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ご利用枠のご案内 

※ご入会時のご利用枠は、上記の範囲内でカード送付時にご通知いたします。 
※お客様のご希望をもとにキャッシングリボ（毎月一定額払い）・海外キャッシュサービスはキャッ
シング利用枠の範囲内で弊社が指定します。 
※分割払い利用枠は、2回払い・ボーナス一括払いの利用を含みます。 

ご利用代金のお支払い 

●カードのご利用代金は、ご指定の口座から自動引落しでお支払いいただきます。 

1回払い 

リボ払い 

締切日の翌月にお支払いいただきます。 

ご利用件数や金額にかかわらず毎月5千円からの一定額に 
分割して毎月のお支払日にお支払いいただきます。 
※お支払いコースと毎月のお支払い金額は右面をご覧ください。 

手数料不要 

実質年率 
15.0％ 

分割払い 
ご利用金額と手数料の合計をご指定の回数に分けて毎月
のお支払日にお支払いいただきます。 
※お支払い回数と手数料率については下面をご覧ください。 

実質年率 
12.00％～14.75％  

2回払い 締切日の翌月と翌々月の2回に分けて お支払いいただきます。 手数料不要 

ボーナス 
一括払い 

夏または冬のボーナス月に一括して 
お支払いいただきます。 
夏：お支払日8月（ご利用期間12/16～6/15） 
冬：お支払日1月（ご利用期間7/16～11/15） 
※加盟店によりお取扱期間が異なる場合があります。 

手数料不要 

総利用枠 

リボ払い・ 
分割払い利用枠 
キャッシング利用枠 

（キャッシングリボ・海外キャッシュサービス） 

カード利用枠 
（カードショッピング） 

ゴールド クラシック デビュー 

70～150万円 10～80万円 10万円 

70～150万円 10～80万円 10万円 

0～100万円 0～80万円 ご利用いただけません 

ご利用いただけません 0～50万円 0～50万円 

キャッシング 
いざという時、カードと暗証番号でご利用いただけます。 

ご利用枠 

0万円 
～50万円 

ご返済方法 返済期間・回数 実質年率 

［一般会員］ 
15.0%～18.0%

［ゴールド会員］ 
15.0%

元利 
定額返済 

＜キャッシングリボ＞ 

最長2年9ヵ月・33回（新
規ご契約ご利用枠50万
円、実質年率18.0％、
毎月ご返済額2万円、
50万円をご利用の場合） 
※返済期間・回数はご
利用内容によって異な
ります。 

ご利用枠 

0万円 
～50万円 

ご返済方法 返済期間・回数 実質年率 

15.0% 
～18.0%

元利 
一括返済 

＜海外キャッシュサービス＞ 

返済期間：２３日～５６日（但し暦による） 
返済回数：１回 

※担保・保証人不要、遅延損害金：年20.0％、資金使途：生計費資金 

※お申し込み当初は毎月のご返済額は1万円となります。ただし、締切日時点でのご利用残高が
20万円を超えた場合、以降のご利用残高にかかわらず、毎月のご返済額は2万円となります。 

●リボ払いのご利用残高に15.0%を乗じ、年365日（閏年は366日）で
日割計算した手数料をお支払いいただきます。●ボーナス月に増額して
お支払いいただくこともできます。●リボルビング払いの利用枠を超えて
リボ払いをご利用された場合、超過した分は1回払いの扱いとなります。 

毎月の 
締切日時点での 
ご利用残高 

毎月のお支払い額（弁済金） 

10万円を超えて 
20万円まで 

以後残高 
10万円増加毎に 

元金定額コース 

１万円 

２万円 

１万円増加 

標準コース 

10万円以下 

手数料のお支払い 
上記お支払い額に手数
料が加算されます。 

手数料は上記お支払い
額に含まれます。 

※１.ゴールドカード会員は1万円以上 

元金定額コース1万円および標準コースで8月16日から9月15日までに5万円をご利用の場合 

初回のお支払い（10月10日） 第2回のお支払い（11月10日） 

10,000円 

　　  0円 　　  0円 

10,000円 10,000円 9,405円 

10,000円 10,000円 

元金定額コース 標準コース 元金定額コース 標準コース 

お支払い金額 

内手数料 

内お支払い元金 

※       595円 ※ 

5千円・1万円以上1万
円単位のご指定の金額 

※１ 

リボ払いのお支払いコース 

お支払い例 

※計算方法（9月16日～10月15日） 
・5万円×15.0％×15日÷365日＋5万円×15.0％×10日 
  ÷365日＋4万円×15.0％×5日÷365日 
※日割計算のためご利用日・お支払日により異なります。 

※一部加盟店では、上記のお支払回数が異なる場合がございます。ご確認のうえご利用ください。 

分割回数と手数料 

お支払い例 　　　　　　　　  〈ご利用代金5万円、10回払いの場合〉 
●分割払手数料 50，000円×（6.7円／100円）＝3，350円 
●支払総額 50，000円＋3，350円＝53，350円 
●月々の支払金 53，350円÷10回＝5，335円 
※月々の支払い金は1円単位とし、端数がでた場合は初回に算入いたします。 

支 払 回 数 
（支払期間） 

3回 
（3カ月） 

5回 
（5カ月） 

6回 
（6カ月） 

実質年率（％） 

利用代金100円当たりの 
分割払い手数料の額（円） 

12.00

2.01

13.25

3.35

13.75

4.02

18回 
（18カ月） 

20回 
（20カ月） 

24回 
（24カ月） 

10回 
（10カ月） 

12回 
（12カ月） 

15回 
（15カ月） 

14.75

12.06

14.75

13.40

14.75

16.08

14.25

6.70

14.50

8.04

14.75

10.05

10,000円 

10,595円 

      595円 

リボルビング払い（リボ払い） 

分割払い 

Kanazawa University Credit Card
Applica on Form

VISA

遅延損害金利率…海外キャッシュサービス・キャッシングリボ年 20.0％、カードショッピング年 14.6％。ただし3回以上の分割払い、2回払い、ボーナス一括払いの場合には、残金の全額に対して商事法定利率を超えないものとします。

毎月の締切日時点でのご利用残高
毎月のお支払い額（弁済金）

元金定額コース
その他のお支払いコース

長期コース 標準コース 短期コース 定額コース
１０万円以下 ※１

５千円・１万円以上１万円単位のご指
定の金額

５千円 １万円 ２万円
※２
２万円以上１万円単位のご指定の金額１０万円を超えて２０万円まで １万円 ２万円 ４万円

以後残高１０万円増加毎に ５千円増加 １万円増加 ２万円増加
手数料のお支払い 上記お支払い額に手数料が加算されます。手数料は上記お支払い額に含まれます。
※１．プラチナカード会員及びゴールドカード会員は１万円以上 ※２．プラチナカード会員及びゴールドカード会員は３万円以上

本会員 家族会員

キャッシングリボ 海外キャッシュ
サービス キャッシングリボ 海外キャッシュ

サービス
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 ○ ○ ○ ○
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、
直接現金を受領する方法 ― ○ ― ○

電話・インターネット等で申込みを行ない、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 ○ ― × ―

毎月ご返済額は下記ご利用残高を超えた場合、変更となります。なお、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。

締切日時点の
ご利用残高

２００７年１２月１６日以降にキャッシングリボのご利用枠を設定・増枠された方、お手持ちのカードで初めてキャッシングリボをご利用いただいた
方 ２０万円 ７０万円

２００万円
２００７年１２月１５日以前よりキャッシングリボをご利用の方 ５０万円 １００万円

ご指定の毎月返済額 １万円以下 ２万円以下 ３万円以下
変更後毎月返済額 ２万円 ３万円 ４万円

名 称 返済方法 返済期間・返済回数 実質年率

キャッシングリボ
元利定額返済

（ボーナス月増額返済あり）

最長２年９ヵ月・３３回（新規ご契約ご利用枠５０万円、実質年率１８．０％、毎月ご返
済額２万円、５０万円をご利用の場合）
※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。

一般会員…実質年率 １５．０％～１８．０％

プラチナカード会員およびゴールドカード会員
…実質年率 １５．０％
※但しご利用枠１００万円以上の場合 １４．４％

海外キャッシュサービス 元利一括返済 ２３日～５６日（但し暦による）・１回 実質年率 １５．０％～１８．０％

名 称 返済方法 返済予定総額及び返済期間・回数等 実質年率

キャッシングリボ 元利定額返済 ０円、０日・０回
一般会員…実質年率 １５．０％～１８．０％

プラチナカード会員およびゴールドカード会員
…実質年率 １５．０％

海外キャッシュサービス 元利一括返済 ０円、０日・０回 実質年率 １５．０％～１８．０％

・リボルビング払い 実質年率 １５．０％
・分割払い

支払回数 ３ ５ ６ １０ １２ １５ １８ ２０ ２４ ３０ ３６
支払期間（ヵ月） ３ ５ ６ １０ １２ １５ １８ ２０ ２４ ３０ ３６
実質年率（％） １２．００ １３．２５ １３．７５ １４．２５ １４．５０ １４．７５ １４．７５ １４．７５ １４．７５ １４．７５ １４．５０

利用代金１００円当たりの分割払手数料の額（円） ２．０１ ３．３５ ４．０２ ６．７０ ８．０４ １０．０５ １２．０６ １３．４０ １６．０８ ２０．１０ ２４．１２

登録情報
登録の期間

CIC

①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※１ 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間

②本規約に係る申込みをした事実 当社が利用した日より６カ月を超えない期間

③本規約に関する客観的な取引事実※２ 契約期間中及び契約終了後（完済していない場合は完済後）５年を超えない期間

④債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了後（完済していない場合は完済後）５年を超えない期間

⑤債権譲渡の事実に係る情報 ―

⑥苦情調査中である旨 当該調査中の期間

⑦本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 本人から申告があった日から５年を超えない期間

◆８ポイント活字の会員規約全文はカード送付時に同封いたします。
北陸VISAカード会員規約（抜粋版）

第１部 一般条項
第１章 会員の資格

第１条（本会員）株式会社北陸カード（以下「当社」という）に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第２条（家族会員）１．本会員が本会員の代理人として指定し第２項及び第３項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員（以下本会員と家族会員を「会員」という）とします。本会員は、
本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード（以下「家族カード」という）及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約
に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。２．本会員は、家族会員が家族カード及び
会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとしま
す。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。３．本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族
会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害（家族カードの管理に関して生じた損害を含む）を賠償するものとします。４．本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第１項に規定する代理人でなく
なった場合あるいは代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前２項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張す
ることはできません。
第３条（年会費）本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード（以下「カード」という）送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由によ
り退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第４条（届出事項の変更等）１．当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、その他の項目（以下総称して「届出事項」という）に変更が生じた場合、次項に定める場合
を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。２．氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認
める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。３．前２項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情
報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前２項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。４．
第１項及び第２項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについ
て已むを得ない事情があるときを除きます。５．会員が第２２条第１項第７号または第８号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を
求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第５条（規約の変更、承認）本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。

第２章 カードの管理
第６条（カードの貸与と取扱い）１．当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等（以下「カード情報」という）を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード（以下家族カードを含む）を発行し、貸与します。
会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項（第４条第１項の届出事項をいう）の確認（以下「取引時確認」という）手続を当社が求
めた場合にはこれに従うものとします。２．カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現金化を目的として商品・サービ
スの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
第９条（カードの利用枠）１．カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス及びキャッシングリボの利用代金を合算した未決済残高として管理します。そ
の金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。２．カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングの利用代金を合算した未決済残高として管
理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。３．割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払い、分割払い
（３回以上のものをいう。以下同様）、２回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の合計額として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとしま
す。６．キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第１項の総利用枠の内枠として当社が所定
の方法により定めるものとします。７．キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、５０万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。８．海外キャッシュサービスの未決済残高の
利用枠は、本条第６項のキャッシング利用枠のうち、５０万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
第１２条（紛失・盗難、偽造）１．カードまたはカード情報あるいはチケット（タクシーチケット等）が紛失・盗難・詐取・横領等（以下まとめて「紛失・盗難」という）により他人に不正利用された場合、本会員は、そ
のカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。２．会員は、カードまたはカード情報あるいはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やか
にその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします（但し、クレジットカード番号の盗難に起因する被害は除きます）。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。但し、カード情報の紛
失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。３．偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものと
します。４．前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。５．当社は、カードが第三者によ
って拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第１３条（会員保障制度）１．前条第１項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用された場合であって、前条第２項に従い警察及び当社への届出
がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの不正利用による損害をてん補します。２．保障期間は、入会日から１年間とし毎年自動的に継続されるものとします。３．次の場合は、当社はてん補
の責を負いません。①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 ② 損害の発生が保障期間外の場合 ③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第４項の義務を怠った場合 ⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 ⑥カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引につい
ての損害（但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。）⑦前条第２項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の６１日以前に生じ
た損害 ⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 ⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害 ４．本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から３０日以内
に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第１４条（カード利用の一時停止等）２．当社はカード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシ
ュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。５．当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収
入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。６．
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われて
いないと認められる国又は地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。

第３章 カード利用代金等の決済方法
第１６条（代金決済口座及び決済日）１．本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座（本会員名義に限る。）か
ら口座振替または通常貯金（本会員名義に限る。以下預金口座、通常貯金を総称して「決済口座」という）から自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の
指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。４．当社に支払うべき債務のうち第３８
条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第４３条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第１項で本会員が指定する決済口座からの引落とし若しくは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当
該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第９条第６項に定める未決済残高に含めるものとします。
第１７条（海外利用代金の決済レート等）１．決済が外貨による場合におけるカード利用代金（カード利用が日本国内であるものを含む）は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション（以下「国際提携
組織」という）の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサー
ビスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
第１８条（決済口座の残高不足等による再振替等）１．決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替または自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、そ
の一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。２．本会員は、前項の支払期日以降の任意の
日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用（以下「再振替等にかかる費用」という）を負担するものとします。３．再振替等にかかる費用は、法令
の範囲内で当社が別途定める額とします。
第１９条（支払金等の充当順序）本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当
することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第３０条の５の規定によるものとします。
第２０条（手数料率、利率の変更）リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合
には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第５条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決
済残高または融資残高に対し、分割払い及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

第４章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第２１条（期限の利益の喪失）１．本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。①仮差押、差押、競売の申請、
破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき ②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき ③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一
般の支払いを停止したとき ④リボルビング払い、分割払い、２回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から２０日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内
に支払わなかったとき ２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第２２条第１項の規定（但し、第２２条第１項第７号または第８号の事由に基づく場合を除きます）により会員資格を取消された場
合、リボルビング払い、分割払い、２回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。３．本会員は、次のいずれ
かの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を
行ったとき ②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき ③本会員の信用状態が悪化したとき ４．本会員は、第２２条第１項第７号または第８号の事由により会員資格を取消された場合、本規
約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。５．本会員は、前４項の債務を支払う場合には、当社の本社または支店へ持参若しくは送金して支払うものとします。
但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第１８条第１項の但書の定めにより支払うものとします。６．本条第１項から第４項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第１条第１項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第２２条（会員資格の取消）１．当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告などをせずに会員資格を取消すことができるものとします。①カード、ロ
ーン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 ②本規約のいずれかに違反した場合 ③カード利用代金等当社に対する債務の履
行を怠った場合 ④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合 ⑤カード発行後２ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合 ⑥会員が死亡し
た場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 ⑦会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう
ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という）に該当した場合、または次の（１）から（２）のいずれかに該当した場合（１）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る
目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること（２）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認め
られる関係を有すること ⑧会員が、自らまたは第三者を利用して、次の（１）から（５）までのいずれかに該当する行為をした場合（１）暴力的な要求行為（２）法的な責任を超えた不当な要求行為（３）取引に関して、脅迫的な言
動をし、または暴力を用いる行為（４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為（５）その他前記（１）から（４）に準ずる行為 ⑨会員に対し第４条第５項または第１４
条第６項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合 ⑩会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑨に記載した事項のいず
れかに該当する事由が生じたとき ⑪付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。２．本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に
準ずるものとします。５．本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき（会員番号の使用を含む）は当該使用によって生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとしま
す。
第２３条（退会）１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関若しくは当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場
合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。２．本会員は、退会する場合には、当
社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
第２４条（費用の負担）会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料（但し、当社が受領するものは除きます）、本規
約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第２５条（合意管轄裁判所）会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管
轄裁判所とします。
第２６条（準拠法）会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第２部 カードによる取引と利用代金の支払
第１章 カードによるショッピング

第２７条（カードショッピング）６．継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用する
ことができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき若しく
は退会・会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わ
って当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店（加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。）に対し通知する場合があることを、予
め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。７．カードの利用に際しては、
原則として当社の承認を必要とし、この場合、会員は利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対
し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第２８条（債権譲渡の承諾等）１．会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等
から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者（本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く）を経由する場合が
あります。②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当社が適
当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること ③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権
譲渡しまたは海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし（これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります）、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること ２．カードの利
用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方
法によるものとします。３．会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報
が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。４．会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を
当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。

第２章 カード利用代金の支払区分
第２９条（カード利用代金の支払区分）２．会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として１回払いとなります。
第３０条（１回払い・２回払い・ボーナス一括払い）１回払い、２回払い、ボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。①１回
払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。支払期日が１０日の場合には、前々月１６日から前月１５日までの利用分。②２回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額（端
数は初回分に算入）につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。支払期日が１０日の場合には、前々月１６日から前月１５日までの利用分。③ボーナス一括払いについては、毎年１２月１６日から翌年６月１５日までの利用分につき
８月の支払期日、７月１６日から１１月１５日までの利用分につき翌年１月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
第３１条（リボルビング払い）２．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金（毎月支払額）の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額
（５千円、または、１万円以上１万円単位。プラチナカードおよびゴールドカードの場合は１万円以上１万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額）または当社が適当と認めた金額に、毎月の締
切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第４項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁
済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金（毎月支払額）を増額若しくは減額できるものとします。３．本
会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として
本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金（毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額）を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社
が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法若しくは下表とは異なる金額区分にすることができます。

４．毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高（付利単位１００円）に対し、当社所定の手数料率により年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した金額を１ヵ月分とし、翌月の支払期日に後
払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計
算の対象とします。６．第２８条第２項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第４項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うもの
とします。
第３２条（分割払い）４．ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は１月・８月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は１回当りのカードショッピング利用
代金の５０％とし、ボーナス併用回数で均等分割（但し、各ボーナス支払月の加算金額は１，０００円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入）し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。ま
た、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期６月・７月・８月、冬期１２月・１月・２月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を１回当りのカードショッピング利用代金の５０％以内で指定することが
できます。６．第２８条第２項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第２項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとしま
す。
第３３条（遅延損害金）１．平成２１年１２月１０日より前の請求に関し支払いを遅延した場合の遅延損害金は以下の通りとします。①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益
喪失の日の翌日から完済の日まで、分割払いに係る支払総額の残金金額（付利単位１，０００円）については商事法定利率を乗じ年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代
金（付利単位１，０００円）については年１４．６％を乗じ年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利単位
１，０００円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年１４．６％を乗じ年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの場合は、当該遅延損害金
は、支払総額の残金金額（付利単位１，０００円）に対し商事法定利率を乗じ年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した額を超えないものとします。２．平成２１年１２月１０日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の遅延損害金
は以下の通りとします。①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、分割払い、２回払い及びボーナス一括払いに係る支払総額の残
金金額（付利単位１，０００円）については商事法定利率を乗じ年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金（付利単位１，０００円）については年１４．６％を乗じ年３６５日（閏年
は年３６６日）で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金（付利単位１，０００円）の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済
の日まで、年１４．６％を乗じ年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、２回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、支払総額の残金金額（付利単
位１，０００円）に対し商事法定利率を乗じ年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した額を超えないものとします。

第３部 キャッシング条項
第１章 キャッシングリボ

第３６条（キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法）本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生
計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとおりとします。家族会
員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第３７条（キャッシングリボの利率及び利息の計算）１．キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞に定めるとお
りとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられ
るものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利
率が変更されることがあります。
第３８条（キャッシングリボの借入金の支払い）１．キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは減額できるものとします。但し、会員
が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。２．キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第４項の経過利息の合計として当社が指定した金額
を、第１６条の定めにより支払うものとします。３．会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記
＜繰上返済の可否及び方法＞に定めるとおりとします。
第３９条（遅延損害金）１．本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金（付利単位１，０００円）に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の
日まで、年２０．０％を乗じ年３６５日（閏年は年３６６日）で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。２．前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第４０条（現金自動預払機（ATM）等利用時の手数料）１．会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料
を負担するものとします。その場合は、第３７条第４項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。２．ATM手数料は、利用金額・返済金額が１万円以下の場合
は１０８円（含む消費税等）、利用金額・返済金額が１万円を超える場合は２１６円（含む消費税等）とします。

第２章 海外キャッシュサービス
第４１条（海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法）本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの
利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法＞に定めるとお
りとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第４２条（海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算）１．海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率
等＞に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率ま
で当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利
率を上限として利率が変更されることがあります。
第４３条（海外キャッシュサービスの借入金の支払い）１．海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は１回とします。２．毎月の返済額は、毎月の締切日（支払期日が１０日の場合には前月１５日）まで
の借入金と前条第３項の経過利息とを合計し、第１６条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。３．海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入

金元金は、第１７条の定めにより換算された円貨とします。４．会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法
及び条件は、下記＜繰上返済の可否及び方法＞に定めるとおりとします。
第４４条（海外キャッシュサービスのATM等手数料）会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用し
て臨時に返済する場合においても、第４０条の定めに従うものとします。

第３章 書面の交付
第４５条（キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付）本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第１７条第１項に規定された書面の交付に代えて、同第６項に規定された書面、及び貸金業法第１８条第
１項に規定された書面の交付に代えて、同第３項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。※貸金業法施行日（平成１９年１２月１９日）以前に入会した本会員は、当社から上記第４５条に関す
る通知若しくは上記第４５条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、１ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法＞

＜キャッシングリボご利用時のご注意＞

＜キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等＞●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件

※キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用枠が０円の場合

●担保・保証人…不要 ●元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料（取扱金額１万円以下：１０８円（含む消費税等）、取扱金額１万円超：２１６円（含む消費税等））・再振替等にかかる費用 ●本会員において、利息
が利息制限法第１条第１項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。●貸金業法第１７条第１項の規定により交付する書面または同第６項で規定する書面に記載する返済期間、返済
回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等＞

＜リボルビング払いのお支払い例＞（元金定額コース１万円及び標準コース、実質年率１５．０％の場合）８月１６日から９月１５日までに５０，０００円ご利用の場合
◆初回（１０月１０日）お支払い（ご利用残高５０，０００円）①お支払い元金（元金定額コース・標準コースとも）…１０，０００円 ②手数料（元金定額コース・標準コースとも）…ありません。③弁済金（元金定額コース・標準コ
ースとも）…１０，０００円（①）④お支払い後残高（元金定額コース・標準コースとも）…５０，０００円－１０，０００円＝４０，０００円
◆第２回（１１月１０日）お支払い（ご利用残高４０，０００円）①手数料（９月１６日から１０月１５日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変わります）…５０，０００円×１５．０％×１５日÷３６５日＋５０，０００円×１５．０％×１０日÷３６５
日＋４０，０００円×１５．０％×５日÷３６５日＝５９５円 ②お支払い元金 ・元金定額コースの場合…１０，０００円 ・標準コースの場合…９，４０５円（③１０，０００円－①５９５円）③弁済金 ・元金定額コースの場合…１０，５９５円（①５９５円＋
②１０，０００円） ・標準コースの場合…１０，０００円 ④お支払い後残高 ・元金定額コースの場合…３０，０００円（４０，０００円－１０，０００円） ・標準コースの場合…３０，５９５円（４０，０００円－９，４０５円）
＜分割払いのお支払い例＞利用代金５０，０００円、１０回払いの場合 ①分割払手数料…５０，０００円×（６．７０円／１００円）＝３，３５０円 ②支払総額…５０，０００円＋３，３５０円＝５３，３５０円 ③分割支払額…５３，３５０円÷１０回＝５，３３５円

＜ご相談窓口＞
１．商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、当社までお願いします。
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
３．個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。４．本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下
記の当社お客様相談室までご連絡ください。
株式会社北陸カード ＜北陸財務局長（１１）第０００１４号＞ ＜日本貸金業協会会員第００１２６１号＞ 〒９３０‐０００２富山市新富町１－２－１ 北陸銀行富山駅前ビル 電話番号０７６－４４２－９１２３
５．カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
＜VJ紛失・盗難受付デスク＞ フリーダイヤル ０１２０－９１９４５６
※上記番号が繋がりにくい場合は右記番号をご利用ください。東京０３－６６２７－４０５７ 大阪０６－６４４５－３５３０

貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。（当社が契約する指定紛争解決機関）
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 〒１０８－００７４ 東京都港区高輪３－１９－１５ 電話番号 ０３－５７３９－３８６１

（２０１５年１０月改定）

北陸カードWAON利用約款
約款をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。
第１条（目的）１．本約款は、イオン株式会社（以下「イオン」という）が管理及び運営する電子マネー「WAON」についてイオンリテール株式会社（以下「イオンリテール」という）及び株式会社北陸カード（以下
「当社」といい、２社を総称して「両社」という）が提携をし、当社が所定の方法で発行する「北陸カードWAON」（以下「本カード」という）について、本カード及びそのWAONのカード発行方法、機能、利用方法及
び第３条第１項に定義する「本会員」の遵守事項等について定め、本会員は本約款に従い本カードの利用をします。２．本約款は、「北陸VISAカード会員規約」（以下「会員規約」という）の特約であり、本約款において
会員規約と異なることが定められている条項については本約款が優先することとします。なお、本約款に別段の定めがない事項については、会員規約が適用されます。
第２条（定義）本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。（１）WAON WAON利用約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON利用約款に基づき利用者
がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払いに利用することができるものの総称。（２）WAONカード WAONを記録することができるカードの総称。（３）利用者 WAONの保有
者であって、WAON利用約款に基づきWAONを利用する方の総称。（４）WAON利用約款 利用者がWAONを利用する際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称。（５）WAONサービス 利用者がWAON加盟店
との間の商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払いを行うサービス。（６）
WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものに使用される商標。（７）チャージ WAONカードに記録されたWAONの金額を加算することの総称。（８）WAONブランドオー
ナー WAONを管理及び運営する主体としてのイオン。（９）WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者。イオンリテールが本カードのWAON発行者となる。（１０）カード発行者
WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者。当社が本カードのカード発行者となる。（１１）WAON加盟店 利用者がWAON利用約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引において
WAONを利用することができる事業者。（１２）WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者及びWAON加盟店の総称。（１３）WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等の
WAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称。①事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であっ
て、WAON事業者が管理するもの。②利用者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの。
第３条（本カードの発行）１．当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード（以下「親カード」という）の個人会員（以下「会員」という）で、本約款、「北陸カードWAON WAONポイン
ト約款」、「北陸カードWAONオートチャージに関する特約」及び「北陸カードWAON個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約」を承認の上、所定の方法で本カードの入会申込みをし、当社が適格と認めた方を
「本会員」といいます。２．当社は、前項により適格と認めた本会員に対して、本カードを親カードに追加して発行します。３．本カードの所有権は両社に帰属するものとします。４．本カードの発行当初のWAONの利用可能
残高は０円とします。５．本会員は、本カードが発行されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
第４条（WAON発行手数料及びWAON再発行手数料）１．本会員は、本カードが発行された場合若しくは再発行された場合、当社に対して入会申込書及びホームページ等に記載する当社所定のWAON発行手数料若しくは
WAON再発行手数料を支払うものとします。２．当社は、前項により本会員より支払われたWAON発行手数料及びWAON再発行手数料を理由の如何を問わず、返還しないものとします。
第５条（WAONのチャージ）１．本会員が本カードのWAONにチャージを希望するときは、イオンリテールに対し、イオンリテール所定の方法により、お申込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービ
スに係るホームページその他の説明書等に記載されます。２．本カードのWAONの利用可能残高は、５０，０００円を上限とします。３．本カードのWAONのチャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を
行ったWAON端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、本会員は、係る表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時に本会員から特段の申し出が
ない限り、本会員は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
第６条（WAONのチャージができない場合）１．本会員は、次の場合、本カードのWAONにチャージすることはできませんので、ご了承ください。（１）本カード又はそのWAONが破損しているとき。（２）WAON端末（但
し、利用者端末を除く）の稼働時間外であるとき。（３）停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむを得ない事由があるとき。（４）本会員が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。２．前項に基づき本
会員が本カードのWAONにチャージできないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他WAON事業者は、その責任を負いません。
第７条（WAONのご利用）１．本会員は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、本カードのWAONをその利用可能残高の範囲内で、イオンリテール及びWAON加盟店が定める方法
により代金のお支払いにご利用いただけます。２．本カードのWAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金又はWAON加盟店の指定する方法によりお支払いいただきます。なお、親カードのご利
用と本カードのWAONのご利用を併用することはできません。
第８条（WAONのご利用ができない場合）１．本会員は、次の場合には、本カードのWAONをご利用いただくことができません。（１）本カードが偽造若しくは変造され、又はそのWAONが不正に作り出されたものである
とき。（２）本カードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はそのWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。（３）本会員
が、本約款若しくは会員規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき。（４）本会員のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当と両社が判断したとき。（５）本カード又はそのWAONの破損、WAON端末
の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。（６）システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止すると
き。（７）WAON加盟店にやむを得ない事由があるとき。２．本カードは、当該カードの署名欄に署名された本会員以外は利用できないものとします。３．前各項に基づき本会員が本カードのWAONを利用できないことによ
り本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他WAON事業者は、その責任を負いません。
第９条（利用可能残高の確認等）１．本カードのWAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。２．本会員が他の
本カードを含むWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を１枚のカードに統合することはできません。３．本カードのWAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その
他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、イオンリテールの定めによるものとします。
第１０条（本会員の遵守事項）１．本会員は、本カード及びそのWAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。（１）違法、不正又は公序良俗に反する目的で本カード又はそのWAONを利用すること。（２）営利の
目的で本カード又はそのWAONを利用すること。（３）WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、本カード又はそのWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又は
係る行為に協力すること。（４）本カードが偽造若しくは変造され又はそのWAONが不正に作り出されたものであるとき、又はその疑いがあるときに、これを利用すること。２．本会員は、前項各号の事実を知ったときは、
イオンリテールに対してイオンリテール所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、本カードを当社に返還していただきます。この場合、当該カードに記録されたWAONは返還しません。
第１１条（本カードの破損等）１．本会員は、本カードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。本カードの破損、電磁的影響その他の事由（以下「本カードの破損等」という）により本カードのWAONが破
損又は消失した場合、両社及びその他WAON事業者は、その責任を負いません。２．前項の場合において、本カードの破損等が本会員の事情によらないことが明らかであって、本カードのWAONカード番号が判明したと
きは、本会員は、当社所定の方法により当該カードをご返還いただくことにより、当社から本カードの再発行を受けることができます。３．第１項の場合において、本カードのWAONの破損又は消失が本会員の事情によ
らないことが明らかであって、イオンリテール所定の方法により本カードのWAONの未使用残高が判明したときは、本会員は、イオンリテール所定の方法により、前項により再発行された本カードに当該未使用残高相
当分のチャージを受けることができます。４．第２項により当社が本カードを再発行する場合、本カードの図柄又は機能について、従前の本カードと異なる場合があります。５．本カードの券面に記載されていない他のカ
ード発行者及びWAON発行者は、第２項及び第３項の取扱いをいたしません。
第１２条（本カードの盗難・紛失）本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じて本カードのWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いま
せん。但し、本会員が本カードの盗難又は紛失をイオンリテールにお届出いただいた場合であって、イオンリテールが所定の利用停止措置をとったときは、本会員は、新たに発行された本カードにイオンリテール所定
の方法による利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。
第１３条（WAON加盟店との関係）１．本会員は、本カードのWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決し
ていただくものとし、当該WAON加盟店を除き、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。２．前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、イオンリテールが定める方法によりWAON利用
代金相当額をチャージします。但し、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金することがあります。
第１４条（譲渡等の禁止）本会員は、本カード及びそのWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。
第１５条（換金の原則禁止）１．本カードのWAONは、第１３条第２項但書、本条第２項、第１８条第２項及び第２０条第３項に定める場合を除き、換金できません。２．本会員は、次のいずれかに該当する場合、本条第３項及び
第４項の規定に従い、イオンリテール所定の方法によりWAONの返金を受けることができます。なお、当社はWAONの対価を受領していないことから事由の如何を問わずWAONの返金の義務を負担しません。（１）第１１
条第３項及び第１２条に定める場合においてイオンリテールが相当と認めたとき。（２）法令等によりWAONを返金すべきとき。（３）イオンリテールがやむを得ないと認める相当の事由があるとき。３．前項の場合、本会員
は、本カードを当社にご返還いただくことにより、本カードのWAONの未使用残高からイオンリテールが定める手数料を控除した金額について、イオンリテール所定の方法により返金を受けることができます。４．本カ
ードのWAONカード番号が判明しない場合又はそのWAONの未使用残高が判明しない場合には、イオンリテールは、返金の義務を負いません。
第１６条（インターネットでのご利用準備）１．本会員は、WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利用等を行うこ
とができます。２．本会員は、本カードのWAONをインターネット上でご利用いただくときは、本会員自身の費用と負担によって利用者端末をご準備下さい。３．インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該
サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内しますので、これを確認ください。
第１７条（本カードの会員資格の取消）１．両社は、本会員が次のいずれかに該当したとき、その他両社において本会員が不適格と認めた場合は、本会員に対して事前に通知又は催告することなく、本カードの会員資格を
取消すことができるものとします。（１）本会員が本約款に違反したとき。（２）本会員のWAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当と両社が判断したとき。２．前項の場合、本会員は、事後、本カード及び
そのWAONを利用することができません。又、当社は、当社所定の方法により、本カードを回収する場合があります。この場合、イオンリテールは、本カードに記録されたWAONは返還しません。なお、当社はWAON
の対価を受領していないことから事由の如何を問わずWAONの返金の義務を負担しません。３．本会員は、本カードの退会及び会員規約に基づき親カードを退会する場合を含む親カードのクレジット会員資格を喪失した
場合、本カードの会員資格が取消されるものとします。４．前項の場合、第８条第１項第３号に該当しない限り、本会員は、本カードのWAONの残高が０になるまで当該カードをご利用いただき、WAONの残高が０にな
ったときは、当該カードを本会員の責任で切断の上破棄してください。
第１８条（WAON発行者によるWAONサービスの終了）１．イオンリテールは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。２．前項の
場合、イオンリテールは、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他イオンリテール所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨及び本カードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとりま
す。この場合のWAONの返金手続については、第１５条第３項及び第４項の規定を準用します。３．前項の場合、イオンリテールが定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたします。
第１９条（両社及びWAON事業者の責任）本カード及びそのWAONを利用することができなかったことにより本会員に生じた損害等について、両社及びその他のWAON事業者に故意又は重過失がない限り、両社及びその
他のWAON事業者はその責任を負いません。なお、両社及びその他のWAON事業者に故意又は重過失がある場合であっても、両社及びその他のWAON事業者は、本会員の逸失利益について損害賠償の責任を負いませ
ん。
第２０条（取扱いの変更）１．WAONサービス、本カード又はそのWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、両社は、ホームページへの掲載その他両社所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容につい
て周知の措置をとります。２．本約款の変更は、次のいずれかの場合に効力を生じるものとします。（１）本会員に異議がなく前項の予告期間を経過したとき。（２）前項のお知らせ後、本会員が本カードのWAONのチャージ
又は利用を行ったとき（この場合には本会員の異議の有無は問いません）。３．前項の規定にかかわらず、本約款の変更が本会員に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第１項の予告期間内に、本会員から
異議のお申し出があった場合には、イオンリテールは、WAONを本会員に返金します。この場合、第１５条第３項及び第４項の規定を準用します。
第２１条（合意管轄裁判所）本会員は、WAONサービスに関して本会員と両社及びその他のWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所と
し、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。
第２２条（ご相談窓口）WAONサービス、本カード又はそのWAON、又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただく他、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連
絡ください。
附 則 本約款は、２０１３年３月１日から適用します。

北陸カードWAON WAONポイント約款
第１条（目的）１．本約款は、北陸カードWAON（以下「本カード」という）の利用等によりイオンリテール株式会社（以下「イオンリテール」という）より本会員に付与される次条に定義するWAONポイントに係るサ
ービスについて定めるもので、イオンリテールは、本約款に従ってWAONポイントに係るサービスを提供します。２．本約款は、「北陸VISAカード会員規約」及び「北陸カードWAON利用約款」（以下まとめて「会員規約
等」という）の特約であり、会員規約等と異なることが定められている条項については本約款が優先することとします。なお、本約款に別段の定めがない事項については、会員規約等が適用されます。
第２条（定義）１．本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。（１）WAONポイント WAONの利用に付随してWAON発行者から利用者に付与される電子情報であって、WAONポイント約款に基づき利
用者がWAONに交換すること及びWAON発行者所定のサービスを受けることができるものの総称。（２）提携ポイント WAON以外の他の取引において付与された電子情報であって、WAONポイント約款に基づき利用者
がWAONポイントと交換することができるものとしてWAON発行者が指定するものの総称。（３）WAONポイント対象取引 利用者がWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、WAONポイント約款に従って
WAONポイントが付与されるWAON発行者所定の取引。（４）WAONポイント約款 WAONポイントの付与及び交換等をする際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称。２．前項に定めるものの他、本約款におけ
る用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。
第３条（ポイントの付与）１．本会員がWAONポイント対象取引を行った場合、イオンリテールは、本会員に対して、イオンリテール所定のWAONポイントを付与します。なお、イオンリテールがWAONポイントを付与
しないものとして指定した商品、役務その他の取引には、WAONポイントは付与しません。２．本会員は、イオンリテール及び提携ポイント発行者が定める方法により、提携ポイントをWAONポイントに交換することに
より、WAONポイントを加算することができます。３．WAONポイント対象取引、付与されるWAONポイント、WAONポイント付与に係る条件、提携ポイントとの交換率及び提携ポイントとの交換条件等は、イオンリテ
ールが定めるところによりますので、本会員に事前に通知することなく変更することがあります。
第４条（ポイントの付与ができない場合）１．次の場合、前条に基づくWAONポイントの付与及び提携ポイントの交換はできません。（１）本カード又はそのWAONが破損しているとき。（２）WAON端末（但し、利用者端末
を除く）の稼働時間外であるとき。（３）停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむを得ない事由があるとき。（４）本会員が、本約款又は会員規約等に違反し、又は違反するおそれがあるとき。２．前項に基づき本
会員がWAONポイントの付与又は提携ポイントの交換ができないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。
第５条（WAONポイント残高の確認等）１．本カードのWAONポイントの残高は、WAONポイント残高の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。２．本会員が
他の本カードを含むWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードのWAONポイント残高を１枚のカードに統合することはできません。３．本カードのWAONポイントの履歴は、WAONポイント履歴の表示機能を備えた
WAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONポイントの履歴の範囲等については、イオンリテールの定めによるものとします。
第６条（WAONポイントの利用）１．本会員は、本カードのWAONポイントがイオンリテール所定のポイントに達した場合、イオンリテール所定の方法により、WAONポイントを本カードのWAONに交換することができ
ます。２．前項に基づき本会員がWAONポイントをWAONに交換する場合、１ポイントあたり１円として、イオンリテール所定の単位で交換することができます。３．本会員は、次の各号に定める場合、第１項に基づく
WAONポイントの交換はできません。これにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。（１）「北陸カードWAON利用約款」に基づきWAONが利用できな
いとき。（２）本会員が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。（３）WAONポイント交換後のWAONが当該WAONカードの利用可能残高の上限金額を超えるとき。４．本会員が他の本カードを含むWAONカード
を複数枚お持ちの場合、WAONポイントが蓄積された本カード以外の他のWAONカードのWAONへの交換はできません。５．前各項に定める場合の他、本会員は、クーポン、割引券又は提携ポイントへの交換等、WAON
ポイントを利用したイオンリテール所定のサービスを受けることができます。当該サービスの内容及び開始時期等については、イオンリテール所定の方法によりご案内させていただきます。
第７条（商品返品時のポイント処理）１．本会員が本カードのWAONを利用して取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行ったときに第３条に従って付与されたWAONポイントは減算されます。２．前項に従い、
ポイント残高がマイナスとなった場合、本会員は、イオンリテール所定の方法によりマイナス金額をご精算いただきます。
第８条（WAONポイントの盗難・紛失等） 本カードの盗難、紛失、破損、電磁的影響その他事由により、WAONポイントの全部又は一部の保有を失われた場合には、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負
いません。
第９条（本カードの再発行時のポイント処理）１．「北陸カードWAON利用約款」に基づき本カードの再発行がなされる場合、本会員は、再発行される本カードに、イオンリテール所定の方法により、本カードのWAON
ポイント残高が判明したときは当該ポイント残高の付与を受けることができます。２．本カードのWAONポイント残高が判明しない場合には、イオンリテールは前項の義務を負いません。

第１０条（WAONポイントの有効期限等）１．本会員が初めて本カードにチャージした日から１年経過後の月末までを初年度とし、２年目以降は、前年度末の翌日から１年間を各年度とします。２．各年度中に付与又は加算
されたWAONポイントの有効期限は、次年度の末日までとします。３．前項に定める有効期限が経過したWAONポイントは消滅し、以後、当該WAONポイントのご利用はできません。４．「北陸カードWAON利用約款」に
よりWAONサービスが終了、又は本約款若しくはその他の理由によりWAONポイントに係るサービスが終了した場合、当該WAONカードのWAONポイントは消滅します。
第１１条（譲渡等の禁止）本会員は、WAONポイントについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。但し、本会員は、イオンリテール所定の方法により、WAONポイントギフトとし
てWAONポイントを譲渡することができます。
第１２条（換金の禁止）WAONポイントは、現金との引換えはできません。
第１３条（両社及びその他のWAON事業者の責任）１．両社及びその他のWAON事業者は、WAONポイントに関して本会員に生じた損害等について、責任を一切負いません。２．WAONポイントの取得、保有、利用又は交換
等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、本会員にこれを負担していただきます。
第１４条（WAON発行者によるWAONポイントに係るサービスの終了）１．イオンリテールは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONポイントに係るサービスを終了させるこ
とがあります。２．前項の場合、イオンリテールは、イオンリテール所定の方法により、WAONポイントに係るサービスを終了させることについて周知の措置をとります。
第１５条（取扱いの変更）WAONポイントの取扱いについて、本約款を変更する場合、両社は、一定の予告期間をおいて周知の措置をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。
第１６条（ポイントサービスに関するご案内）WAONポイントに関する事項は、WAONサービスに係るホームページ、WAON加盟店における掲示等の方法でご案内しているものもありますので、本約款とあわせてご参照
ください。
附 則 本約款は、２０１３年３月１日から適用します。

北陸カードWAON オートチャージに関する特約
第１条（本特約の効力）１．本特約は、北陸カードWAON（以下「本カード」という）の発行を受けた本会員のうち、次条に定義するオートチャージを希望された本会員に適用されます。２．本特約は、「北陸VISAカード
会員規約」及び「北陸カードWAON利用約款」（以下まとめて「会員規約等」という）の特約であり、本特約において、会員規約等と異なることが定められている条項については本特約が優先することとします。なお、
本特約に別段の定めがない事項については、会員規約等が適用されます。
第２条（定義）１．本特約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。（１）オートチャージ 本カードの利用に際し、当該カードの利用後のWAON残高が予め設定した金額（以下「実行判定額」という）未満に
なるときに、当該カードの利用前に、親カードのクレジットカード機能により、予め会員が設定した金額（以下「入金実行額」という）が自動的にチャージされること。（２）本サービス 前号のオートチャージにより提
供されるサービス ２．前項に定めるものの他、本特約における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。
第３条（利用方法等）１．オートチャージを希望される本会員は、株式会社北陸カード（以下「当社」という）所定の方法により、当社にお申込みください。２．本会員は、実行判定額及び入金実行額の新規設定及び変更
ならびに本サービスの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額は、４９，０００円を限度とし、入金実行額は、２９，０００円を限度として（但し、実行判定額と入金実
行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を超えることはできません。）、１，０００円単位でイオンリテール株式会社（以下「イオンリテール」という）所定のWAON端末で設定又は変更ができるものとします。３．オ
ートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。４．本サービスは、当社及びイオンリテール（以下「両社」という）が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うこととしま
す。
第４条（制限事項等）１．オートチャージは、オートチャージ機能を有するWAON端末において、WAONによる１取引につき１回限り実施されます。２．本サービスのお支払い方法は、親カードのクレジットカード機能に
よるショッピングの１回払いとします。３．前項にかかわらず、本会員から申し出があり、当社が承認した場合には、承認した方法による支払い方法に変更することができるものとします。４．オートチャージ実施後の
WAON残高が商品、役務その他の取引の代金に満たない場合等であっても、一旦実施したオートチャージの取消しはできないものとします。５．チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えることと
なるときは、当該上限金額の範囲内においてオートチャージが実施されます。６．オートチャージを実施することにより親カードの利用限度額を超える等の理由で、当社がオートチャージの実施を承認しない場合、オー
トチャージは一切実施されません。
第５条（盗難・紛失）本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちにWAONコールセンター（０１２０－５７７－３６５）にお届けください。WAONコールセンターにて、オートチャージの停止措置をとります。な
お、本カードの盗難又は紛失の場合であっても、お届けがない場合又はイオンリテールがお届け後直ちにオートチャージ停止措置をとったにもかかわらず、当該停止措置の前にオートチャージが実施された場合は、両
社が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うものとします。
第６条（免責事項）オートチャージが実施できないことにより本会員に生じる不利益、損害については、両社及びその他のWAON事業者はその責任を負いません。
第７条（本サービスの停止）両社が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして、本サービスを停止することがあります。
第８条（特約の変更）両社は、本会員の事前の承諾なく本特約の内容を変更する場合があります。その場合には、両社は、変更日及び変更内容を、WAONホームページへの掲示等、両社所定の方法により告知し、変更
日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 以上

（２０１３年３月制定）
北陸カードWAON個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約

第１条（本特約の効力）１．本特約は、北陸カードWAON（以下「本カード」という）の発行を受けた本会員又はその予定者（以下総称して「本会員等」という）に適用されます。２．本特約は、「北陸VISAカード会員規
約」及び「北陸カードWAON利用約款」（以下まとめて「会員規約等」という）の特約であり、会員規約等と異なることが定められている条項については本特約が優先することとします。なお、本特約に別段の定めがな
い事項については、会員規約等が適用されます。
第２条（定義）本特約における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。
第３条（個人情報の提供及び利用に関する同意）１．本会員等は、株式会社北陸カード（以下「当社」という）及びイオンリテール株式会社（以下「イオンリテール」といい、２社を個別に「各社」といい、２社を総称
して「両社」という）が保護措置を講じた上で管理し、下記の個人情報を相互に提供し、両社がこれを利用することに同意します。〔相互に提供・利用する個人情報〕（１）北陸VISAカード会員規約等に基づき当社に届出
のあった情報若しくは本カードの申込情報を含む本会員等が当社に提出する書類等に記載されている情報。（２）本カードの申込日、契約日、購入商品名、購入金額、利用履歴、チャージ履歴及び残高等のWAONサービス
及びこれに付帯するサービスの利用状況に関する情報。（３）本カードの申込みにより発行されるWAONカード番号及び変更後のWAONカード番号。（４）本カードの申込みに対する審査の結果。（５）親カードの会員番号が
無効となった事実。（６）親カードの会員資格の喪失。２．本会員等は、両社が下記の利用を目的として前項に定める個人情報を利用することに同意します。
〔利用目的〕（１）本カードの発行及び本会員等の管理（２）本カード及びそれに付帯するサービスの提供（３）法令等や契約上の権利の行使や義務の履行（４）各社の商品、サービス等に関する宣伝物、印刷物の送付（５）各社
の事業における市場調査、商品開発（６）WAON加盟店の商品、サービス等に関する宣伝物、印刷物の送付
３．本会員等は、前項の利用目的（４）、（６）の同意の範囲内で各社が他の各社から提供された第１項の〔相互に提供・利用する個人情報〕を利用している場合であっても、当該利用をしている各社に対し、その利用の
中止を申出ることができます。但し、親カード又は親カードのご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。４．個人情報管理責任者は、以下の者とします。（１）株式会社北陸カード（２）イオンリテール株式
会社
《個人情報に関するお問合せ窓口》（１）株式会社北陸カード 「北陸VISAカード会員規約」に定めるとおりとします。（２）イオンリテール株式会社 イオンリテールのホームページにお問い合わせ先を公表いたしており
ます。
第４条（条項の変更）本同意条項は法令の定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 以上

（２０１３年３月制定）

カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約
第１条（本サービスの内容）１．「カードご利用代金WEB明細書サービス」（以下、「本サービス」という）は、株式会社北陸カード（以下、「当社」という）が発行したカード（一部の法人・提携カードを除く）保有者
（以下、「会員」という）に対し、当社発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細書を、郵送による方法に代えて本利用特約に規定された方法により提供するサービスをいいます。２．本サービスには、割賦販売法
第３０条の２の３各項に規定される書面、および貸金業法第１７条第６項に規定される書面が電磁的方法により交付されることが含まれます。３．第２項に関し、平成１９年１１月３０日以前に本サービスの申込みを行った会員
が、本サービスにて貸金業法第１７条第６項に規定される書面を電磁的方法により交付を受ける場合は、当社が別途定める方法にて事前に承諾を得るものとします。４．当社は、本サービスの申し込みを行った会員に対し
ても、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本サービスの提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。
第２条（本サービスの利用）本サービスの利用を希望する会員は、本利用特約を承認したうえで、当社の定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。利用登録が完了した場合に、本サービス利用登録
会員は、本サービスを利用することができるものとします。なお、本サービスは、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整えていることを前提とします。
第３条（カード利用代金明細書の通知方法）１．当社は、電子化されたカード利用代金明細書（以下、「WEB明細書」という）の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メー
ルを配信、または、電子メールアドレスの届け出がない場合は会員が届け出た住所に宛てて通知書を送付します。会員は、当該電子メールまたは通知書を受領後直ちに、当該電子メールまたは通知書において指定され
たウェブサイトでWEB明細書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、当社に届け出るものとします。なお、WEB明細書を印刷して保存することを希望する会員
は、パソコン等からインターネット接続のうえWEB明細書を参照し、印刷するものとします。２．会員の本サービス利用期間中は、第４条第２項の場合および当社が必要と判断した場合を除いて、当社から会員へのカー
ド利用代金明細書の郵送は停止します。
第４条（電子メールアドレス）１．会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。２．会員は、当社から会員に宛てた電子メ
ールが不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当社にて電子メール不着と認識されている期間は、
当該会員へカード利用代金明細書等を郵送します。
第５条（ハンドルネーム）１．会員が本サービスの利用登録をする際に必要となるハンドルネーム（会員宛て電子メールに挿入される仮名）には会員の本名を使用することはできません。２．第１項に反して会員が本名を
登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、当社は一切の責任を負わないものとします。
第６条（本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容）本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機
種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、本サービスを利用するにあたり、当社がサービス利用環境を変更した場合、会員は速
やかにサービス利用環境を整えるものとします。
第７条（本利用特約の適用および変更）当社は、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本利用特約を変更できるものとします。
第８条（本サービスの利用の中止等）１．会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。２．当社が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったとき
は、当社は当該会員の本サービスの登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。３．会員が、当社が指定するサービス利用環境を整えられないことが原因で、本サービスを正常に
利用できないときは、会員は速やかに本サービスを解約するものとします。４．当社が本サービスの利用を認めないと判断したときは、当社は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、いつでも、本サービスの
利用を認めないことができるものとします。５．会員が理由の如何に関わらず当社カードを解約した場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。
第９条（免責事項）１．当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本サービスの提供が遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、
脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は何ら責任を負うものではありません。２．当社に故意又は重過失がある場合を除き、本サービスを利用することによって生じたいかなる損害についても、当
社は何ら責任を負うものではありません。

（２０１４年４月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項
＜本同意条項は北陸VISAカード会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します＞
第１条（個人情報の収集・保有・利用等）１．会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本規約（本申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービス
提供のため、下記①から⑦の情報（以下これらを総称して「個人情報」という）を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカー
ドご利用代金のお支払い等のご案内（支払遅延時の請求を含みます）をすること（下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します）、及び、法令に基づき市区町村の要求に従っ
て会員の個人情報（入会申込書の写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等（これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます）の交付を受けて連絡
先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。①申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、
電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報（以下総称して「氏名等」という）、本規約に基づき届出られた情報及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報（以
下総称して「属性情報」という）②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況及び契約内容に関する情報（以下「契約情報」という）③会員のご利用残高、お支払
い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 ④お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報 ⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況 ⑥当社が適法かつ適正な方法で収集
した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項 ⑦官報や電話帳等の公開情報 ２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。 ①当社のクレジットカード
関連事業（キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ）における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス ②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発 ③当社のクレジット
カード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 ④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷
物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法（インターネットの当社ホームページへの常時掲載）によってお知らせします。
第２条（個人信用情報機関への登録・利用）１．本会員（本会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という）は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関（個人の
支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関（以下「提携信用情報機関」
という）に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報（当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産
等の官報情報等を含む）を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。２．本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報（下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む）が当該機関に下
表の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。３．本会員等
は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び
提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
＜登録される情報とその期間＞

※１申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※２上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完

済予定年月、月々の支払い状況等（解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む）となります。
＜加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号＞
○名称：株式会社シー・アイ・シー（貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関）所在地：〒１６０‐８３７５ 東京都新宿区西新宿１－２３－７ 新宿ファーストウエスト 電話番号：０１２０－８１０－４１４
ホームページアドレス：http://www.cic.co.jp

※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
＜提携信用情報機関の名称・電話番号＞
○名称：株式会社日本信用情報機構（貸金業法に基づく指定信用情報機関）所在地：〒１０１－００４２ 東京都千代田区神田東松下町４１－１ 電話番号：０１２０－４４１－４８１ ホームページアドレス：http://www.jicc.co.jp
○名称：全国銀行個人信用情報センター 電話番号：０３－３２１４－５０２０ ホームページアドレス：http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※株式会社シー・アイ・シー並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク（CRIN）を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います（当社では行いません）。
第３条（繰上返済時の残高の開示）本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部（手続が途中で中止された場合を含みます）を行う場合、当社が家族会員に
対し当該繰上返済の対象となる残高（当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカード及び家族カード並びにそれらの会員番号の利用による残高の合計額）を開示することに同意します。
第４条（個人情報の預託）会員等は、当社が当社の事務（配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません）を第三者に業務委託（契約に基づき当該
委託先が別企業に再委託する場合を含む）する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第５条（利用の中止の申出）会員は、第１条第２項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます（以下、尚書きの内容を含めて、同じ）。但
し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第１０条第１項記載の窓口にご連絡ください。尚、第１条第２項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りするこ
とや退会の手続きをとることはありません。
第６条（個人情報の開示・訂正・削除）１．会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。①当社に開示
を求める場合には、第１０条第２項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続（受付窓口、受付方法、必要書類等）の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法（インターネットの当社ホームペー
ジへの常時掲載）でもお知らせしております。②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第２条記載の連絡先へ連絡してください。２．開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになっ
た場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第７条（会員契約が不成立の場合）会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第１条第１項に定める目的及び第２条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用され
ますが、それ以外に利用されることはありません。
第８条（退会後または会員資格取消後の場合）本規約第２３条に定める退会の申し出または本規約第２２条に定める会員資格の喪失後も、第１条第１項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定
める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第９条（規約等に不同意の場合）当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることが
あります。但し、第１条第２項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第１０条（個人情報に関するお問合わせ）１．第５条に定める中止のお申出は、下記の当社までお願いします。２．個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室
までお願いします。
株式会社北陸カード ＜北陸財務局長（１１）第０００１４号＞ ＜日本貸金業協会会員第００１２６１号＞ 〒９３０‐０００２富山市新富町１－２－１ 北陸銀行富山駅前ビル 電話番号０７６－４４２－９１２３
第１１条（同意条項の位置付け及び変更）１．本同意条項は北陸VISAカード会員規約の一部を構成します。２．本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意 私（会員の名義人（会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。））は、次の①に規程する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当
し、②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が
判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求
は行わず、いっさい私の責任といたします ①貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロま
たは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という）に該当しないこと、及び次の（１）から（２）のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約
いたします。（１）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること（２）暴力団員等に対して資金を
提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ②自らまたは第三者を利用して次の（１）から（５）までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。（１）暴力的な要求
行為 （２）法的な責任を超えた不当な要求行為 （３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 （４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行
為 （５）その他前記（１）から（４）に準ずる行為

（２０１５年１０月改定）

金沢大学カード会員特約
第１条（名称）本カードは国立大学法人金沢大学（以下「金沢大学」という）と株式会社北陸カード（以下「当社」という）が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「金沢大学カード」と称します。
第２条（会員資格）本カードは、金沢大学に在籍・在職している学生、役員・教職員、並びに金沢大学に在籍・在職していた卒業生、修了生、退職役員・退職教職員を加入対象とし、本特約ならびに北陸VISAカード会
員規約を承認のうえ入会の申込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とします。
第３条（金沢大学カード（学生用）の切替）会員が「金沢大学カード（学生用）」の発行を受けた場合には、卒業または修了予定年月末日を以て当該カードが失効して当社の指定するカードが発行されること及びその際
の審査の結果により新たなカードの発行が行われない場合があることを会員は予め了承します。
第４条（会員資格の喪失）会員が、当社のカード会員資格を喪失した場合であっても、このことにより、金沢大学のサービス利用資格を喪失するものではありません。
第５条（金沢大学のサービスの利用）１．会員は、金沢大学より、その提供する特典・サービスを受けることができます。２．会員が前項の特典・サービスを受ける場合には、金沢大学の所定の方法に従うものとします。
第６条（支払期日）支払期日は、カードの種類にかかわらず、毎月１０日（休日の場合は翌営業日）とします。
第７条（本特約の改定）本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、北陸
VISAカード会員規約が適用されます。

個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第１条（金沢大学への個人情報の提供及び利用に関する同意）１．会員は、当社が保護措置を講じた上で、金沢大学に対し、金沢大学における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、金沢大学がこれを利用す
ることに同意します。（１）北陸VISAカード会員規約に基づき当社に届出のあった情報若しくは会員が当社に提供する書類等に記載されている情報（２）本カードの申込により発行されるカードの番号・有効期限およ
び変更後のカード番号・有効期限（３）カード会員番号が無効となった事実（但し、その理由は除く）（４）カード会員資格の喪失（但し、その理由は除く）（５）本カード申込に対する審査の結果（但し、その理由は
除く）２．会員は、当社が保護措置を講じた上で、金沢大学の教育・研究、および学内事業における、①情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査・商品開発、および、③宣伝物・印刷物の送付等の営業
案内を目的として、第１項（１）の個人情報を提供し、金沢大学がこれらを利用することに同意します。３．会員は、前項の同意の範囲内で金沢大学が該当情報を利用している場合であっても、金沢大学に対しその中止
を申出ることができます。
（申出先）国立大学法人金沢大学 基金室 〒９２０－１１９２ 石川県金沢市角間町（本部棟５階）TEL ０７６－２６４－５０７５
第２条（当社への個人情報の提供及び利用に関する同意）１．会員は、金沢大学が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」第１条第１項記載の目的のために、下記の個人情報を提供
し、当社がこれを利用することに同意します。（１）会員規約若しくは会員と金沢大学間の契約等に基づき金沢大学に届出のあった情報または会員が金沢大学に提出する書類等に記載されている情報（２）金沢大学にお
ける会員の会員資格及びこれに関連する情報 ２．会員は、金沢大学が保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」第１条第２項記載の目的および金沢大学の教育・研究、ならびに学内事
業に関する宣伝物・印刷物の送付のために、第１項（１）に定める個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。３．会員は、前項の同意の範囲内で当社が該当情報を利用している場合であっても、当社
に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。中止の申出は、「個人情報の取扱いに関する同意条項」第１０条第２項記載の連絡先に行うものと
します。

■金沢大学カードの仕組み

入会希望者：申込書
（本人より郵送）

申込書
申込書

金沢大学カードとは何ですか？

金沢大学カードは、金沢大学と(株)北陸カードが提携して
生まれた独自のクレジットカードです。金沢大学とつながり
がある皆さまが会員となって、金沢大学カードをご利用に
なっていただくことに応じて得られる手数料収入の一部が
(株)北陸カードから金沢大学基金へ寄附されます。
ご利用に際して、皆さまのご負担はございません。
【学生の皆さま】
学生の皆さまが初めて持つ信頼できるクレジットカードと
して、機能と安全性を高めて、学生生活を応援します。年会
費を無料とし、利用可能額は１０万円、海外留学に必携の
海外旅行傷害保険付きという、学生向け機能を備えたもの
になっています。
【一般の皆さま】
日頃より、金沢大学を支え応援していただいている皆さま
に、是非金沢大学カードの会員になっていただけるようお
願いします。一般カード（クラシック）は年会費を無料とし、
ゴールドカードは、年会費を半額とします。

学生カード 一般カード ゴールドカード

“金沢大学カード”会員
（学生・卒業生・教職員・同左退職者）

提携カード会社
（株式会社北陸カード）

金沢大学（基金）

カード加盟店

③寄附金①買い物・出張費・
公共料金・通販など

②加盟店手数料

お申し込みは 原則として、満30才以上、 
年収500万円以上、勤続（自営の方は営業）年数5年以上の方 

 

世界が認めた信頼のステイタス。 

ゴールド 

本 会 員 

税抜5,000円＋税 

家 族 会 員  
お1人目無料 

お2人目から税抜1,000円＋税 

年会費 

金沢大学 金沢大学 

次のサービスをご利用いただけます 

ドクターコール24 
（健康相談窓口） 

ゴールドデスク 
（会員専用インフォメーション窓口） 

最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険 
（傷害死亡・後遺障害には一部ご利用条件付［注1・2］） 年間300万円までのお買物安心保険 

翌年度以降ご卒業予定年まで 初　年　度 無 料  無 料  

デビューカード(学生専用)年会費 

年間100万円までのお買物安心保険［注3］ 

ご卒業予定年まで年会費無料 

最高2,000万円の海外旅行傷害保険 
（ご利用条件付［注1］） 

あわせてお申し込みください 

ETCカード ETCカード 
ETCシステムに対応した国内の有料道路でご利用
いただける通行料金のお支払い専用カードです。 
●ETCカード年会費／税抜500円＋税。1年間に1回以上ETC利用の
ご請求があれば、無料となります。※ご入会初年度無料。 
●ETCカードは、同時にお申し込みの弊社カードとは別送となります。 
●ご家族の方のETCカードをご希望の場合は、家族カード到着後に別途お申し込みください。 
●ETCをご利用いただくためには、別途セットアップされたETC車載器が必要となります。 

クラシック 

本 会 員  

無 料  無 料  

家 族 会 員 

世界中のスタンダードカードです。 
お申し込みは 満18才以上で安定した収入のある方 

年会費 

金沢大学カード 

金沢大学 金沢大学 

金沢大学カード 

最高2,000万円の海外旅行傷害保険 
（ご利用条件付［注1］） 

次のサービスをご利用いただけます 
年間100万円までのお買物安心保険［注3］ 

～お借り入れの条件をご確認の上、借りすぎに注意しましょう。～ 

貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051 
（受付時間  9：00～17：30  土・日・祝日、年末年始を除く） 

借入・返済等のご相談は 

お申し込みはこの入会申込書でどうぞ 

本　　社　〒930-0002　富山市新富町1-2-1（北陸銀行富山駅前ビル） 
　　　　　1076（442）9123 
金沢支店　〒920-0853　金沢市本町2-15-1（ポルテ金沢） 
　　　　　1076（223）6661　 
福井支店　〒910-0006　福井市中央1-3-1（加藤ビル） 
　　　　　10776（22）0111　　 

北陸財務局長（11）第00014号 
日本貸金業協会会員第001261号 

2016.1 SCCB

入会申込書・預金口座振替依頼書に必要事項をご記入・ご捺印し、返信用
ビニール封筒に入れ、封緘したうえでご投函ください。審査のうえ3週間ほどで、
カードをお送りいたします。 

　　海外・国内旅行傷害保険 
海外及び国内でのご旅行中のアクシデントに備えて、旅行傷害保険をご用意しております。 

お買物安心保険（動産総合保険） 
カードで購入された商品の、破損・盗難による損害を購入日及び購入日より90日間補償いたします。 
※一部補償の対象とならない商品がございます。 

■保険サービス 
※一部補償の対象とならない場合がございます。詳しくはカード送付時に
同封する「保健サービスご利用の手引き」またはホームページをご覧
ください。（保険サービスはカードの種類によって異なります。） 

Vpass（ブイパス）
会員専用インターネット総合サービス

パソコンはもちろん、スマートフォンや携帯電話からお支払い金
額やご利用明細の照会、ワールドプレゼントの景品交換受付など
各種申込ができる大変便利なサービスです。

便利！

カードの紛失・盗難の際もこれで安心。

会員保障制度により、届出日から60日前にさかのぼり、それ以降の不正利用については
弊社が補償します。国内・海外ともに、紛失・盗難のご連絡も24時間年中無休で承ります。

紛失・盗難受付デスク

※「北陸カードiD」の不正利用についても補償の対象となります。
※暗証番号の入力を伴うお取引等、一部補償の対象とならない場合がございます。（詳しくは会員規約をご覧ください。）

安心！

カードのご利用金額に応じたポイントを景品に交換。

カードのご利用金額に応じてもらえるポイントを貯めて、景品と
の交換や他社のポイントプログラムに移行することができる
サービスです。

ワールドプレゼント
お得！

「北陸カードiD」ご利用分もポイントが貯まります。
■ポイントの計算方法／毎月のご利用金額の合計1,000円（含む消費税等）ごとに1ポイント
■ポイント交換は200ポイント（一部のポイント移行は100ポイント）から可能です。

年会費割引特典付き

カードご利用代金 WEB 明細書サービス
便利！

紙の明細に代えて、次回お支払い金額の確定をメールでお知らせし、WEB（パソコン・
スマートフォン・携帯電話）で明細をご確認いただくサービスです。明細は最大で過去
15ヵ月分照会可能。紙を出さないため大変エコロジーです。
● 本カードのご利用代金明細書は「カードご利用代金WEB明細書サービス」にて交付と
なります。紙明細書が必要な場合は、入会申込書のご利用代金明細書欄で「カードご利用
代金WEB明細書サービスを希望しない（紙明細書を希望する）」にチェックしてください。

※本サービスのご利用には別途ご登録手続きが必要です。
詳細はカードとは別にメールまたはハガキでご案内いたします。
※年会費割引は以下すべての条件を満たされた方が対象です。
●登録手続きの完了　●本会員であること　●年会費請求があること
●年会費請求前月からさかのぼった過去1年間のカードご利用代金の請求（最大12回）のうち、6回以上請求があること

あらかじめチャージ（入金）しておけば、ワンタッチでお買物が
できる電子マネーです。全国のイオン・ミニストップなどイオン
のお店をはじめ、ファミリーマート・マクドナルドなど全国の
WAON加盟店でご利用いただけます。
※一部ご利用いただけない店舗がございます。

１．お買物のたびに、ＷＡＯＮポイントが貯まります！
「北陸カードＷＡＯＮ」のお支払い２００円（含む消費税等）ごとに、１ＷＡＯＮポイント（１円相
当）が自動的に加算されます。貯まったポイントは、イオン各店に設置の「ＷＡＯＮステーショ
ン」で、１００ＷＡＯＮポイントごとに１００円分のＷＡＯＮに交換（ポイントチャージ）できます。

２．自動入金サービス「オートチャージ」がご利用いただけます！
オートチャージを設定登録すれば、めんどうな現金チャージ（入金）が原則不要。お買物の際
に、お支払い後の残高が設定金額未満になると、自動的にＷＡＯＮがチャージ（入金）されま
す。（オートチャージのご利用分は、後日弊社カードのご利用分とあわせてのお支払いとなりま
す。）※一部ご利用いただけない加盟店がございます。

３．イオンでの「お客さま感謝デー」は、ＷＡＯＮのお支払いで５％ＯＦＦ！
毎月２０日・３０日のイオン「お客さま感謝デー」は、「北陸カードＷＡＯＮ」のお支払いで５％
OFFになります。

４．イオンでの「お客さまわくわくデー」は、ＷＡＯＮポイントが２倍！
毎月５日・１５日・２５日のイオン「お客さまわくわくデー」は、「北陸カードＷＡＯＮ」のお支払いで
ＷＡＯＮポイントが２倍になります。

●オートチャージ、クレジットチャージご利用分は、ワールドプレゼントのポイント付与の対象となりません。
●一部ＷＡＯＮポイントの対象外商品がございます。
●イオンでの「お客さま感謝デー」、イオンでの「お客さまわくわくデー」とも、一部実施していない店舗、対象外商品
がございます。（また、予告なく特典内容が変更となる場合がございます。）

うれしい特典・サービス

北陸カード

●ＷＡＯＮ発行手数料　300円　※新規お申し込み時に（１回のみ）頂きます。

BC個人封書式申込書／オモテ／ 220×838 ／天／井出／ 2015.12.28 北陸カード（金沢大学）


