Apple Pay 利用規約

第 1 条（目的）
Apple Pay 利用規約(以下「本規約」といいます)は、本決済サービス(第 4 条第 10 号)の内容、利用方法を
規定し、Apple Pay 利用会員(第 4 条第 4 号）と SB ペイメントサービス株式会社（以下「当社」といいま
す）との間における契約関係について定めるものです。

第 2 条（決済サービス会員規約の適用）
1. 本規約は、会員規約（第 4 条第 1 号）を承認した会員が、Apple Pay をご利用するための登録を行い、
Apple Pay を利用する場合に適用されるものです。会員は、本規約および会員規約にご同意いただけ
ない場合には、Apple Pay をご利用できないものとします。
2. 本規約は、会員規約の一部を構成するものであるため、本規約に記載のない事項については、会員規
約の各条項が適用されるものとします。
3. 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、会員規約で使用する用語と同一の
意味を有します。

第 3 条（本利用規約の改定）
1. 当社は、本規約の一部または全部を、会員から承諾を得ることなく、いつでも改定することができま
す。
2. 当社は、前項の規定により本規約の一部または全部を変更するときは、その効力発生日を定め、かつ、
事前に本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容並びにその効力発生日を当社所定の方法で
周知し、効力発生日に本規約は変更されるものとします。

第 4 条（定義）
本規約において使用される用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「会員規約」とは、当社が定めるプリペイドバリュー及び現金バリューの利用等（以降、「本決
済手段」といいます）に関して定めた決済サービス会員規約をいいます。
(2) 「会員」とは、会員規約第 2 条（定義）第 1 号に定める者をいいます。
(3) 「Apple Pay 利用会員」とは、前項に定める「会員」のうち第 6 条に定める Apple Pay 利用登録を
行った者をいいます。
(4) 「Apple Inc.」とは、アメリカ カリフォルニア州に本社を有する米国法人 Apple Inc.をいいます（以
下「Apple」といいます）。

(5) 「Apple Pay」とは、Apple Pay 利用会員が、Apple の定める利用方法に従うことで、本条(9)に定
めるデバイスを利用して、会員規約第 2 条第 8 号に定める加盟店において、第 7 条に定める商品等
の決済を可能にする iOS ソフトウェアの機能をいいます。
(6) 「Apple Pay 追加条項」とは、Apple がデバイス利用者と締結する iOS ソフトウェア使用許諾契約
を補完する最新の規約をいいます。
(7) 「デバイス」とは、Apple が指定する Apple Pay に対応している Apple 製のスマートフォン、タブ
レット端末、ポータブル端末等をいいます。
(8) 「Apple Pay 利用登録」とは、Apple が指定する方法により、会員が Apple Pay の利用に必要とな
る当社所定の規約等に同意し、Apple Pay 利用の際に必要となる当社所定の会員に関する情報を、
Apple Pay 利用会員のデバイス内に装備された非接触 IC チップに格納することをいいます。
(9) 「本決済サービス」とは、前項に定める Apple Pay 利用登録および当社所定の手続を行うことに
より会員が利用できる、当社が提供する決済サービスのことをいいます。
(10) 「プッシュ通知」とは、Apple Pay 利用会員のデバイス上に決済に係るお知らせをする機能をい
います。
(11) 「Touch ID 等」とは、Apple が定める Apple Pay の利用、本決済サービスを利用する際などに
要求される本人認証をいいます。

第 5 条（Apple Pay 利用登録）
1. 会員は、盗難・紛失、解約、有効期間切れ等いかなる理由においても利用が停止されていない本決済
手段のみ、Apple Pay 利用登録をすることができるものとします。
2. 会員は、自己の責任において、Apple Pay 利用登録を行うものとします。なお、Apple Pay 利用登録
に際しては、当社所定の方法による本人認証手続きを行うものとし、第三者が当該本人認証手続きを
行い、Apple Pay 利用登録を実施した場合、当該第三者による Apple Pay 利用登録は、会員本人によ
る Apple Pay 利用登録とみなします。
3. 会員は、Apple Pay 利用登録を行うにあたり、真実かつ正確な情報を提供しなければならないものと
します。会員情報に誤りがあった場合または変更が生じた場合、会員は自己の責任において、速やか
に会員情報を修正または変更するものとします。
4. 当社は、Apple Pay 利用登録に際し、当社所定の登録可否判断を行うものとし、会員によっては、Apple
Pay 利用登録を認めないことがあるものとします。

第 6 条（本決済サービスの利用）
1. Apple Pay 利用会員は、前条に基づき、Apple Pay 利用登録が完了したデバイス（以下「本機器」と
いいます）を、加盟店において、Apple および当社所定の操作を行うことにより、本決済サービスを
利用して、加盟店から商品、権利の購入または各種サービスの提供（以下、商品、権利、各種サービ

ス等を併せて「商品等」といいます）を受けることができるものとします。ただし、加盟店において、
本決済サービスを利用することができない商品等が一部あるものとします。
2. 本決済サービスは、以下の決済サービスからなるものとします。
・iD
・VISA（Apple Pay の利用に対応する加盟店）
3. Apple Pay を利用可能である加盟店での利用にあたり、当該加盟店が複数の Apple Pay 利用可能決済
に対応しており、かつ、それらのいずれかを指定できる場合、Apple Pay 利用者は、実際に利用する決
済サービスを自ら指定して利用するものとします。
4. Apple Pay 対応デバイスのモデルにより、Apple Pay 利用会員が利用できる本決済サービスが異なる場
合があるものとします。なお、当社は、Apple Pay 利用会員が利用できる本決済サービスにつき事前の
予告なく追加、変更することができるものとします。
5. Apple Pay 利用会員が本決済サービスにおいて利用できる金額は、会員規約第 2４条（プリペイドバリ
ューによる決済）および第 52 条（資金移動サービスの利用可能限度額）で定められた範囲内とするも
のとします。
6. 当社は、Apple Pay 利用会員が前項に定める利用可能限度額を超えて本決済を利用した場合またはし
ようとした場合、利用可能限度額以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等、利用状
況が不審な場合、若しくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、Apple Pay
利用可能決済の利用を一時的にお断りすることがあるものとします。
7. Apple Pay 利用会員は、本決済サービスの利用に際して、Apple の指定する Touch ID 等その他本人
認証を実施の上利用するものとします。Touch ID 等その他本人認証を行って第三者が本決済サービ
スを利用した場合、当該第三者による利用は、Apple Pay 利用会員本人の利用とみなします。
8. Apple Pay 会員は、本決済サービスの利用に係る商品等代金を、本決済手段の決済として支払うもの
とします。
9. 本決済サービスの利用の際に発生する通信料（Wi-Fi 接続を含みます）は、Apple Pay 会員の負担と
します。
10. Apple Pay 利用会員は、第 9 条、第 10 条に定める場合のほか、本機器の破損・汚損等により、本
決済サービスを利用することができないことがあるものとします。
(1) 本決済手段が、紛失、盗難その他会員規約に定める理由により、その利用が一時停止されている場
合。
(2) その他、当社が Apple Pay 会員の本決済サービス利用状況等により Apple Pay 会員の本機器の利用
を適当でないと判断した場合。
11. 本決済サービスは、「Apple Pay 追加条項」で定められた要件を満たす会員が利用することができ
るものとします。

第 7 条（暗証番号）

1. Apple Pay 利用会員は、本決済サービスを使用するにあたり、暗証番号が必要となる場合があること
に同意するものとします。この場合、暗証番号は、会員規約で定められた暗証番号と同一のものとし
ます。
2. Apple Pay 利用会員は、会員規約に従い、暗証番号の管理等を行うものとします。
3. 暗証番号が第三者に不正利用され、それにより損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を
負わないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失が認められる場合は、この限りではな
いものとします。

第 8 条（有効期間）
1. 本決済サービスの有効期間は、第 5 条（Apple Pay 利用登録）に定める Apple Pay 利用登録完了後 5
年間とするものとします。
2.

前項の規定にかかわらず、Apple Pay 利用会員は、本決済手段の有効期間が満了となり、同有効期
間が更新されなかった場合、本決済サービスを利用することができないものとします。

3.

Apple Pay 利用会員は、本決済手段の有効期間中であっても、第 1 項に定める本決済サービスの有
効期間が満了した場合、
あらためて第 5 条に定める Apple Pay 利用登録を行っていただかなければ、
本決済サービスを利用することができないものとします。

4.

Apple Pay 利用会員は、本決済手段および本決済サービスの有効期間中であっても、本機器の機種
変更を行った場合、あらためて第 5 条に定める Apple Pay 利用登録を行っていただかなければ、本
決済サービスを利用することができないものとします。

第 9 条（Apple Pay 利用登録の解除）
1. Apple Pay 利用会員は、以下の各号のいずれかに該当した場合は、自己の責任において、Apple また
は当社所定の方法により、Apple Pay 利用登録の解除に関する手続きを行うものとします。
(1) Apple Pay 利用登録の解除を希望する場合
(2) 本決済手段の会員資格を喪失した場合
2. 当社は、Apple Pay 利用会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、事前に通知または催告をす
ることなく、Apple Pay 利用登録を解除することがあるものとします。また、Apple Pay 利用会員
は、当社から Apple Pay 利用登録の解除に関する手続きを求められた場合、直ちにこれに応じるも
のとします。なお、Apple Pay 利用会員は、解除後、本決済サービスの利用を希望する場合、あら
ためて第 5 条（Apple Pay 利用登録）に定める Apple Pay 利用登録を行っていただく必要があるも
のとします。
(1) 本機器または本決済手段が紛失・盗難その他何らかの事由により利用停止している場合
(2) 会員規約第 18 条（利用停止措置）に定める事由のいずれかに該当した場合
(3) 法令に違反もしくは公序良俗に反し、または本利用規約もしくは会員規約に違反した場合
(4) Apple Pay 利用登録または本決済サービス利用時に、虚偽または偽造もしくは変造にかかる事実が
判明（提出資料等を含みます）した場合

(5) 一定期間、本決済サービスの利用がない場合
(6) 本決済手段が更新されることなく、有効期間が満了した場合
(7) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、もしくはこれらに類
する手続の開始申立てがあった場合
(8) その他本決済サービスの利用が適当でないと当社が判断した場合
3. 前項に定める Apple Pay 利用登録の解除により、Apple Pay 利用会員または第三者に何らかの損害、
不利益が生じた場合であっても、当社はその賠償の責任を一切負わないものとします。
4. Apple Pay 利用会員は、第 1 項および第 2 項に定める手続きに従い Apple Pay 利用登録を解除され
た後も、本利用規約に基づき当社に対して負担する債務につき、支払い義務を負うものとします。な
お、Apple Pay 利用会員が第 2 項各号のいずれかの事由に該当した場合、Apple Pay 利用会員は、当
社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対してすべての債
務の支払を行わなければならないものとします。

第 10 条（システム対応・不可抗力に伴う制限）
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、Apple Pay 利用会員に対する事前の通知なく、本決
済サービスの提供を一時停止または中止することがあるものとします。
(1) 本決済サービスに関する装置およびシステムにかかる保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う
場合
(2) 火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済サービスを利用させることが困難である場合
(3) Apple からの指示に基づき、当社が本決済サービスの一時停止または中止が必要となった場合
(4) その他、当社が本決済サービスの一時停止または中止が必要と判断した場合
2. 当社は、前項に定める場合のほか、技術上または営業上の判断等により、Apple Pay 利用会員に対し、
事前に通知することにより、本決済サービスを一時停止または中止することができるものとします。
ただし、緊急やむを得ない場合、事前の通知をすることなく、本決済サービスを一時停止または中止
することができるものとします。
3. 前二項に定める本決済サービスの一時停止または中止により、Apple Pay 利用会員に何らかの損害、
不利益が生じた場合であっても、当社は賠償の責任を一切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る場合はこの限りではないものとします。

第 11 条（本機器等の管理）
1. Apple Pay 利用会員は、本機器の管理に関して、以下の事項を遵守するものとし、Apple Pay 利用会
員本人以外の第三者に、本決済サービスを利用させてはならないものとします。
(1) 本機器を善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理すること。
(2) 本機器を紛失することなく、安全に使用・管理すること。
(3) 本機器のパスコードその他セキュリティ情報、本決済手段および本決済端末等に関する情報を安
全に管理し、また第三者に知られないよう注意すること。

(4) Apple Pay 利用会員の本人情報だけを本機器の Touch ID 等に設定すること。
(5) 本機器に搭載された非接触 IC チップおよびアプリケーション等につき偽造、変造、複製、分解、解
析、編集もしくは転載等を行わないこと。
(6) 本機器を機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、預託、担保提供等もしくは廃棄
等の処分をする場合は、Apple または当社所定の方法により、本機器に搭載された非接触 IC チップ
から Apple Pay 利用登録にかかる情報を削除すること。
2. Apple Pay 利用会員が、前項に定める事項を遵守しなかったことにより、第三者が本決済サービスを
利用した場合、当該第三者による利用は、Apple Pay 利用会員本人による利用とみなします。
3. 当社は、本機器に関するハードウェア・ソフトウェア等の一切に関して責任を負わないものとします。
また、Apple Pay 利用会員が本決済サービスを利用したことに起因して、本機器のハードウェア・ソ
フトウェア等に何らかの影響が生じ、Apple Pay 利用会員に損害が発生した場合であっても、当社に
故意または重過失がある場合を除き、その賠償の責任を一切負わないものとします。

第 12 条（本機器の紛失・盗難等）
1. Apple Pay 利用会員は、本機器を紛失、盗難または第三者に利用されていることが判明した場合（以下
「紛失等」といいます）
、会員規約第 19 条（盗難・紛失・不正利用時の対応）の規定に従い対応する
ものとします。
2. 当社は、Apple Pay 利用会員が本機器を紛失等したことにより損害を被ったとしても、その賠償の責任
を一切負わないものとします。

第 13 条（サービスの内容の保証、変更・終了）
1. 当社は、提供する本決済サービスの内容について、瑕疵やバグがないことを保証しないものとします。
2. 当社は、運営上の都合により、本決済サービスの内容を変更または提供を終了することができるもの
とします。当社は、本決済サービスの内容を変更または提供を終了する場合、当社ホームページでの
掲載等、当社所定の方法により Apple Pay 利用会員に告知するものとします。
3. 本決済サービスの変更または提供を終了することの効力は、当社が前項に定める告知を行った時点で
生じるものとします。
4. 当社は、当社が本条に基づき行った措置により Apple Pay 利用会員に生じた損害について、当社に故
意または重大な過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。

第 14 条（当社からの通知）
Apple Pay 利用会員は、Apple Pay の利用に関し、会員規約第 10 条（ご利用内容の通知）に定める方法
で、以下の各号に定める通知を受け取ることに同意するものとします。
(1) 本決済サービスの利用登録時通知
(2) 本決済サービスの利用登録ステータス変更通知
(3) 本決済サービスの利用時通知

第 15 条（Apple Pay 追加条項の適用等）
1. Apple Pay 利用会員は、自己の費用と責任において、本規約のほか、Apple Pay 追加条項に同意の上、
当該規約等に従い Apple Pay を利用するものとします。また、当社は Apple Pay の商品性・安全性・
正確性・適応性等について、一切の責任を負わないものとします。
2. Apple Pay 利用会員は、Apple Pay を利用したことに起因して、第三者との間で紛争が生じた場合、
または第三者が何らかの損害または不利益を被った場合、自己の費用と責任においてこれを解決する
ものとし、当社は当社に故意または重過失がある場合をのぞき、その賠償の責任を一切負わないもの
とします。

第 16 条（免責）
1. 当社は、Apple Pay 利用会員が本機器を使用して本決済サービスを利用したことにより、本機器の通
話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本機器内に保存された各種データ等
に何らかの影響がおよび、Apple Pay 利用会員または第三者に損害が発生した場合といえども、当社
に故意または重過失があった場合を除き、その賠償の責任を一切負わないものとします。
2. 当社は、本機器の破損・汚損等により、Apple Pay 利用会員が本決済サービスを利用することができ
ず、それにより損害が発生した場合であっても、その賠償の責任を一切負わないものとします。ただ
し、本機器の破損・汚損等が当社の故意または重過失による場合はこの限りではないものとします。

以上
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