの取り扱いは、次のとおりとし
ます。
・ 更新カードが発行された場合、有効期限が満
了する本カードが利用できる状態であれば有
効期限まではカード利用をすることができま
す。
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合があるの
で新設

旧第 3 項の規
定を移行

ソフトバンクカード会員規約
現行
第 14 条

（記載省略）
（新設）

改定案
第 14 条

改定事由

（現行どおり）

第 15 条（情報提供、配信停止）
1. 本カードの申込時に、特定電子メール配信同
意（兼 金融商品勧誘の同意）を取得している
会員については、当社の判断により、会員が
登録・変更した携帯メール(SMS)または電子メ
ールアドレス等に対し、当社または第三者が
提供する商品、サービス、キャンペーン、そ
の他お得な情報のお知らせを含んだ SMS/メー
ル/Push 通知（その他のメッセージサービス
を含みます。以下同じ。）を送信することがあ
ります。なお、特定電子メール配信同意（兼 金
融商品勧誘の同意）を行った会員が配信停止
を希望される場合は、会員ご自身で当社が別
に定める方法に従い、当該配信を停止してい
ただく必要があります。
2. 前項の定めに関わらず、当社は、サービス提
供上必要な内容を含む SMS/メール/Push 通知
については全ての会員に送信できるものとし
ます。
3. 会員サイトの利用および会員規約に基づく会
員に対する通知は、当社に登録されている
SMS/メールアドレスに宛てて諸通知の情報を
送信した時をもって到達したものとします。

第 15 条～第 16 条（記載省略）

第 16 条～第 17 条（現行どおり）

第 17 条（利用停止措置）
1.
（記載省略）
(1)～(6)
（記載省略）

第 18 条（利用停止措置）
1.
（現行どおり）
(1)～(6)
（現行どおり）

会員 WB サイ
ト同意条項
および会員
アプリ規約
統合に伴い、
当該同意条
項にあった
条項を移行
したため

条数繰下げ
条数繰下げ

(7)第 28 条第 2 項に基づく承諾を撤回した場合

(7)第 29 条第 3 項に基づく承諾を撤回した場合

(8)～ (13)

(8)～ (13)

（記載省略）

（現行どおり）
条数繰下げ

（新設）

(14)最後に利用可能残高が変動した日から、2 年 に伴う修正
間経過した場合。ただし、資金移動サービス
をご利用の会員は最後にご利用可能残高が
資格喪失事
変動した日から、10 年間経過した場合
由の新設

(14)
2～3.

（記載省略）
（記載省略）

第 18 条（盗難・紛失・不正利用時の対応）
1. 会員は、紛失もしくは盗難により本カードが
手元にないことに気づいた場合、不正使用の

(15)
2～3.

（現行どおり）
（現行どおり）

第 19 条（盗難・紛失・不正利用時の対応）
1. 会員は、紛失もしくは盗難により本カード等
が手元にないことに気づいた場合、不正使用
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号数繰下げ

ソフトバンクカード会員規約
現行
可能性がある場合、または暗証番号その他の
本カードに関する情報が第三者により取得さ
れたことが疑われる場合には、ただちに当社
まで連絡するものとします。この連絡がただ
ちにされなかったことで会員に生じた損害に
ついては会員自身の負担とします。なお、会
員から連絡がされた場合でも、紛失または盗
難による場合は次項の規定を適用します。

改定案
の可能性がある場合、または暗証番号その他
の本カード等に関する情報が第三者により取
得されたことが疑われる場合には、ただちに
当社まで連絡するものとします。この連絡が
ただちにされなかったことで会員に生じた損
害については会員自身の負担とします。なお、
会員から連絡がされた場合でも、紛失または
盗難による場合は次項の規定を適用します。

2. 本カードの紛失、盗難もしくは第三者による
不正使用により第三者に本カードを利用され
た場合、当該利用金額は、会員の負担としま
す。ただし、会員に故意または重大な過失が
なく、本カードの偽造により第三者にカード
利用をされた場合はこの限りではありませ
ん。

2. 本カード等の紛失、盗難もしくは第三者によ
る不正使用により第三者に本カードを利用さ
れた場合、当該利用金額は、会員の負担とし
ます。ただし、会員に故意または重大な過失
がなく、本カード等の偽造により第三者にカ
ード利用をされた場合はこの限りではありま
せん。

3. 当社が本カードの盗難、紛失もしくは第三者
による不正使用の発生またはそのおそれがあ
ると判断した場合、当社は、会員への事前の
通知または催告なしに、当該カードについて
利用停止措置を講じることができるものとし
ます。

3. 当社が本カード等の盗難、紛失もしくは第三
者による不正使用の発生またはそのおそれが
あると判断した場合、当社は、会員への事前
の通知または催告なしに、当該カードについ
て利用停止措置を講じることができるものと
します。

4.

4.

（記載省略）

改定事由
条数繰下げ
定義の変更
に伴う字句
の修正

同上

同上

（現行どおり）

5. 会員が、盗難その他の事由により本カードを
紛失した場合、または会員の責によらず、カ
ードの偽造等による不正利用が発生した場合
またはそのおそれがある場合であって、会員
が当社に申し出のうえ当社所定の手続きを行
い、当社が適当と認めたときは、当社は、会
員に対して新カードを再発行し、旧カードか
ら新カードに利用可能残高の移行ができるも
のとします。この場合、当該残高移行後即時
に旧カードの利用可能残高は消滅し、旧カー
ドのカード利用はできなくなるものとしま
す。

5. 会員が、盗難その他の事由により本カード等
を紛失した場合、または会員の責によらず、
カードの偽造等による不正利用が発生した場
合またはそのおそれがある場合であって、会
員が当社に申し出のうえ当社所定の手続きを
行い、当社が適当と認めたときは、当社は、
会員に対して新カードを再発行し、利用可能
残高は新カードに維持されるものとします。

（新設）

6. 会員は新カードの再発行処理がされた時点
で、旧カードの有効期限が未到来であっても
旧カードでのカード利用はできなくなるもの
とします。

同上

実態に合わ
せて表現を
修正

第 13 条に遭
った規定を

第 19 条（汚損等による再製発行）
第 20 条（汚損等による再製発行）
カードの汚損、破損、磁気不良その他の事由によ 1. カードの汚損、破損、磁気不良その他の事由
り本カードの利用に支障を生じる場合であって、
により本カードの利用に支障を生じる場合で
会員が当社に申し出のうえ当社所定の手続きを
あって、会員が当社に申し出のうえ当社所定
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移行

条数繰下げ

ソフトバンクカード会員規約
現行
行い、当社が適当と認めたときは、当社は、会員
に対して新カードを再製発行し、旧カードから新
カードに利用可能残高を移行させます。この場
合、当該残高移行後即時に旧カードの残高は消滅
し、会員は旧カードのカード利用はできません。
なお、同一会員からの複数回の申し出がなされる
等、当社が適当と認めない場合、当社は、利用可
能残高の移行を認めない場合があります。
（新設）

改定案
改定事由
の手続きを行い、当社が適当と認めたときは、
当社は、会員に対して新カードを再製発行し、
利用可能残高は新カードに維持されるものと
します。なお、同一会員からの複数回の申し
出がなされる等、当社が適当と認めない場合、
当社は、利用可能残高の維持を認めない場合 実 態 に 合 わ
せて表現を
があります。
修正

2. 会員は新カードの再製発行処理がされた時点
で、旧カードの有効期限が未到来であっても
旧カードでのカード利用はできなくなるもの
とします。

第 13 条に遭
った規定を

第 20 条

（記載省略）

第 21 条

（現行どおり）

【プリペイドカードサービス】

【プリペイドカードサービス】

第 21 条

第 22 条

移行

条数繰下げ

（記載省略）

（現行どおり）

第 22 条（プリペイドカードサービスの利用可能 第 23 条（プリペイドカードサービスの利用可能
限度額）
限度額）
1. 当社は、プリペイドカードサービスにおける 1. 当社は、プリペイドカードサービスにおける
プリペイドバリューに、次の各号の利用可能
プリペイドバリューに、次の各号の利用可能
限度額（以下総称して「限度額」といいます。
）
限度額（以下総称して「限度額」といいます。）
を設定します。
を設定します。なお当社は、会員のご利用状
況に応じて限度額を制限する場合がございま
す。
(1)～(5)
（記載省略）
(1)～(5)
（現行どおり）

条数繰下げ

会員保護の
ため利用状
況に応じ限
度額を制限
する場合が
あるため新

2.

（記載省略）

2.

（現行どおり）

設

3. 第 1 項第 1 号の限度額は、第 29 条第 1 項第 1
号に定める現金バリューへのチャージ可能な
限度額と合算し 100 万円が上限となります。ま
たチャージする手段によって、チャージ可能な
金額は制限が課される場合があります。詳しく
当社のホームページをご確認ください。

3. 第 1 項第 1 号の限度額は、第 30 条第 1 項第 1
号に定める現金バリューへのチャージ可能な
限度額と合算し 100 万円が上限となります。
またチャージする手段によって、チャージ可
能な金額は制限が課される場合があります。
詳しく当社のホームページをご確認くださ
い。

条数繰下げ

第 23 条～第 26 条（記載省略）

第 24 条～第 26 条（現行どおり）

条数繰下げ

第 26 条（資金移動サービス）
1.～6．
（記載省略）
7．当社は、資金決済法第 43 条で定められた履行
保証金を東京法務局に供託することにより、
会員の現金バリューについて、資金決済法に
基づく保全措置を講じております。会員の現

第 27 条（資金移動サービス）
1.～6．
（現行どおり）
7．当社は、資金決済法第 43 条で定められた履行
保証金を東京法務局に供託し、また株式会社
みずほ銀行との間で履行保証金保全契約を締
結することにより、会員の現金バリューにつ
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に伴う修正

資産保全方
法として、履
行保証金保

ソフトバンクカード会員規約
現行
金バリューは、資金決済法に基づく履行保証
金制度によって保護され、万一の場合には、
同法第 59 条の規定に基づき還付を受けること
ができます。

第 27 条～第 28 条（記載省略）

改定案
いて、資金決済法に基づく保全措置を講じて
おります。会員の現金バリューは、資金決済
法に基づく履行保証金制度によって保護さ
れ、万一の場合には、同法第 59 条の規定に基
づき還付を受けることができます。
第 28 条～第 29 条（現行どおり）

第 29 条（資金移動サービスの利用可能限度額） 第 30 条（資金移動サービスの利用可能限度額）
1. 当社は、資金移動サービスにおける現金バリ 1. 当社は、資金移動サービスにおける現金バリ
ューに、次の各号の利用可能限度額（以下総
ューに、次の各号の利用可能限度額（以下総
称して「限度額」といいます。
）を設定します。
称して「限度額」といいます。）を設定します。
なお当社は、会員のご利用状況に応じて限度
額を制限する場合がございます。

改定事由
全契約を追
加したため
追記した

条数繰下げ
条数繰下げ
会員保護の
ため利用状
況に応じ限
度額を制限
する場合が
あるため新

(1)～(3)

（記載省略）

(1)～(3)

（現行どおり）

設

2. 第 1 項第 1 号の限度額は、第 22 条第 1 項第 1
号に定めるブリペイドバリューへのチャージ
可能な限度額と合算し 100 万円が上限となり
ます。またチャージする手段によって、チャ
ージ可能な金額は制限が課される場合があり
ます。詳しくは、当社ホームページをご確認
ください。

2. 第 1 項第 1 号の限度額は、第 23 条第 1 項第 1
号に定めるブリペイドバリューへのチャージ
可能な限度額と合算し 100 万円が上限となり
ます。またチャージする手段によって、チャ
ージ可能な金額は制限が課される場合があり
ます。詳しくは、当社ホームページをご確認
ください。

条数繰下げ

第 30 条（現金バリューによるカード決済）
1. 会員が第 24 条第 1 項に従いカード決済を行っ
た場合、当社は、同条第 3 項に基づき当該会
員のプリペイドバリューの利用可能残高から
当該カード決済にかかる金額を減算し、これ
がカード決済にかかる金額の全額に満たない
ときに、当該会員の現金バリューの利用可能
残高から不足するカード決済額を減算しま
す。

第 31 条（現金バリューによるカード決済）
1. 会員が第 25 条第 1 項に従いカード決済を行っ
た場合、当社は、同条第 3 項に基づき当該会
員のプリペイドバリューの利用可能残高から
当該カード決済にかかる金額を減算し、これ
がカード決済にかかる金額の全額に満たない
ときに、当該会員の現金バリューの利用可能
残高から不足するカード決済額を減算しま
す。

条数繰下げ

2.

2.

（記載省略）

に伴う修正

条数繰下げ
に伴う修正

（現行どおり）

第 31 条～第 32 条（記載省略）

第 32 条～第 33 条（現行どおり）

条数繰下げ

第 33 条（現金バリューの払戻し、残高移行）
1. 本カードの有効期限にかかわらず、会員は、
当社所定の手続きを行うことで、未使用の現
金バリューの払戻し、または新カードへの残
高移行を行うことができます。

第 34 条（現金バリューの払戻し、残高移行）
1. 本カードの有効期限にかかわらず、会員は、
当社所定の手続きを行うことで、未使用の現
金バリューの払戻しを行うことができます。

条数繰下げ

2～3．

2～3．

（記載省略）

4. 会員は、第 1 項のほか、次の各号のいずれか

（現行どおり）

4. 会員は、第 1 項のほか、次の各号のいずれか
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第 5 項へ移行

時効の起算

ソフトバンクカード会員規約
現行
の場合には、未使用の現金バリューについて
払戻しを受けることができるものとします。
ただし、有効期限の到来、会員資格喪失また
は本カードの利用停止等から 10 年が経過した
場合には、会員は、当社に対して、払戻しを
求めることはできないものとします。なお、
会員は、当該期間内であっても、関係法令の
定めに従い払戻しを受けることができない場
合があることについて、あらかじめ了承する
ものとします。
(1)
（記載省略）
(2) 第 15 条の規定に基づき会員資格喪失をした
場合

(1)
(現行どおり)
(2) 第 16 条の規定に基づき会員資格喪失をした
場合

(3) 第 17 条の規定に基づき本カードの利用停止
等となった場合

(3) 第 18 条の規定に基づき本カードの利用停止
等となった場合

同上

（新設）

5. 新カードが発行された時点で旧カードに現金
バリューの利用可能残高がある場合、利用可
能残高は新カードに維持されるものとしま
す。

第 1 項の規定

【ソフトバンクカード会員 WEB サイト・会員アプ
リサービス】
第 35 条（利用登録）
1. ソフトバンクの回線契約に基づき、マイソフ
トバンクの利用ができる会員については、マ
イソフトバンク ID/パスワードを使用して、
当社所定の会員サイトまたは会員アプリへロ
グインできるものとします。ただし、マイソ
フトバンクの利用ができない会員について
は、当社独自の ID/パスワード（マイソフト
バンク ID/パスワードおよび当社所定の ID/
パスワードを合わせ以下「ID 等」という」）
を登録し、会員サイトまたは会員アプリへロ
グインできるものとします。
2. 会員サイト、本アプリ利用に関わる通信料、
接続料等は、会員が負担するものとします。
3. 会員アプリは、iPhone または、Android 端末
を使用している会員のみ利用することができ
るものとします。なお一部の端末・利用環境
によってはご利用いただけない場合があるも
のとします。
4. 会員サイトおよび会員アプリは本規約等をよ
くお読みいただき、同意（留保や条件などを
つけてご利用いただくことはできません）の
うえ利用するものとします。

会員 WEB サイ

（新設）
（新設）

改定案
の場合には、未使用の現金バリューについて
払戻しを受けることができるものとします。
ただし、最後に利用可能残高が変動した日か
ら 10 年が経過した場合には、会員は、当社に
対して、払戻しを求めることはできないもの
とします。なお、会員は、当該期間内であっ
ても、関係法令の定めに従い払戻しを受ける
ことができない場合があることについて、あ
らかじめ了承するものとします。
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改定事由
点を最終利
用日から 10
年とするた
め修正

条数繰下げ
に伴う修正

を移行

ト同意条項
および会員
アプリ規約
と会員規約
を統合した
ことに伴う、
当該同意条
項にあった
規定を移行

ソフトバンクカード会員規約
現行
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

改定案
改定事由
同上
第 36 条（ID の管理）
1. 会員は、ID 等を善良なる管理者の注意をもっ
て使用・保管・管理を行うものとし、いかな
る理由であっても ID 等を第三者に使用させ
てはならないものとします。
2. 会員は、ID 等が第三者に使用されたことによ
り、当該カード会員に損害が生じた場合当社
はその責任を負わないものとします。ただし、
当社がカード会員に責がないと認めた場合を
除きます。
3. 会員は、ID 等が第三者に使用されたことによ
り当社または他の第三者に損害を与えた場
合、その損害につき賠償責任を負うものとし
ます。
第 37 条（一時停止、中止）
当社は、システムメンテナンス、天災・災害によ
る装置の故障、その他当社が必要と判断した場
合、予告なく会員サイトおよび会員アプリを一時
停止・中止する場合があります。この場合、会員
サイトおよび会員アプリの一時停止または中止
に起因して生じたいかなる損害について、当社は
一切責任を負わないものとします。ただし、当社
の故意または重過失により会員に損害を与えた
場合は除くものとします。

同上

同上
第 38 条（使用許諾）
当社は、本規約に同意した会員に対し、お客様の
使用する対象端末上においてのみ使用すること
のできる、非独占的かつ譲渡不能の会員サイトお
よび会員アプリの使用を許諾するものとします。

第 39 条（会員情報の取得等）
1. 会員は、当社が会員アプリにて、以下に定め
る会員情報を取得することに同意するものと
します。
(1) 会員が利用する端末の位置情報
（利用目的）
(ア) 現在位置を活用した機能の実現のため
(イ) 各種の情報、広告およびクーポン等の配信の
ため
(ウ) 利用状況の調査および分析のため
(2) 会員アプリの利用履歴・操作履歴
（利用目的）
(ア) 各種の情報、広告およびクーポン等の配信の
ため
(イ) 利用状況の調査および分析のため
2. 前項の定めのほか、当社は「ソフトバンクカ
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同上

ソフトバンクカード会員規約
現行

（新設）

改定案
ードにおける個人情報の取扱い」に基づいて
会員の個人情報等を取り扱うものとします。

改定事由

第 40 条（利用上の注意点）
1. ソフトバンク回線契約者は、モバイルデータ 同上
通信を利用することにより、ID 等を入力する
ことなく会員サイトまたは会員アプリにログ
インすることができるものとします。
2. 会員は、会員サイトをご利用いただいている
端末、会員アプリをダウンロードした端末が
第三者に渡った場合、利用履歴情報等が外部
に漏えいする等、会員に損害が発生する可能
性があることを理解し、会員サイトまたは会
員アプリ利用にあたっては、端末を厳重に管
理するものとします。
3. 会員アプリの一部機能については、会員が利
用する端末のパスコード（または TouchID 等）
もしくはソフトバンクカードに設定した暗証
番号が必要となるものとします。会員は、必
ず端末のパスコード（または TouchID 等）も
しくはソフトバンクカードの暗証番号を設定
のうえ、会員アプリを利用するものとします。
4. 会員アプリは、会員サイトの各種サービスへ
のリンクを提供するものとします。各リンク
から Webview またはブラウザにより会員サイ
トの Web ページに遷移する場合があるものと
します。
5. 会員は、会員サイトをご利用している端末、
会員アプリをダウンロードした端末の紛失・
盗難には十分注意するものとします。なお、
会員は、会員サイトをご利用している端末、
会員アプリをダウンロードした端末の紛失・
盗難が発生した場合、直ちに当社まで連絡す
るものとします。この連絡が直ちにされなか
ったことで会員に生じた損害については会員
自身の負担とします。
6. 会員は、会員サイトをご利用している端末、
会員アプリをダウンロードした端末の変更、
売却を行う際は、必ず cookie および会員アプ
リを事前に削除するものとします。
7. 会員は、当社または関係官庁等が提供する情
報を参考にして、自己の利用環境に応じ、ウ
ィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩
の防止等の適切な情報セキュリティを保持す
るものとします。
8. 会員は、会員サイトまたは会員アプリの使用
（会員アプリのダウンロードを含みます）に
必要となる通信機器、ソフトウェア、通信回
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ソフトバンクカード会員規約
現行

（新設）

（新設）

（新設）

改定案
線その他の環境を、会員の責任と負担におい
て準備するものとします。
第 41 条（権利帰属）
会員サイトおよび会員アプリに関する知的財産
権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰
属するものとします。会員は、会員サイトおよび
会員アプリに関する知的財産権を取得するもの
ではないものとします。

改定事由

同上

第 42 条（免責）
1. 当社は、会員サイト、会員アプリについて、 同上
現状有姿の内容のものを提供するものとし、
会員に対し、いかなる利用環境の下でも正常
に作動することや全ての機能が作動すること
の保証しないものとします。
2. 当社は、会員サイトまたは会員アプリに掲載
される全ての情報、その他のコンテンツにつ
いて、法令により求められている場合を除き、
その完全性、正確性、適用性、有用性につい
て一切保証しないものとします。
3. 会員は、会員の使用環境や､GPS 衛星の状態に
より位置が正しく表示されない場合があるこ
とをあらかじめ承諾し、会員アプリを利用す
るものとします。会員が使用する端末および
設定によっては、会員アプリのうち、会員の
位置情報を必要とするサービスを利用できな
い場合があることをあらかじめ了承するもの
とします。なお、当社は、位置情報の精度に
起因する情報内容の誤差に関して、一切責任
を負わないものとします。
第 43 条（禁止事項）
会員は、会員サイトまたは会員アプリを利用する
にあたり、以下の各号に規定する行為をしてはな
らないものとします。
(1) 会員の個人的利用を超えて、商業・営利目的
などに使用する行為
(2) 会員サイトまたは会員アプリの一部を会員
個人のプログラムに組み込み、または結合す
ることを目的としたコンパイル等一切の行
為
(3) 会員サイトまたは会員アプリの全部または
一部を改変、改ざんする行為
(4) 会員サイトまたは会員アプリを逆コンパイ
ル、逆アセンブル、リバースエンジニアリン
グし、その他同アプリのソースコード、アイ
デア等を解析または分析等する行為
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同上

ソフトバンクカード会員規約
現行

（新設）

改定案
(5) 会員サイトまたは会員アプリを、複製、頒布、
公衆送信、翻訳、翻案、譲渡、貸与、使用再
許諾などとする行為
(6) 会員サイトまたは会員アプリに組み込まれ
ているセキュリティ機能を害する行為
(7) 会員サイトまたは会員アプリに付された著
作権表示およびその他の権利表示を除去ま
たは変更する行為
(8) 当社若しくはその役員・従業員または当社提
供のサービス、当社の取引先企業または第三
者を誹謗中傷するもの、卑俗なもの、差別的
表現にあたるもの、第三者の知的財産権を侵
害する行為、その他違法、不当な情報等を当
社に提供する行為
(9) 会員サイトまたは会員アプリ、第三者の情報
端末、通信機器等の機能を害するように設計
されたコンピューターウィルス、マルウェア
等のプログラムを含む情報等を送信する行
為
(10) 法令に違反する行為または犯罪行為に関連
する行為
(11) 公序良俗に反する行為
(12) 他の会員の個人情報、登録情報、利用履歴情
報などを、不正に収集、開示または提供する
行為
(13) 他の会員の ID 等を利用する行為
(14) 会員サイトまたは会員アプリの運営を妨害
するおそれのある行為
(15) 会員サイトまたは会員アプリのネットワー
クまたはシステム等に過度な負荷をかける
行為
(16) 当社のネットワークまたはシステム等に不
正にアクセスし、または不正なアクセスを試
みる行為
(17) 当社または第三者に成りすます行為
(18) 第三者による前各号の行為を援助または推
奨する行為
(19) その他本規約に反する、会員サイトまたは会
員アプリを違法または不当な目的、態様で使
用する一切の行為
第 44 条（利用の終了等）
1. 会員は、会員アプリを使用する端末にインス
トールされている会員アプリの全てのコピー
をアンインストールまたは削除することで、
いつでもその利用を終了することができるも
のとします。
2. 会員が本規約に違反した場合には、当社から
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改定事由

同上

ソフトバンクカード会員規約
現行

【一般条項】
第 34 条～第 35 条（記載省略）
（新設）

改定案
の通知なく、本規約に基づく会員の権利は自
動的に消滅するものとし、会員は会員アプリ
の一切の使用を中断すると共に同アプリの全
てのコピーを削除するものとします。この場
合、当社はいつでも会員への通知なく直ちに
会員による会員アプリへのアクセスを無効に
する権限を有するものとします。また、当社
は会員の会員アプリを使用する権利を終了さ
せる権利を有し、この場合には、同アプリが
操作不可能となるよう同アプリを改変する権
利を有します。当社は、これらの権利を行使
したことにより会員に損害が発生した場合で
あっても一切これを賠償する責を負わないも
のとします。
3. 前項のほか、本規約に反した会員に対しては、
当社は本規約に定める処置をとることに加
え、当社が提供する一切のサービスから排除
し、今後の当社との取引一切を禁止するなど
の措置をとることができるものとします。
4. 当社が、会員に対し、本規約に定める処置を
直ちに取らずに、本規約を遵守するよう要求
したり、または本規約に基づく権利の行使を
しなかった場合であっても、それは本規約に
基づく権利を放棄しまたは行使の猶予をする
ことを意味するものではないものとします。
5. 当社は、当社の都合により、会員サイトまた
は会員アプリの提供を終了することができる
ものとします。当社が、会員サイトまたは会
員アプリの提供を終了する場合、当社は、会
員に対し、事前に通知するものとします。な
お、当社は、本項に基づき行った措置により
会員に生じた損害については、一切の責任を
負わないものとします。

改定事由

【一般条項】
第 45 条～第 46 条（現行どおり）
条数繰下げ

第 47 条（損害賠償）
1. 会員は、本規約への違反その他自己の責めに
帰すべき事由により当社または第三者に損害
を与えた場合、当社または第三者に対し、当
該損害を賠償するものとします。
2. 当社の故意または重過失により、当社が賠償
の責任を負う場合であっても、当社は、付随
的損害、特別損害、間接損害、将来の損害お
よび逸失利益にかかる損害について賠償する
責任を負わないものとします。

会員 WEB サイ
ト同意条項
および会員
アプリ規約
と会員規約
を統合した
ことに伴う、
当該同意条
項にあった
規定を移行
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ソフトバンクカード会員規約
現行

改定案
第 47 条～第 51 条（現行どおり）

第 36 条～第 39 条（記載省略）

改定事由
条数繰下げ

以上
（2015 年 3 月 1 日制定）
（2015 年 5 月 12 日改定）
（2015 年 7 月 1 日改定）
（2016 年 7 月 1 日改定）
（2016 年 9 月 29 日改定）
（2017 年 2 月 1 日改定）
（2017 年 10 月 3 日改定）
（2018 年 2 月 26 日改定）
（2019 年 1 月 1 日改定）
（2019 年 5 月 15 日改定）
（2019 年 9 月 1 日改定）
（2020 年 1 月 27 日改定）

以上
（2015 年 3 月 1 日制定）
（2015 年 5 月 12 日制定）
（2015 年 7 月 1 日改定実施）
（2016 年 7 月 1 日改定実施）
（2016 年 9 月 29 日改定実施）
（2017 年 2 月 1 日改定実施）
（2017 年 10 月 3 日改定実施）
（2018 年 2 月 26 日改定実施）
（2019 年 1 月 1 日改定実施）
（2019 年 5 月 15 日改定実施）
（2019 年 9 月 1 日改定実施）
（新設）

改定日を新

＜問い合わせ＞
＜問い合わせ＞

設

（現行どおり）
（記載省略）
＜苦情等対応＞

＜苦情等対応＞

（現行どおり）
（記載省略）

ソフトバンクカードにおける個人情報の取扱い
（収集・保有・利用・提供・預託）に関する同意
条項
（記載省略）

ソフトバンクカードにおける個人情報の取扱い
（収集・保有・利用・提供・預託）に関する同意
条項
（現行どおり）

（削除）
ソフトバンクカード会員 WEB サイト同意条項

会員 WEB サイ

（削除）
第 1 条（適用）
1. 本同意条項は、ソフトバンクカード会員専用
Web サイト（以下、
「会員サイト」といいます）
の利用について定めたものです。
2. 本同意条項は、ソフトバンクカード会員規約
（以下、「会員規約」といいます）の一部を構
成するものとし、本同意条項に記載する語句の
定義は、特段の定めがない限りソフトバンクカ
ード会員規約の定めによるものとします。

ト同意条項
を会員規約
に統合した
ため削除

（削除）
第 2 条（利用登録）
ソフトバンク株式会社の回線契約に基づき、マイ
ソフトバンクの利用ができる会員については、マ
イソフトバンク ID/パスワードを使用して、会員
サイトへログインできるものとします。
ただし、マイソフトバンクの利用ができない会員

同上
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については、当社独自の ID/パスワード（マイソ
フトバンク ID/パスワードおよび当社独自の ID/
パスワードを合わせ以下「ID 等」という」
）を登
録し、会員サイトへログインできるものとしま
す。

改定案

改定事由

（削除）
第 3 条（ID の管理）
1. 会員は、ID 等を善良なる管理者の注意をもっ
て使用・保管・管理を行うものとし、いかなる
理由であっても ID 等を第三者に使用させては
ならないものとします。
2. 会員は、ID 等が第三者に使用されたことによ
り、当該カード会員に損害が生じた場合当社は
その責任を負わないものとします。ただし、当
社がカード会員に責がないと認めた場合を除
きます。
3. 会員は、ID 等が第三者に使用されたことによ
り当社または他の第三者に損害を与えた場合、
その損害につき賠償責任を負うものとします。

同上

（削除）
第 4 条（SMS/メールの送信）
1. ソフトバンクカードの申込時に、特定電子メ
ール配信同意（兼 金融商品勧誘の同意）を取
得している会員については、当社の判断によ
り、会員が登録・変更した携帯メール(SMS)ま
たは電子メールアドレス等に対し、当社または
第三者が提供する商品、サービス、キャンペー
ン、その他お得な情報のお知らせを含んだ
SMS/メール（その他のメッセージサービスを含
みます。以下同じ。）を送信することがありま
す。なお、特定電子メール配信同意（兼 金融
商品勧誘の同意）を行った会員が配信停止を希
望される場合は、会員ご自身で当社が別に定め
る方法に従い、当該配信を停止していただく必
要があります。
2. 前項の定めに関わらず、サービス提供上必要
な内容を含む SMS/メールについては全ての会
員に送信できるものとします。
3. 会員サイトの利用および会員規約に基づく会
員に対する通知は、当社に登録されている
SMS/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。

同上

（削除）
第 5 条（一時停止、中止）
当社は、システムメンテナンス、天災・災害によ
る装置の故障、その他当社が必要と判断した場
合、予告なく会員サイトを一時停止・中止する場
合があります。会員サイトの一時停止または中止

同上
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に起因して生じたいかなる損害についても、当社
は一切責任を負わないものとします。
以上
（2015 年 3 月 1 日制定）
（2015 年 7 月 1 日制定）
（2015 年 9 月 1 日改定実施）

改定案

改定事由

（削除）
ソフトバンクカード会員アプリ利用規約

同上

（削除）
第 1 条（適用）
本利用規約は、ソフトバンクカード会員専用会員
アプリ（以下、「会員アプリ」といいます）の利
用について定めたものです。
本利用規約項は、ソフトバンクカード会員規約
（以下、「会員規約」といいます）の一部を構成
するものとし、本利用規約の内容と会員規約の内
容とが異なる場合、本利用規約が優先して適用さ
れます。

同上

（削除）
第 2 条（定義）
本利用規約において使用する以下の用語は、それ
ぞれ以下に定める意味を有するものとします。な
お、その他本利用規約に記載する語句の定義は、
会員規約の定めによるものとします。
1. 「本利用規約等」とは、本利用規約、会員規
約および当社プライバシーポリシーを意味し
ます。
2. 「登録ユーザー」とは、第 4 条（利用登録）
に基づいて会員アプリをダウンロード（再ダウ
ンロードも含みます。以下同じとします）した
会員を意味します。
3. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用
新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得
しまたは登録等を出願する権利、その他のノウ
ハウおよび技術情報等を意味します。

同上

（削除）
第 3 条（使用許諾）
当社は、本利用規約等に同意した登録ユーザーに
対し、会員アプリを対応端末にインストールし使
用することのできる、非独占的かつ譲渡不能の会
員アプリの使用を許諾します。

同上

（削除）
第 4 条（利用登録）
1. 会員アプリは、App Store または Google Play
からダウンロードしてください。ダウンロード
および会員アプリの利用等にかかる通信料は、
会員が負担するものとします。

同上
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2. 会員アプリは、ソフトバンク株式会社の回線
契約者であり、かつ iPhone（iPhone5s/ios8
以降のみ対応）または、Android 端末（Android
４.4 以降の端末のみ対応）を使用している会
員のみ利用できます。
3. 登録を希望する会員は、会員アプリをダウン
ロードする前に、本利用規約等をよくお読みい
ただき、同意いただいたうえで会員アプリをダ
ウンロードし、ご利用ください。なお、登録を
希望する会員が会員アプリをダウンロードし
た時点をもって、本規約等の全てに無条件（留
保や条件などをつけてご利用いただくことは
できません）で同意したこととなります。

改定案

改定事由

（削除）
第 5 条（ID の管理）
1. 会員アプリは、ソフトバンク株式会社の回線
契約に基づいてマイソフトバンクの利用がで
きる会員が、マイソフトバンク ID/パスワード
（以下、
「ID 等」といいます）を使用してログ
インできるものとします。なお、マイソフトバ
ンクの利用ができない会員は、会員アプリを利
用できません。
2. 登録ユーザーは、ID 等を善良なる管理者の注
意をもって使用・保管・管理を行うものとし、
いかなる理由であっても ID 等を第三者に使用
させ、または貸与、譲渡、売買等をしてはなら
ないものとします。
3. 登録ユーザーは、ID 等が第三者に使用された
ことにより、当該登録ユーザーに損害が生じた
場合、当社はその責任を負わないものとしま
す。ただし、当社が登録ユーザーに責がないと
認めた場合を除きます。
4. 登録ユーザーは、ID 等が第三者に使用された
ことにより当社または他の第三者に損害を与
えた場合、その損害につき賠償責任を負うもの
とします。

同上

（削除）
第 6 条（SMS/メール/Push 通知の送信）
1. ソフトバンクカードの申込時に、特定電子メ
ール配信同意（兼 金融商品勧誘の同意）を取
得している登録ユーザーについては、当社の判
断により、登録ユーザーが登録・変更した携帯
メール(SMS)または電子メールアドレス、会員
アプリ等に対し、当社または第三者が提供する
商品、サービス、キャンペーン、その他お得な
情報のお知らせを含んだ SMS/メール/Push 通
知（その他のメッセージサービスを含みます。
以下同じ。
）を送信することがあります。なお、

同上

17/23

ソフトバンクカード会員規約
現行
特定電子メール配信同意（兼 金融商品勧誘の
同意）を行った登録ユーザー会員が配信停止を
希望される場合は、登録ユーザーご自身で当社
が別に定める方法に従い、当該配信を停止して
いただく必要があります。
2. 前項の定めに関わらず、当社は、サービス提
供上必要な内容を含む SMS/メール/Push 通知
については全ての登録ユーザーに送信できる
ものとします。
3. 会員アプリの利用および会員規約に基づく登
録ユーザーに対する通知は、当社に登録されて
いる SMS/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。

改定案

改定事由

（削除）
第 7 条（利用者情報の取得等）
1. 登録ユーザーは、当社が会員アプリにて、以
下に定める利用者情報を取得することに同意
します。
(1)端末の位置情報
（利用目的）
イ)現在位置を活用した機能の実現のため
ロ)各種の情報、広告およびクーポン等の配信の
ため
ハ)利用状況の調査および分析のため
(2)会員アプリの利用履歴・操作履歴
（利用目的）
イ)各種の情報、広告およびクーポン等の配信の
ため
ロ)利用状況の調査および分析のため
2. 前項の定めのほか、当社は「ソフトバンクカ
ードにおける個人情報の取扱い」に基づいて会
員の個人情報等を取り扱うものとします。

同上

（削除）
第８条（会員アプリ利用上の注意点）
1. Wi-Fi 接続時は、会員アプリへのログインがで
きないため、登録ユーザーは、会員アプリにロ
グインする際には必ず Wi-Fi をオフにし、モバ
イルデータ通信を利用するものとします。
2. 登録ユーザーは、モバイルデータ通信を利用
することにより、ID 等を入力することなく会
員アプリにログインすることができます。その
場合、会員アプリをダウンロードした端末が第
三者に渡った場合、会員アプリにより利用履歴
情報等が外部に漏えいする等、登録ユーザーに
損害が発生する可能性があります。登録ユーザ
ーは、会員アプリ利用にあたっては、端末を厳
重に管理するものとします。

同上
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3. 会員アプリの一部機能については、端末のパ
スコード（または TouchID）もしくはソフトバ
ンクカードに設定した暗証番号が必要となり
ます。登録ユーザーは、必ず端末のパスコード
（または TouchID）もしくはソフトバンクカー
ドの暗証番号を設定のうえ、会員アプリを利用
するものとします。
4. 会員アプリは、会員サイトの各種サービスへ
のリンクを提供しています。各リンクから
Webview またはブラウザにより会員サイトの
Web ページに遷移する場合があります。
5. 登録ユーザーは、会員アプリをダウンロード
した端末の紛失・盗難には十分注意するものと
します。なお、登録ユーザーは、会員アプリを
ダウンロードした端末の紛失・盗難が発生した
場合、直ちにソフトバンク株式会社に連絡のう
え、通信等の利用停止手続きを行うものとしま
す。
6. 登録ユーザーは、会員アプリをダウンロード
した端末の変更、売却およびソフトバンク株式
会社との回線契約解除等を行う際は、必ず会員
アプリを事前に削除するものとします。
7. 登録ユーザーは、会員アプリに掲載されるキ
ャンペーン等の内容や特典が、Apple Inc.、
Apple Japan Inc.（アップルジャパン株式会
社）
、Google Inc.、Google Japan Inc.(Google
株式会社)によるものはなく、その実施につい
て一切関係がないことをあらかじめ了承する
ものとします。
8. 登録ユーザーは、当社または関係官庁等が提
供する情報を参考にして、自己の利用環境に応
じ、ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報
漏洩の防止等の適切な情報セキュリティを保
持するものとします。
9. 登録ユーザーは、会員アプリの使用（会員ア
プリのダウンロードを含みます）に必要となる
通信機器、ソフトウェア、通信回線その他の環
境を、登録ユーザーの責任と負担において準備
するものとします。

改定案

改定事由

（削除）
第９条（権利帰属）
会員アプリに関する知的財産権は、当社または正
当な権利を有する第三者に帰属します。登録ユー
ザーは、会員アプリに関する知的財産権を取得す
るものではありません。

同上

（削除）
第 10 条（本利用規約等の変更）
当社は本利用規約等を変更することがあり、変更

同上
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した場合は常に変更後の本利用規約等が適用さ
れます。その際、当社は、当社ホームページ上の
告知または当社所定の方法による告知を行いま
す。なお、変更内容告知後、登録ユーザーが会員
アプリを利用した場合には、本利用規約等の変更
に同意したものとみなします。

改定案

改定事由

（削除）
第 11 条（免責）
1. 当社は、会員アプリについて、登録ユーザーが
会員アプリをダウンロードした時点における
現状有姿の内容のものを提供するもので、登録
ユーザーに対し、いかなる利用環境の下でも正
常に作動することや全ての機能が作動するこ
との保証はいたしません。
2. 当社は、会員アプリに掲載される全ての情報、
その他のコンテンツについて、法令により求め
られている場合を除き、その完全性、正確性、
適用性、有用性について一切保証しません。
3. 登録ユーザーの使用環境や､GPS 衛星の状態に
より位置が正しく表示されない場合がありま
すので、あらかじめご了解のうえでご利用くだ
さい。登録ユーザーがお使いの端末および設定
によっては、会員アプリのうち、登録ユーザー
の位置情報を必要とするサービスをご利用頂
けない場合がございます。なお、当社は、位置
情報の精度に起因する情報内容の誤差に関し
て、一切責任を負わないものとします。

同上

（削除）
第 12 条（禁止事項）
登録ユーザーは、会員アプリを利用するにあた
り、以下の各号に規定する行為をしてはならない
ものとします。
1. 登録ユーザーの個人的利用を超えて、同アプ
リを商業・営利目的などに使用する行為
2. 会員アプリの一部を登録ユーザー個人のプロ
グラムに組み込み、または結合することを目的
としたコンパイル等一切の行為
3. 会員アプリの全部または一部を改変、改ざん
する行為
4. 会員アプリを逆コンパイル、逆アセンブル、
リバースエンジニアリングし、その他同アプリ
のソースコード、アイデア等を解析または分析
等する行為
5. 会員アプリを、複製、頒布、公衆送信、翻訳、
翻案、譲渡、貸与、使用再許諾などとする行為
6. 会員アプリに組み込まれているセキュリティ
機能を害する行為
7. 会員アプリに付された著作権表示およびその

同上
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他の権利表示を除去または変更する行為
8. 当社若しくはその役員・従業員または当社提
供のサービス、当社の取引先企業または第三者
を誹謗中傷するもの、卑俗なもの、差別的表現
にあたるもの、第三者の知的財産権を侵害する
行為、その他違法、不当な情報等を当社に提供
する行為
9. 会員アプリまたは第三者の情報端末、通信機
器等の機能を害するように設計されたコンピ
ューターウィルス、マルウェア等のプログラム
を含む情報等を送信する行為
10.法令に違反する行為または犯罪行為に関連す
る行為
11.公序良俗に反する行為
12.他の登録ユーザーの個人情報、登録情報、利
用履歴情報などを、不正に収集、開示または提
供する行為
13.他の登録ユーザーの ID 等を利用する行為
14.会員アプリの運営を妨害するおそれのある行
為
15.会員アプリのネットワークまたはシステム等
に過度な負荷をかける行為
16.当社のネットワークまたはシステム等に不正
にアクセスし、または不正なアクセスを試みる
行為
17.当社または第三者に成りすます行為
18.第三者による前各号の行為を援助または推奨
する行為
19.その他本利用規約等に反するか会員アプリを
違法または不当な目的、態様で使用する一切の
行為

改定案

改定事由

（削除）
第 13 条（一時停止、中止）
当社は、システムメンテナンス、天災・災害によ
る装置の故障、その他当社が必要と判断した場
合、予告なく会員アプリを一時停止・中止する場
合があります。会員アプリの一時停止または中止
に起因して生じたいかなる損害についても、当社
は一切責任を負わないものとします。ただし、当
社の故意または重過失により会員に損害を与え
た場合は除きます。

同上

（削除）
第 14 条（会員アプリの内容の変更等）
1. 当社は、登録ユーザーの事前の承諾を得るこ
となく、いつでも会員アプリの内容の全部また
は一部を変更、追加改良できるものとします。
2. 当社は、事前の予告なく、本アプリの提供、
アップデートを終了する場合があります。

同上
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改定案
（削除）

第 15 条（利用の終了等）
1. 登録ユーザーは、自身の対応端末にインスト
ールされている会員アプリの全てのコピーを
アンインストールまたは削除することで、いつ
でもその利用を終了することができます。
2. 登録ユーザーが本利用規約等に違反した場合
には、当社からの通知なく、本利用規約等に基
づく登録ユーザーの権利は自動的に消滅する
ものとし、登録ユーザーは会員アプリの一切の
使用を中断すると共に同アプリの全てのコピ
ーを削除するものとします。この場合、当社は
いつでも登録ユーザーへの通知なく直ちに登
録ユーザーによる会員アプリへのアクセスを
無効にする権限を有します。また、当社は登録
ユーザーの会員アプリを使用する権利を終了
させる権利を有し、この場合には、同アプリが
操作不可能となるよう同アプリを改変する権
利を有します。当社は、これらの権利を行使し
たことにより登録ユーザーに損害が発生した
場合であっても一切これを賠償する責を負い
ません。
3. 前項のほか、本利用規約等に反した登録ユー
ザーに対しては、当社は本利用規約等に定める
処置をとることに加え、登録ユーザーを会員ア
プリおよび当社が主宰または提供する一切の
サービスおよび会員資格から排除し、今後の当
社との取引一切を禁止するなどの措置をとる
ことができ、更に、以上に関しての当社に生じ
た費用と損害を登録ユーザーに賠償して戴く
ことになります。
4. 当社が、登録ユーザーに対し、本利用規約等
に定める処置を直ちに取らずに、本利用規約等
を遵守するよう要求したりまたは本利用規約
等に基づく権利の行使をしなかった場合であ
っても、本利用規約等に基づく権利を放棄しま
たは行使の猶予をすることを、何ら意味するも
のではありません。
5. 当社は、当社の都合により、会員アプリの提
供を終了することができます。当社が、会員ア
プリの提供を終了する場合、当社は、登録ユー
ザーに、事前に、通知するものとします。なお、
本項に基づき行った措置に基づき登録ユーザ
ーに生じた損害については、一切の責任を負い
ません。

改定事由
同上

（削除）
第 16 条（分離可能性）
本利用規約のいずれかの条項またはその一部が、

同上

22/23

ソフトバンクカード会員規約
現行
消費者契約法その他の法令に等により無効また
は執行不能と判断された場合であっても、当該部
分は他の部分から分離可能なものと解釈され、本
規約の残りの規定および一部が無効または執行
不能と判断された規定の残り部分は、継続して効
力を有し、強制力には影響しないものとします。

改定案

改定事由

（削除）
第 17 条（損害賠償）
1. 登録ユーザーは、本利用規約等への違反その
他自己の責めに帰すべき事由により当社また
は第三者に損害を与えた場合、当社または第三
者に対し、当該損害を賠償するものとします。
2. 当社の故意または重過失により、当社が賠償
の責任を負う場合であっても、当社は、付随的
損害、特別損害、間接損害、将来の損害および
逸失利益にかかる損害について賠償する責任
を負わないものとします。
以上
（2016 年 10 月 25 日制定実施）
（2017 年 6 月 30 日改定）
(2017 年 10 月 12 日改定)

同上

（
以上
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