T マネーかざして支払いサービス利用規約
株式会社 T マネー
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
2020 年 12 月 20 日制定
2022 年 4 月 1 日改訂

本規約は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下「CCC」といいます)が別途定
める T 会員規約にて定義する T 会員サービスのうち、株式会社 T マネー(以下「当社」といい
ます)が運営する電子マネー「T マネー」サービスにおいて、T マネー残高を、iD および Apple
Pay サービスを通じて、T マネーiD 加盟店および T マネーMastercard 加盟店で決済する際に
適用されるものです。必ずお読みになり、本規約の内容にご同意の上、ご利用ください。

第1条

(各種規約について)

お客様が、本サービスをご利用いただく場合、本規約の他、CCC および当社または CCC のグル
ープ会社が定める、
「T 会員規約」
、
「T サイト［T ポイント/T カード]サービス利用規約」、
「T ポ
イントアプリ サービス利用規約」および「T マネーサービス利用規約」、その他個別規約（総称
して、以下「個別規約」といいます）が適用されます。本規約に定めがない場合、各規約の条項
が適用されますので、ご同意いただく必要があります。必ずご確認ください。

第2条

(定義)

1. 本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。本規約に定めの
ない用語の定義は、特段の定めがない限り、個別規約に定める用語の定義と同一とします。
(1) 本サービス：当社が「T マネー」の名称で提供する電子マネーサービス（以下「T マネーサ
ービス」といいます）の残高を用いて、iD および Mastercard の加盟店で、決済できるサー
ビスのことをいいます。
(2) 利用者： T 会員が T ポイントアプリ上で、当社所定の手続きによって本サービスの利用を
申し込み、当社が利用を承認した T 会員のうち、本サービスを利用される方をいいます。
(3) iD：利用希望者の申込みに基づき当社が提供する T マネーサービスおよびそれに関連する機
能・サービス等を、株式会社 NTT ドコモ（以下「NTT ドコモ」といいます）が提供するア
プリケーション・機能等を用いて利用できるサービスをいいます。
(4) Apple Pay：利用希望者の申込みに基づき当社が提供する T マネーサービスおよびそれに関
連する機能・サービス等を、Apple Inc.（以下「Apple 社」といいます）が提供するアプリ

ケーション・機能等を用いて利用できるサービスをいいます。
(5) 加盟店端末：物品、サービス等の商品もしくは役務(以下「商品等」といいます)の販売また
は提供を受けるために、利用者が本サービスで決済するために必要となる機器であって、加
盟店またはその指定する場所に設置される端末機器をいいます。
(6) 利用端末：物品、サービス等の商品もしくは役務(以下「商品等」といいます)の販売または
提供を受けるために、利用者が本サービスで決済するために必要となる携帯電話その他の機
器であって、第 4 条第 1 項に定める設定がなされたものをいいます。
(7) ブランドホルダー：NTT ドコモおよびマスターカードインターナショナルコーポレーテッ
ドをいいます。
(8) T マネーiD 加盟店および T マネーMastercard 加盟店：ブランドホルダーの加盟店のうち、
本サービスに対応した加盟店をいいます。

第3条

(本サービス)

本規約にご同意の上、利用手続きを完了いただくと、T ポイントアプリを通じて、以下に定める
機能その他サービスをご利用いただけるようになります。
(1) T マネー残高の範囲内での iD および Mastercard の加盟店での決済
(2) 本サービス利用手続き時に登録した情報の確認
(3) オンラインでの Mastercard 加盟店決済で使用する Mastercard カード情報等の確認
(4) オンラインでの Mastercard 加盟店決済で使用する本人認証(3D セキュア)の設定
(5) その他前各号に関連するサービス

第4条

(本サービスの利用手続き)

1. 本サービスの利用を希望する T 会員は、携帯電話番号を用いた認証等、当社所定の設定およ
び申込みを行う必要があります。
２. 利用手続きを行った T 会員のうち、当社所定の基準により適格を認めた T 会員を本サービ
スの利用者として認め、利用を可能とします。
３．本サービスは、以下の携帯端末および OS では利用できませんので、あらかじめご了承くだ
さい。
・Android：au 端末および OS が当社指定のバージョンに該当しないもの
・iOS：OS が当社指定のバージョンに該当しないもの

第5条

(本サービスの利用可能加盟店)

1. 利用者は、T マネーiD 加盟店および T マネーMastercard 加盟店において、T マネー残高の
範囲内で、本サービスを利用して、決済することができます。
2. 前項の定めにかかわらず、高速道路や一部のホテル等、本サービスを一部利用できない加盟
店が存在することを、あらかじめ承諾するものとします。

第6条

(本サービスでの決済)

1. 利用者は、T マネーiD 加盟店および T マネーMastercard 加盟店において商品等の購入その
他の取引を行うに際し、決済金額を確認の上、利用端末を加盟店端末の定められた部分にか
ざす等の所定の手続を行うことにより、本サービスを利用して決済することができます。
2. オンラインでの Mastercard 加盟店では、加盟店のサイト等において、Mastercard カード
の情報(カード番号、有効期限等)を入力することによって決済することができます。
3. 本サービスを利用して決済する場合、原則として当社の承認を必要とします。承認に際して、
利用者は、決済する取引、購入商品の種類、決済金額等により、当社が直接またはブランド
ホルダーを経由して T マネーiD 加盟店および T マネーMastercard 加盟店または利用者自
身に対し、本サービスの決済状況等に関し照会を行うことをあらかじめ承諾するものとしま
す。
4. T マネーサービス利用規約の定めにかかわらず、本規約に基づく本サービスの利用における
決済上限額は、T サイト［T ポイント/T カード］上で、当社所定の方法で表示します。

第7条

(超過額の立替払い)

1. 本サービスを利用して決済された商品代金と後日 T マネーiD 加盟店および T マネー
Mastercard 加盟店から当社に通知される商品代金相当額に差異がある場合、当社は、加盟
店から通知される商品代金相当額を正しいものとして取り扱うこととし、これに従い、利用
者が T マネーとして保有する残高（以下「利用可能残高」といいます）を加算または減算で
きるものとします。
2. 前項に定める商品代金の差額が発生した場合、システムの通信状況に不備が発生した場合な
どにより、利用者が利用可能残高を超過して T マネー残高を決済できる場合があります。そ
の場合、当社は、利用者が利用可能残高の限度で本サービスを利用して決済したものとして
扱い、利用可能残高を超える額(以下「超過額」といいます)について、立替払いを行った上
で、利用者に請求することとし、利用者はあらかじめ、これを了承するものとします。
3. 利用者は、前項により当社が請求した超過額を、当社指定の方法で当社に支払うことをあら

かじめ承諾するものとします。なお、利用者の利用可能残高が存在する場合、2 項の超額額
を利用可能残高から差し引くことができるものとします。

第8条

(加盟店との紛議および決済取消・無効の取扱い)

１．T マネーiD 加盟店および T マネーMasterCard 加盟店から購入しまたは提供を受けた商品
等の瑕疵、欠陥等、加盟店との間に生じる取引の一切の問題については、利用者と加盟店と
の間で解決するものとし、当社は、責めを負わないものとします。
２．本サービスを利用して決済された取引が取消または解除となった場合、当社は、当該取引が
行われた日から 60 日以内に限り、当該取引に係る T マネー残高の決済取消を認めるものと
します。その場合の返金方法は、当社所定の方法で、利用可能残高に加算します。
３．なお、利用可能残高へ加算した後の金額が、利用可能残高の上限を超える場合、当該を超え
る部分(以下「溢れ額」といいます)の利用可能残高への加算は、T マネー残高の決済等によ
り、利用可能残高が減算した後に、利用可能額の上限額の範囲内で、当社所定の方法により
行います。利用者は、溢れ額が直ちに利用可能残高に加算されないことについて、了承する
ものとします。

第9条

（海外利用代金の決済レート等）

1. 決済が外貨の場合における T マネー残高の決済代金（T マネー残高での決済が日本国内であ
るものを含みます。
）は、外貨建ての決済額を、T マネー残高に搭載されたブランドホルダー
の決済センターにおいて集中決済された時点での、当該ブランドホルダーの指定するレート
に当社所定の海外取引関係事務処理費を加えたレートで円貨に換算して算出します。
2. 日本国外の T マネーiD 加盟店および T マネーMastercard 加盟店で T マネー残高を利用す
る場合、利用者は、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令
等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを
提出するものとし、また、日本国外の T マネーiD 加盟店および T マネーMastercard 加盟店
での T マネー残高での決済の制限または停止に応じていただくことがあります。

第10条 (盗難紛失等による不正利用等)
1. T カード（モバイル T カードを含みます。以下において同じです。）を紛失盗難された場合
は、すみやかに T 会員規約にて定める CCC 所定の方法でお申し出ください。また、本サー
ビスの設定解除を T ポイントアプリ上で行ってください。
2. 本サービスの設定解除が、利用端末の紛失等によりできない場合は、T カードサポートセン

ターまでお申し出ください。
3. T カードの紛失盗難等の申し出があった場合、CCC および当社は当該 T カードの利用停止
措置を行います。お申し出後、利用停止が反映されるまでに当該 T カードが不正に利用され、
当該 T カードにて決済された場合、利用者のご負担および責任となり、これにより利用者が
被った損害については、CCC および当社は一切責任を負わないものとします。
4. 利用者は、T カード番号が登録された携帯端末並びに内蔵の IC カード、登録情報等を善良
なる管理者の注意をもって管理するものとし、CCC はそれらの紛失、盗難、破損等の会員の
管理または誤操作、誤用に起因する損害および不利益について、一切の責任を負わないもの
とします。

第11条 (本サービスの有効期間)
1. 本サービスの有効期間は利用者となった日から 5 年間とし、以後自動で更新されるものとし
ます。
2. 以下の場合、本サービスが利用できなくなります。あらかじめご了承ください
(1) T 会員規約第 3 条第 1 項「退会」に該当し、利用者が T 会員としての資格を喪失した場
合
(2) T 会員規約第 3 条第 2 項に該当し、T 会員を除名された場合
(3) 利用者が本規約に違反し、または違反することが明白である場合
(4) 利用者が一定期間内において決済がない場合や当社所定の基準に基づき不適格と判断し
た場合
(5) T 会員ネットサービスに紐付け登録中の T カード番号が無効となった場合もしくは利用
者によって紐付け登録の解除が実施された場合
(6) T 会員ネットサービスに紐付け登録中の T カード番号を、T マネーを利用することがで
きない T カードに紐付け登録を変更した場合
(7) その他 CCC および当社が不適当と判断した場合
3. 本サービスの利用停止に伴う会員に生じた不利益および損害について、当社は一切の責任を
負わないものとします。

第12条 (個人情報の取得)
1. 利用者は、本サービスの利用手続きにあたり、
「メールアドレス」および「ローマ字氏名」を
CCC が以下目的で取得することに同意します。
(1) メールアドレス：本サービスの利用手続き完了、設定解除、本人認証(3D セキュア)の

設定完了等を行った場合の通知
(2) ローマ字氏名：本サービス提供にあたり、当社所定の基準に基づく審査のため
2. 取得した個人情報は T 会員規約に基づき、適切に取り扱います。

第13条 (設定情報の取得)
利用者は、本サービスの利用者であることを管理するための番号・記号その他の符号（以下「設
定情報」といいます）を当社が取得し、必要な範囲その他 T 会員規約、T マネーサービス利用規
約等に従い利用することを、あらかじめ承諾するものとします。

第14条 (CCC と当社間で提供される情報)
本サービスを利用するにあたり、利用者は、本サービスを受けることができる T 会員であるか
どうかを確認する目的で、CCC と当社との間で以下の情報が提供されることに同意します。
【当社から CCC へ提供される情報】
・有効な T 会員であることを識別できる符号
・設定情報

【CCC から当社へ提供される情報】
・有効な T 会員であることを識別できる符号
・T マネーを管理する口座番号
・設定情報
※本サービスのご利用にあたり、別途 T 会員規約に基づいて、CCC から当社に対する個人情報
の提供を停止されている場合でも、本規約の範囲で、利用者が本サービスを利用するために必要
な情報は当社に提供されます。

第15条 (禁止事項)
1． 利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為をしてはならないものとします。 な
お、利用者により以下の行為がなされたと当社が判断した場合、当社は利用者の本サービス
の利用を制限または停止することができるものとします。
(1) 本規約および当社および当社グループが定める「「T 会員規約」、
「T サイト[T ポイント/T カ
ード]サービス利用規約」、
「T ポイントアプリ サービス利用規約」および「T マネーサービ
ス利用規約」に違反する行為
(2) 本サービスの利用手続きが完了した携帯端末を第三者に販売、貸与する行為

(3) 他の会員になりすます等不正の目的で本サービスを利用する行為
(4) 本サービスに関わる当社または通信会社を含む第三者の財産権、プライバシー権、その他の
権利を侵害・制限する行為
(5) 法令または公序良俗に違反する行為
(6) 本サービスを利用した営利目的行為、またはその準備行為（当社の別段の承諾がある場合を
除く。
）
(7) 当社および第三者の信用を毀損した、権利を侵害する行為
(8) 本サービスの運営を妨げる行為
(9) 当社の営業を妨げる行為
(10)

本サービスを誹謗・中傷する行為

(11)

CCC および当社を誹謗・中傷する行為

(12)

本サービスにかかるコンピュータ・システムまたはネットワーク等への不正アクセス

を試みる行為
(13)

本サービスを通じて利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為

(14)

本アプリをリバースエンジニアリング、逆コンパイルおよび逆アセンブル等解析する

行為
(15)

前各号に該当するおそれのある行為

(16)

その他、当社が不適切と判断した行為

2． 本条に基づく本サービス利用の制限または停止によって生じた利用者の損害について、当社
は一切その責任を負わないものとします。

第16条 (本サービスの内容の変更・停止)
1． 当社は、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部または一部を変更、
追加、廃止する場合があり、利用者はこれをあらかじめ承諾するものとします。また、本サ
ービスを全て廃止する場合においては、当社は、事前に利用者にその旨を通知するものとし
ます。
2． 本条に基づく本サービスの内容の全部または一部を変更、追加、廃止によって生じた利用者
の損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。

第17条 (本サービスの内容の中断)
1． 当社は、次のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービス
の提供を一時的に中断することがあります。

(1) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき。
(2) 本サービスの提供に必要な保守・工事などのメンテナンスを行う場合。
(3) 本サービスにかかるコンピュータ・システムまたはネットワーク等に障害が発生した場合。
(4) その他、運用上または技術上で当社が本サービスの提供の一時的中断が必要と判断した場合。
2．本条に基づく本サービス提供の中断によって生じた利用者の損害については、当社は一切そ
の責任を負わないものとします。

第18条 (業務委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を、第三者に対し委託することができます。

第19条 (規約の変更)
当 社 は 、 一 定 の 予 告 期 間 を お い て 、 当 社 が 運 営 す る ウ ェ ブ サ イ ト
（https://mk.ccc.co.jp/finance/

以下「ウェブサイト」といいます）上において変更後の本

規約の内容を周知することにより、いつでも本規約の内容を変更することができるものとし、当
該予告期間経過後は、変更後の本規約の内容が適用されるものとします。なお、最新の規約につ
きましては、ウェブサイト（https://mk.ccc.co.jp/finance/）にアクセスいただくか、末尾記
載の T カードサポートセンターまでお問い合わせください。

第20条 (免責事項)
1. 当社は、以下の各号の事項について何らの保証もしません。
(1) 本サービスの内容の全部または一部が変更されることなく維持されること
(2) 本サービスの内容並びに利用者が本サービスを通じて得る情報についての完全性、正確
性、確実性または有用性等
2． 当社は、以下の各号の事項について何らの責任も負いません。
(1) iD または Apple Pay を利用するための NTT ドコモもしくは Apple 社またはその委託先が
運営するシステムにおける不具合や障害の発生に起因して利用者に生じた損害
(2) 利用者または NTT ドコモもしくは Apple 社の責めに帰すべき事由による損害
(3) 当社の責に帰すべからざる事由から発生した損害。また当社の故意または重過失によって生
じた損害を除く、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求
に基づく利用者の損害

【おサイフケータイ対応端末(FeliCa)ユーザー向け特記事項】

NTT ドコモが提供するおサイフケータイ対応端末(FeliCa)で、本サービスを利用する利用者は、
本規約に加え、本特記事項に同意するものとします。
1. 利用者は、当社が利用者のおサイフケータイ対応端末（FeliCa）の IDm（FeliCa チップを
識別する固有番号）を取得することに同意するものとします。CCC は、取得した IDm を本
サービスの提供のために利用するものとします。
2. CCC が取得した、端末情報等は T 会員規約に基づき、適切に取り扱います。

※「iD」
「おサイフケータイ」は、NTT ドコモの商標です。
※「FeliCa」は株式会社ソニーの商標です。

Issued by Sumitomo Mitsui Card Co. Ltd. pursuant to license by Mastercard Asia/Pacific
Pte. Ltd.

本サービスに関するお客様お問合せ先
T カードサポートセンター
電話番号 0570-029-294

