
＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞サービス利用規約 

２０２１年１月２０日改定 

本規約は、東急カード株式会社（以下「当社」という）が提供する①QR 決済サービス、

②クーポンサービス、③ポイントサービスの＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞機能サービ

ス（以下、「本サービス」という）を利用する個人（以下、「利用者」という）に対し

て適用されます。

第１条（定義） 

(１)「加盟店」とは所定の手続きにより、当社が認めた法人、個人又は団体で、

本サービスを利用し商品を販売、又は役務の提供できる者をいいます。

(２)「加盟店アプリ」とは本サービスが利用可能な加盟店が提供するスマートフ

ォン等のアプリケーションをいいます。

(３)「アプリ利用規約」とは加盟店が定める加盟店アプリに関する規約をいいま

す。

(４)「QR 決済サービス」とは本サービスのうち、利用者が QR コードを読み取る

方法によりクレジットカード決済を行うサービスをいいます。

(５)「クーポンサービス」とは本サービスのうち、加盟店アプリ内にて利用でき

るクーポンを発行・利用するサービスをいいます。

(６)「ポイントサービス」とは本サービスのうち、加盟店が運営するポイント運

営を行うためのポイントプログラムサービスをいいます。

(７)「＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞」とは本サービスの QR 決済サービスにて利用

できる、当社が発行するバーチャルカードをいいます。

(８)「登録カード」とは QR 決済サービスの支払手段として加盟店が利用を認め、

加盟店アプリにて決済支払の登録をしたクレジットカードをいいます。

(９)「決済金額」とは利用者が加盟店に対して負担する、加盟店における商品・

役務提供の対価としての代金（諸手数料及び消費税を含みます）をいいます。

(１０)「レシート番号」とは決済サービスの利用ごとに割り振られる番号であっ

て、当社が通知するものをいいます。

(１１)「加盟店端末」とは加盟店が決済サービスを利用して商品の販売又は役務

の提供を行うために使用するスマートフォン又はタブレット等をいいます。

(１２)「利用者端末」とは利用者の保有するスマートフォンその他の電子機器で

あって、加盟店アプリがダウンロードされ、本サービスに利用されるものを

いいます。

(１３)「決済担当者」とは利用者との間で決済金額の決済を行う加盟店の担当者

をいいます。

(１４)「パスワード」とは利用者としての認証に用いられる、利用者が当社所定

の方法により登録した番号等をいいます。

(１５)「クーポン」とはクーポンサービス機能を用い、加盟店より加盟店アプリ

を通じて利用者に対して発行する、決済代金の割引その他の特典を付与する

ための画像等をいい、当該画像等を加盟店で利用した利用者が特典を得るも

のをいいます。

(１６)「ポイント」とはポイントサービス機能を用い、加盟店より加盟店アプリ



を通じて利用者に対して付与するプログラム・ポイントをいいます。 

(１７)「特典」とは加盟店が定めるプレゼント、サービス、抽選への応募、その

他特典をいいます。 

 

第２条（本サービスの利用条件） 

１．本サービスの利用者は利用者のスマートフォン上で加盟店アプリをダウンロー

ドし、アプリ利用規約及び本規約に同意することにより、本サービスをご利用い

ただくことができます。 

２．本サービスにおいて行われる一切の取引について、当社は、取引の当事者、代理

人、仲立人等にはならず、一切責任を負いません。本サービスにおいて行われる

取引に関してトラブルが生じた際には、加盟店・利用者間で直接解決していただ

くことになります。 

 

第３条（利用者端末及びパスワードの管理） 

１．利用者端末は、利用者本人が責任をもって管理するものとします。 

２．会員は、パスワードを当社所定の方法により登録します。パスワードは他人に知

られることがないよう定期的に変更する等、利用者本人が責任をもって管理する

ものとします。 

３．利用者端末及びパスワードの盗用、使用上の過誤、第三者の使用、不正アクセス

等当社の責めに帰すべき事由がない限り、その損害について、当社は責任を負い

ません。 

 

第４条（QR 決済サービス） 

加盟店にて加盟店アプリでの QR 決済サービスが利用可能である旨の告知がある場

合、利用者は、QR 決済サービスを利用することができるものとします。 

 

第５条（＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞の発行） 

１．利用者は、加盟店アプリを通じて＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞の発行ができるも

のとします。 

２．＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞の発行及び利用等にあたっては、当社が別途制定す

る「＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞会員規約」が適用されます。 

３．利用者が本サービスを提供している他の加盟店アプリにおいて既に＜．ｐａｙ

（ドットペイ）＞を発行済みの場合、重複して＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞を発

行することはできません。 

 

第６条（登録カードの登録・変更） 

１．利用者は加盟店アプリにおいて＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞又は登録カードによ

り利用ができるものとします。 

２．当社は、加盟店にて＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞での決済が可能な場合において、

＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞以外のクレジットカードを登録カードとしている利

用者に対して、登録カードから＜．ｐａｙ（ドットペイ）＞への変更を促すこと

があります。なお、本サービスを持つ他の加盟店アプリにおいて既に＜．ｐａｙ

（ドットペイ）＞を発行済みの場合も同様に変更を促すことがあります。 



３．利用者は加盟店アプリでの決済手段の登録カードを随時変更することができま

す。 

 

第７条（決済方法） 

１．QR 決済サービスを利用して決済金額に係る支払にあたり、利用者が加盟店アプリ

にて保有するクーポン及びポイントを充当することができるものとします。クー

ポン及びポイントの充当にあたっては本規約上で定める諸規定に従うものとしま

す。 

２．QR 決済サービスにより決済を行う場合は、利用者は、以下の手順により決済を行

うものとします 

(１)利用者は、加盟店アプリを起動し、当社所定の方法により、パスワードを用

いて本サービスの認証手続きを行います。 

(２)利用者は、加盟店における決済金額の会計において、決済担当者が加盟店端

末に決済金額を入力し、提示した QR コード（ワンタイム）を利用者端末によ

り読み込みます。なお QR コードの読み取りは利用者端末のカメラ機能を使用

します。また、決済担当者が加盟店端末に決済金額を入力し、利用者端末の

QR コードを加盟店端末で読み込む場合があります。 

(３)利用者は、前号の読み込みにより利用者端末に表示された加盟店名称、決済

金額等を確認するものとします。ただし、決済担当者が加盟店端末により利

用者端末の QR コードを読み込む場合には、決済完了後に利用明細を確認する

ものとます。 

(４)利用者は、クーポンの充当を希望する場合には、加盟店アプリに表示される

案内に従い、利用可能なクーポンの中から、当該決済に利用するクーポンを

選択します。 

(５)利用者は、ポイントの充当を希望する場合には、加盟店アプリに表示される

案内に従い、保有するポイントの残高の中から、当該決済金額において決済

充当額を選択又は入力します。 

(６)利用者は、決済金額に誤りがない場合は、加盟店アプリに表示される案内に

従い、決済の承認をするものとします。 

３．QR 決済サービスは、登録カードの発行者から当該登録カードによる決済の承認が

得られない場合は、利用することができません。 

４．本サービスによる決済が完了した場合は、利用者は、「＜．ｐａｙ（ドットペイ）

＞会員規約」又は登録カードの発行者とのクレジットカード会員契約等に基づき、

登録カードの発行者又はその指定する者に対し、本サービスにより決済された代

金を支払うものとします。 

５．利用者が購入した商品の返品を希望する場合、又は決済をキャンセルし返金を希

望する場合は、直接加盟店にて当社所定の手続きを行うものとします。 

 

第８条（利用明細の表示） 

１．当社は、利用者による決済サービスでの決済後、速やかに加盟店アプリの所定の

ページにて決済金額、レシート番号の利用明細を表示します。当該表示がなされ

た場合には、利用者は、速やかに当該利用明細の内容を確認するものとします。 

２．利用者は、利用明細が事実と異なる場合には、当社に問合せをすることができる

ものとし、この場合当社は、当該利用明細の内容を調査するものとします。 



 

第９条（情報提供サービス） 

１．利用者は、加盟店アプリにより、当社又は加盟店から、当該加盟店の情報、クー

ポンその他のメッセージを受信することができます。 

２．利用者が受信する加盟店からのクーポンその他メッセージは加盟店が独自に設

定するものとし、当該適法性等に関し、当社は一切責任を負わないものとします。 

 

第１０条（利用者への通知方法） 

１．当社又は加盟店から利用者に対する通知は、当社が適当と認める方法により行う

ことができるものとします。 

２．当社又は加盟店が必要であると判断した場合は、当社又は加盟店は利用者登録に

おいて登録された電子メールアドレス、電話番号又は住所に対し、メッセージン

グ機能、電子メール、電話又は郵便を用いて通知を行うことができるものとしま

す。 

３．当社の責に帰すべき事由によらずに、当社からの通知が不着、遅延等によって生

じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第１１条（クーポンサービス） 

１．利用者は、加盟店よりクーポンサービスを利用可能の告知がある場合、加盟店ア

プリでのクーポンサービスを利用することができるものとします。 

２．加盟店アプリでのクーポンの付与条件、利用者がクーポンによって受けることが

できるサービスの内容、クーポンの有効期間、利用条件、その他の諸条件等は、

加盟店がクーポンごとに別途定めるものとします。 

３．利用者は、クーポン利用を実施する加盟店にて定める基準に従い、クーポンを決

済金額の全部又は一部の支払いに利用することができます。また、クーポンを特

典と交換することができます。  

 

第１２条（決済におけるクーポンの利用） 

１．決済金額の全部又は一部の支払いのクーポン利用には、当社所定の手順により行

うものとします。 

２．加盟店は、決済においてクーポン利用の対象となるサービス又は商品等を制限し、

又はクーポンの利用に条件を付す場合があります。 

３．利用者は、クーポンを利用せずに決済を完了した場合、決済後にクーポンの利用

を請求することはできません。 

４．利用者は、クーポン利用の取消し、クーポンを利用して決済した取引の取消し又

は変更を希望する場合には、加盟店との間で直接これを解決するものとします。 

５．クーポンを決済に利用する際には、当該クーポンによって受けられる値引き、そ

の他の利益の額は決済金額を上限金額とします。 

 

第１３条（決済以外でのクーポンの利用） 

１．特典の種類、内容、その他の諸条件については、クーポンごとに加盟店が定める

ものとします 

２．当社は、加盟店が提供する特典の品質、有用性について何ら保証するものではあ

りません。 



３．当社は、加盟店がクーポンによって受けられる特典の内容を変更する場合があり、

また品切れ、その他の事情によりクーポンにより受けられる特典を提供できない

場合でも一切の責任を負いません。 

 

第１４条（クーポンの取消及び消滅） 

次の各号のいずれかに該当する場合、自動的に、又は、当社及び加盟店の判断によ

り、利用者が保有するクーポンの全部又は一部を失効・取消させることができます。

また、失効・取消されたクーポンに対して当社及び加盟店は何らの補償も行わず、ま

た一切の責任を負いません 

(１)利用者がクーポンを有効期間内に利用しない場合 

(２)クーポンが法令に違反した場合 

(３)利用者に違法行為もしくは不正行為があった場合、又は本規約に違反した場

合  

(４)アプリ利用規約により、又は、第２２条（利用者による利用中止）、第２３条

（本サービスの停止）により利用者の利用を停止した場合 

(５)その他、利用者が保有するクーポンを失効させることが適当と当社及び加盟

店が判断した場合 

 

第１５条（ポイントサービス） 

１．利用者は、加盟店より加盟店アプリでのポイントサービス利用が可能であるとの

告知がある場合、本サービスのポイントサービスを利用することができるものと

します。 

２．加盟店は、ポイントサービスにて「ポイント付与・利用」、「ポイント付与のみ」、

「ポイント利用のみ」の３パターンのいずれかを選択し、利用者に事前に告知す

るものとします。 

３．利用者は、ポイント付与を実施する加盟店での決済、店舗へのチェックイン等、

別途加盟店が定める基準に従い、加盟店アプリにてポイントの付与を受けること

ができるものとします。 

４．利用者は、ポイント利用を実施する加盟店にて定める基準に従い、保有するポイ

ントを決済金額の全部又は一部の支払いに利用することができます。また、保有

するポイントを特典と交換することができます。  

 

第１６条（ポイントの付与） 

１．加盟店にてあらかじめ告知するポイント付与条件のほか、ポイントの付与率、付

与されるポイントの有効期間等は対象取引ごとに異なる場合があります。 

２．ポイントは、対象取引が行われてから、当社が定める一定の期間を経た後に利用

者に付与されます。 

 

第１７条（決済におけるポイント利用） 

１．決済金額の全部又は一部の支払いのポイント利用には、当社所定の手順により行

うものとします。 

２．加盟店は、ポイント利用の対象となるサービス・商品等を制限したり、ポイント

利用に条件を付したりすることがあります。 

３．利用者が決済を取り消した場合、当該決済に利用されたポイントが返還され、現



金による返還は行われません。 

 

第１８条（決済以外でのポイントの利用） 

１．特典の種類、内容、交換に必要なポイント数、その他の諸条件は加盟店が定める

ものとします。 

２．当社は、加盟店が提供する特典の品質、有用性について何ら保証するものではあ

りません。 

３．当社は加盟店が、クーポンによって受けられる特典の内容を変更する場合があり、

また品切れ、その他の事情によりクーポンにより受けられる特典を提供できない

場合でも一切の責任を負いません。 

 

第１９条（ポイントの取消・消滅） 

１．ポイントを付与した後に、対象取引について返品、キャンセルその他当社がポイ

ントの付与を取り消すことが適当と判断する事由があった場合、当社は、対象取

引により付与されたポイントを取り消すことができます。 

２．利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、自動的に、又は、当社

の判断により、当該利用者が保有するポイントの一部又は全部を取り消すことが

できます。また、失効・取消されたクーポンに対して当社及び加盟店は何らの補

償も行わず、また一切の責任を負いません。 

(１)利用者がポイントの有効期限内に使用しなかった場合 

(２)利用者に違法又は不正行為があった場合、又は本規約に違反した場合 

(３)アプリ利用規約により、又は、第２２条（利用者による利用中止）、第２３条

（本サービスの停止）により利用者の利用を停止した場合 

(４)その他当社が利用者に付与されたポイントを取り消すことが適当と判断した

場合 

 

第２０条（知的財産権） 

１．本サービスの知的財産権及びその使用権その他一切の権利は当社又は当該権利

を有する第三者に帰属します。 

２．利用者は、権利者の許可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、

パブリシティー権等、コンテンツ素材に関する権利を侵害する一切の行為をして

はならないものとします。 

 

第２１条（禁止事項） 

１．利用者は、以下に該当することを行ってはなりません。 

(１)本サービスを不正の目的をもって利用すること、又は営利を目的とした利用

をする行為 

(２)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する

行為 

(３)利用者端末内に装備された加盟店アプリの変造、偽造、複製、解析等の行為 

(４)詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 

(５)実在又は架空の第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

(６)第三者の設備又は当社サービス用設備（当社がサービスを提供するために用

意する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアをいいます。）



に無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為、又

はそのおそれのある行為 

(７)その他、法令、本規約もしくは公序良俗に違反（売春、暴力、残虐等）する

行為、本サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当

社の財産を侵害する行為、又は他者もしくは当社に不利益を与える行為 

(８)上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を第三者が行っている場合を

含みます）を助長する一切の行為 

２．利用者が前項各号のいずれかに違反し、利用者又は第三者に損害、費用が発生し

た場合、その原因が当社の責めに帰すべき事由によるものでない限り、当社は一

切の責任を負わず、当社に損害、費用が発生した場合は、利用者がこれを賠償す

るものとします。 

 

第２２条（利用者による利用中止） 

１．利用者は、いつでも本サービスの利用を中止することができます。利用者が利用

を中止したときは、利用者は本サービス利用に関する一切の権利を失うものとし、

また利用中止に伴って当社に対して何ら請求権も取得しないものとします。 

２．本サービスは、加盟店アプリを通して提供するサービスであるため、加盟店アプ

リをアンインストールした場合、当該加盟店アプリでの本サービスも利用を中止

します。 

３．利用者が死亡したときは、その時点で利用を中止したものとみなします。 

 

第２３条（本サービスの停止） 

１．利用者が次の各号のいずれかに該当、又は該当のおそれがある場合は、当社は、

利用者に何ら事前に通知及び催告することなく、該当利用者に対する本サービス

の提供を中止又は停止することができます 

(１)利用者認証又は登録において虚偽の申告をした場合 

(２)利用者認証手続又は登録手続が正常に行われなかった場合 

(３)加盟店又は当社に対する支払債務の履行を怠った場合 

(４)差押･破産･民事再生申立･取引停止処分があった場合等利用者の信用状態が

著しく悪化した場合 

(５)当社が提供する情報を当社の承諾を得ることなく改変した場合 

(６)利用者又は第三者が不正の目的をもって本サービスその他当社が提供するサ

ービスを利用した場合もしくは当社との他の取引において不正な行為をした

場合 

(７)本サービスを第三者に利用させた場合 

(８)利用者又は第三者に不正もしくは不正のおそれがある場合、又は不正を防止

するために必要な場合 

(９)登録カードの有効期限が超過している場合 

(１０)１年以上の期間に渡り、本サービスによる決済の利用がない場合 

(１１)利用者が、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、総会屋など、社会運動等標ぼう

ゴロまたは特殊知能暴力集団など、その他これらに準ずる者（以下これらを

「暴力団員など」という）に該当した場合 

(１２)自己、自社も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、不当に暴力団員などを利用していると認めら

れる場合 

(１３)暴力団員などに対して資金などを提供し、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していると認められる場合 

(１４)本規約の条項に違反した場合 

(１５)その他当社が利用者として不適当と判断した場合 

２．前項各号のいずれかに基づき当社が本サービスの提供を停止したことにより、当

該利用者が本サービスの利用ができなくても、当社は一切その責任を負わず、そ

の理由を当該利用者に開示する義務も負わないものとします。また、当社又は第

三者が被った損失、損害及び費用(弁護士費用を含みます)を利用者は賠償するも

のとします。 

３．利用者の本サービスの利用に関して疑義が出されている場合、その疑義が解決す

るまでの間、利用者に事前に通知することなく、当社の判断により本サービスの

停止、その他本サービスの利用を制限させていただくことがあります。 

 

第２４条（本サービスの変更） 

当社は、利用者に事前に通知することなく、本サービスの諸条件・運用規則、又は

本サービスの内容の全部もしくは一部を変更することがあり、利用者はこれを承諾す

るものとします。また当社は、この変更に起因する利用者が被った不利益、損害につ

いては、その原因が当社の責めに帰すべき事由によるものでない限り、一切の責任を

負わないものとします。 

 

第２５条（本サービスの中断又は中止） 

１．当社は、次の各号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

なく本サービスの一部又は全部を中断・中止することがあります。 

(１)本サービスのシステムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場

合 

(２)火災、停電等により本サービスの提供が困難な場合 

(３)地震、噴火、洪水、津波などの天災により、本サービスの提供が困難な場合 

(４)戦争、変乱、暴動、争乱、労働争議等その他不可抗力により本サービスの提供

ができなくなった場合 

(５)本サービスのシステムの障害、破壊、妨害行為（データやソースコードの改ざ

んを含む）又はネットワークの障害の発生などにより運営ができなくなった場

合 

(６)その他当社が本サービスの中断・中止を必要と判断した場合 

２．当社は、本サービスが中断・中止によって利用者又は他の第三者に生じた損害に

ついて、その原因が当社の責めに帰すべき事由によるものでない限り、一切の責

任を負わないものとします。 

 

第２６条（規約等の変更） 

１．当社は、本規約又は本サービスの内容を、利用者の承諾を得ることなく、必要に

応じて変更することができるものとし、変更後に利用者が本サービスを継続して

利用する場合には、当該変更を承諾したものとみなします。 

２．当社は、本規約の全部又は一部を変更する場合には、＜．ｐａｙ（ドットペイ）



＞専用Ｗｅｂサイト（https://dot-pay.info/）での告知その他当社所定の方法に

より、その内容をお知らせいたします。お知らせ後に利用者が本サービスを利用

したときは、利用者は変更事項を承認したものとみなします。また、法令の定め

により本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能

なものとします。 

 

第２７条（免責事項） 

１．当社は、本サービスの利用により発生した利用者の損害について、その原因が当

社の責めに帰すべき事由によるものでない限り、いかなる責任も負わないものと

し、当該損害の賠償をする義務もないものとします。 

２．利用者が本サービスの利用によって他の利用者や第三者に対して損害を与えた

場合、当社は当該損害を被った他の利用者又は第三者に代わって、当該利用者に

対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。 

３．当社が利用者の情報を削除し、利用者資格を停止、抹消し、本サービスを停止、

中断、中止等したことにつき、利用者に損害が生じた場合、当社は、その原因が

当社の責めに帰すべき事由によるものでない限り、一切の損害賠償義務を負わな

いものとします。 

 

第２８条 （権利の帰属等） 

１．本サービスを含む本サービスを構成するすべてのリソースに関する一切の権利

は、当社、当該権利を有する第三者及び業務提携会社に帰属するものとします。 

２．利用者は、当社、当該権利を有する第三者及び業務提携会社の許可なく、所有権、

著作権、商標を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権、コンテンツ

素材に関する権利を侵害する一切の行為をしてはなりません。 

 

第２９条（損害賠償） 

利用者が本規約に違反した結果、当社、当該権利を有する第三者又は業務提携会社

が損害を被った場合、利用者はその損害を賠償するものとします。 

 

第３０条（不正行為等の監視） 

利用者は、当社が本サービスの不正利用等の監視を行うことにつき、事前に承諾す

るものとします。 

 

第３１条（分離条項) 

本規約のいずれかの条項の全部又はその一部が、消費者契約法その他の法令等によ

り無効又は効力を有しないと判断された場合であっても、本規約の残りの規定、及び

一部が無効又は効力を有しないと判断された規定の残りの部分は、引き続き完全に効

力を有するものとします。 

 

第３２条（法令等の遵守） 

利用者は、本サービスの利用にあたって、本規約のほか、関連する法律、政令、省

令、条例、規則及び命令等を遵守するものとします。 

 

第３３条（準拠法及び裁判管轄） 



本規約に関する準拠法はすべて日本法を適用されるものとします。また、本サービ

スに関連して当社と利用者間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 


