
（2009年2月2日改定版） 無担保カードローン会員規約 

10万円以下 

5,000円 10,000円 15,000円 20,000円 

10万円超 
30万円以下 

30万円超 
50万円以下 

50万円超 
80万円以下 

80万円超 
100万円以下 
25,000円 30,000円 35,000円 40,000円 

100万円超 
150万円以下 

150万円超 
200万円以下 

200万円超 
300万円以下 

締切日の 
貸付残高 
返済元利金 
締切日の 
貸付残高 
返済元利金 

20万円以下 

10,000円 15,000円 25,000円 35,000円 

20万円超 
50万円以下 

50万円超 
100万円以下 

100万円超 
150万円以下 

150万円超 
200万円以下 
45,000円 55,000円 65,000円 75,000円 

200万円超 
250万円以下 

250万円超 
300万円以下 

300万円超 
350万円以下 

借入時の 
貸付残高 
返済元利金 
借入時の 
貸付残高 
返済元利金 

350万円超 
400万円以下 
80,000円 90,000円 100,000円 

400万円超 
450万円以下 

450万円超 
500万円以下 

借入時の 
貸付残高 
返済元利金 

第1条　会員 
1.会員とは、本規約を承認のうえ、三菱UFJニコス株式会社（以下「当社」と
いう）に入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。 
2.会員は、当社との融資取引に関する一切の行為について本規約を遵守す
るものとします。 

第2条　会員資格の有効期間 
1.会員資格の有効期間は会員となった日より3年とし、期間満了日の30日前ま
でに会員より別段の意思表示がない場合には、当社は審査のうえ更に3年
間を限度に会員資格を認め本契約を更新することができ、以後も同様とし
ます。当社が会員資格の更新を認めなかった場合、有効期間中になされた
取引きについてはなお本規約を適用するものとします。 
2.前項の有効期間内であっても、貸付残高が存在しない期間が3年間継続
した場合は、その時点で自動的に会員資格を失い、退会したものとされる場
合があることに会員は異議ないものとします。 
3.有効期間満了30日前迄に会員より更新を行わない旨の申出がなされた場
合、会員は有効期間満了日迄に本規約に基づく残債務全額を本規約各
条項にしたがい支払うものとし、また、カードを貸与されている場合は、当社
へカードを返却し、残債務支払が完了したときに退会になるものとします。 

第3条　カードの貸与と取扱 
1.当社は会員に対しカードを発行し、貸与いたします。なお、カードの所有権は
当社に属します。 
2.当社がカードを貸与したときは、会員は直ちにカードの署名欄に自己の署名
をするものとします。また、会員は、善良なる管理者の注意をもって、カードを
使用し保管するものとします。 
3.カードは、会員のみが使用でき、会員以外の者（以下「他人」という）に、譲渡、
質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分を
することはできません。ただし、本規約で別に定める場合または当社が特に
指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカード
の返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。 

第4条　暗証番号 
会員は、入会申込時に当社所定の方法により、カードの暗証番号を届出るも
のとします。 
会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって
管理するものとします。登録された暗証番号が他人に知らせたことにより生じ
た損害は、会員の負担となります。ただし、登録された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。 
また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」
および生年月日、電話番号等から推測される番号以外の数字を選択し届出
るものとします。なお、当社は会員の届出た暗証番号が「0000」「9999」およ
び生年月日、電話番号等から推測される番号以外の数字であるかを確認す
る義務は負いません。 
第5条　本人確認 
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認手
続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員
資格の取消、またはカードの利用を停止することがあります。 
第6条　利用可能枠 
1.カードの利用可能枠は、会員が希望する利用可能枠の範囲内で当社が定
める枠とし、別途会員宛通知するものとします。 
2.当社は、会員の信用状況に関する当社の審査により、利用可能枠を定めま
す。 
3.当社は、会員の利用状況および信用状態等により必要と認めた場合は、
会員に通知することなく、利用可能枠を減枠（利用可能枠を0円とすること
を含む。以下同じ）あるいは新たな融資を中止することがあります。 
4.利用可能枠の増枠については、会員が要請しかつ当社がこれを承認した
場合に限り増枠するものとします。 
5.会員が利用可能枠を超えて融資を受けた場合、その超過分についても、本
規約が適用されるものとします。 

第7条　融資要領 
1.借入および融資方法 
（1）会員は、貸付残高が利用可能枠の範囲内で繰り返し融資を受けること（以

下本規約に基づく融資を「本ローン」という）ができます。ただし、融資の
金額・方法については、当社指定の金額を最低単位とし、かつ当社指定
の方法によるものとします。 

（2）会員は、当社の指定する窓口で所定の手続きをとるか、またはカードを使
用して当社または当社と提携する金融機関等の現金自動貸付機（以下「CD」
という）および現金自動入出金機（以下「ATM」という）により融資を受け
ること（上記借入方法を原則とし、以下「A方式」という）ができます。また、
当社が特に承認した場合は、当社所定の借入申込票により融資を受ける
こと（以下「B方式」という）ができます。ただし、いずれの場合も申込みの
都度当社が融資の可否を審査するものとし、その結果融資が受けられず、
または申込金額を減額されても異議ないものとします。 

（3）会員は、その他当社が承認する手続きをしたときも融資を受けることができ
ます。この場合も本規約が適用されるものとします。 

2.返済方式 
（1）Ａ方式 

返済方式は、定額リボルビング（毎月元利定額返済）方式、ボーナス併用
定額リボルビング方式、借入時残高スライドリボルビング方式、ボーナス併
用借入時残高スライドリボルビング方式、残高スライドリボルビング方式、ボ
ーナス併用残高スライドリボルビング方式および自由返済方式とがあり、入
会申込時に当社宛申出るものとします。 
①定額リボルビング方式、ボーナス併用定額リボルビング方式を選択した
場合の返済金額 
会員は、定額リボルビング方式またはボーナス併用定額リボルビング方
式を申出るときは、同時に定額返済金額を当社が指定する金額のうち
から選択し申出るものとします。（ただし、支払うべき利息額が定額返
済元利金を超えるときは当該利息額を支払うものとします。） 
②借入時残高スライドリボルビング方式、ボーナス併用借入時残高スライド
リボルビング方式を選択した場合の返済金額 
　会員は、借入時残高スライドリボルビング方式またはボーナス併用借入
時残高スライドリボルビング方式を申出るときは、借入時の貸付残高区
分に応じた下記の返済元利金を支払うものとします。 
　毎月の返済金額は、新たな借入が発生する都度、その時点における貸
付残高に従って決定されるものとします。 
 
 
 
 
 
　 
　 
 
 
　具体的な返済金額は上記の表に定めるところにより決定され、返済に
よって貸付残高が減少しても、新たな借入がなされるまでは返済金額
は変動しないものとします。 
③残高スライドリボルビング方式、ボーナス併用残高スライドリボルビング方
式を選択した場合の返済金額 
会員は、残高スライドリボルビング方式またはボーナス併用残高スライドリ
ボルビング方式を申出るときは、下記のとおり毎月の当社所定の締切日
の貸付残高区分に応じた下記のとおりの返済元利金を支払うものとし
ます。（ただし、支払うべき利息額が下記返済元利金を超えるときは当
該利息額を支払うものとします。） 
 
 
 
 
 
 
④自由返済方式の場合の元本返済 
会員は、自由返済方式（当社が指定した最低金額以上の支払をする（た
だし、支払うべき利息額が上記最低支払金額を超えるときは当該利息
額の支払をする）方式）を申出るときは、第2条による会員資格の有効
期間の満了日に貸付残高全額を支払うものとします。ただし、当社が審
査のうえ認めたときは、残債務全額の支払を延長できるものとし、以後
も同様とします。 

（2）Ｂ方式 
返済方式は、毎月元利均等分割払、ボーナス併用毎月元利均等分割払、
据置元利一括払があり、借入の際に当社宛申出るものとします。毎月元
利均等分割払およびボーナス併用毎月元利均等分割払の返済回数は6
回～60回（6回刻み）とします。また、据置元利一括払の据置期間は6ヶ月
を最長とします。 

3.返済 
（1）返済方法 

会員は、次の返済方法のいずれかを選択し、入会申込時に当社宛に申
出るものとします。 
①当社の指定するATMを利用し支払うべき金額（以下「約定支払額」と
いう）を返済する方法（以下「ATM型」という）。 
②会員が支払のために指定した金融機関の預金口座、貯金口座等（以
下「お支払口座」という）より約定支払額を口座振替で返済する方法（以
下「口座振替型」という）。 

（2）約定返済日 
①ATM型 
約定返済日は、会員が入会申込時に申出て、当社の承認のもと、設定

 



した日とします。約定返済日が当社の休業日にあたる場合は、翌営業日
を約定返済日とします。ただし、当該借入日後に最初に到来する約定
返済日が当該借入日から14日以内の場合は、次々回の約定返済日か
ら支払開始となります。 
②口座振替型 
約定返済日は、毎月27日（当日が金融機関休業日の場合は翌営業日）
とし、第1回の支払は、借入日の翌月27日からとします。また、お支払口
座の残高不足等により約定返済日に約定支払額の口座振替ができな
い場合、当社が指定する金融機関については約定返済日以降におい
ても、約定支払額の全部または一部について口座振替ができるものと
します。 

4.利率および利息の計算 
（1）利率は当社が定め、会員に通知するものとします。また、利率は金融情勢

の変化その他相当の事由がある場合は、当社の判断により一般に行わ
れる範囲内で変更ができるものとし、（2）に定める変更後利率適用日から
貸付残高全額に対して適用される（利率変更日から変更後利率適用日ま
では変更前利率が適用される）ことに異議ないものとします。 

（2）変更後利率適用日は、以下のとおりとします。 
①返済方法がATM型かつ利率変更日に貸付残高がある場合は、利率
変更日以後最初の返済額の支払日の翌日 
②返済方法がATM型かつ利率変更日に貸付残高がない場合は、利率
変更日の翌日 
③返済方法が口座振替型の場合は、利率変更日以後最初に到来する
約定返済日（毎月27日）の翌日 

（3）本ローンの利息は、以下のとおり1年を365日とする日割計算で算出します。 
利息＝貸付残高×利率（年率）×経過日数÷365 

5.遅延損害金 
（1）会員は、本ローンの返済が遅延したときは、遅延した元金に対し、また第13

条の規定により、期限の利益を喪失した場合は貸付残高に対し、いずれ
もその翌日から完済の日までの当社所定の遅延損害金を支払うものとしま
す。なお、遅延損害金率は、当社所定の方法により通知するものとします。 

（2）遅延損害金は、以下のとおり1年を365日とする日割計算で算出します。 
遅延損害金＝元金×遅延損害金率（年率）×遅延経過日数÷365 

6.資金使途 
（1）融資方法がＡ方式の場合、資金使途は、制限いたしません。ただし、事業

資金に供することはできません。 
（2）融資方法がＢ方式の場合、資金使途を制限する場合があります。この場合、

会員は当社の求めに応じ資金使途を明らかにする書類を提出していた
だきます。 

7.担保 
本ローンの担保は不要です。 
8.ATM・CDでの利用 
会員は、当社または当社と提携する金融機関等のATM・CDで借入および
支払金の返済等ができるものとします。なお、ATM・CDの種類や設置地域、
店舗などにより、利用できない取引があり、また、ATM・CDの設置店舗の営
業時間やシステム保守などにより、利用できない時間帯があります。 

第8条　端数債務の特例 
1.返済方法がATM型の場合、返済等をした場合に返済後の残元金と利息
の合計額が千円未満になるとき（以下「端数債務」という）は、第4項に定め
る事項を除き、端数債務の間は利息を付さない債務として取り扱うものとし
ます。 
2.端数債務が存続する間に、会員が新たな借入れを行った結果、残債務が
千円以上となる場合には、当該借入日の翌日から残元金に対し、当社所定
の割合による利率による利息を付すものとし、当該借入日後に最初に到来
する約定返済日から約定支払金をお支払いただきます。なお、当該借入日
後に最初に到来する約定返済日が当該借入日から14日以内の場合、返済
開始は、次々回約定返済日からとなります。 
3.会員は、端数債務が発生した日から3年を経過後最初に到来する会員資
格の有効期間満了日までに新たな借入れや端数債務の全額返済がない
場合、自動的に会員資格を失い、退会となることに異議ないものとします。
なお、この場合、当社は、端数債務の請求は行いません。 
4.貸付利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えている場合で、
利息制限法第1条第1項で定める所定の利率、または当社所定の利率によ
る再計算を行うときは、端数債務であっても利息を付して再計算するものと
します。 

第9条　支払金の繰上返済等 
1.支払金の繰上返済（本規約に基づく債務の全部又は一部の返済を本規
約に定める約定返済日の前に繰り上げて行うことをいう）は、会員が当社に
対して事前に連絡のうえ当社の承認をえて行うものとします。なお、当社の
承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の
手続きをとるものとします。 
2.会員は、第1項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方
法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定にしたがい当該支
払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員は、繰上返済を

口座振込または当社指定の窓口への持参する方法で行うことができます。 
3.当社に対する支払が次のいずれかに該当する場合には、会員への通知な
くして、当社が当該支払を当社所定の期日における返済とみなし、当社所
定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務（本規約以外の
契約に基づく債務を含む）に充当し、または口座振込、郵便為替による返
金等をすることができるものとします。 

（1）当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。 
（2）当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事

前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。 
（3）当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事

前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。 
（4）当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事

前の連絡の際に本人会員の指定にしたがい当社がお知らせした金額と
異なる金額の支払が行われたとき。 

4.第1項から第3項までの規定にかかわらず、会員は、当社が提携する金融機
関のATMを利用して、支払金の一部を繰上返済することができるものとし
ます。ただし、当社または当該金融機関の定める単位金額の返済に限定さ
れる場合があります。 
5.繰上返済の方法として口座振替を指定した場合において、当社が必要と
認めた場合または事務上の都合により、当社が送付する用紙による当社の
指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払の方法で
当該用紙に記載された期日の前に繰上返済が行われたことにより超過支
払金があるときは、当社が会員への通知なくして、当該超過支払金（当該
支払が行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙
に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額
をいう。以下同じ）を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の
順序および方法により、当社に対するいずれの債務（本規約以外の契約
に基づく債務を含む）に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等を
することができるものとします。 

第10条 　契約条件の変更 
会員は、利用可能枠の変更、その他契約条件の変更を希望する場合は、当
社所定の手続きにより申込み、当社が適当と認めた場合に変更するものとし
ます。 
第11条　支払金等の充当順位等 
1.口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座へ
の振込もしくはコンビニエンスストアでの支払以外の方法で会員の当社に
対する支払が行われた場合には通知なくして、当社が当該支払を当社所
定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社
に対するいずれの債務（本規約以外の契約に基づく債務を含む）に充当し、
または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。 
2.前項の規定にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を
えて、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定にしたがい当
社が会員に通知した金額を支払った場合には、当社は、会員の支払った金
額を当該指定にしたがい充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方
法および支払日は、当社所定の範囲、支払方法および支払日から指定する
ものとします。 
3.当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコン
ビニエンスストアでの支払の方法で当社に対する支払が当該用紙に記載さ
れた支払期日の前に行われた場合において、超過支払金があるときは、当
社が会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における
返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの
債務（本規約以外の契約に基づく債務を含む）に充当し、または口座振込、
郵便為替による返金等をすることができるものとします。 

第12条　届出事項の変更・通知等の送付 
1.会員は、当社に届出た住所、氏名、勤務先（連絡先）、指定口座等につい
て変更があった場合には、当社所定の届出書または当社の認める方法に
より、遅滞なく当社へ通知していただきます。 
2.会員は、前項の住所、氏名、勤務先変更の通知を怠った場合、当社からの
通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達
すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前
項の住所、氏名、勤務先の変更の届出を行わなかったことについてやむを
得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りでないものとします。 
3.当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたと
きは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会
員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会
員がこれを証明したときはこの限りでないものとします。 
4.会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・
氏名・勤務先（連絡先）等の変更を、本規約以外の契約について届出をし
た場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をし
たものとみなすことがあります。 
5.第1項、第4項のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情
報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、当
該変更内容にかかる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、当該取扱について異議なく承認するものとします。 



第13条　期限の利益の喪失 
1.会員が、支払金の支払を1回でも遅滞したときは、未払債務全額について当
然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお支払いただきます。
ただし、本項の規定は、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。 
2.会員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に
対する一切の未払債務を直ちにお支払いただきます。 

（1）自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止
したとき。 

（2）差押、仮差押、保全差押、仮処分（ただし、信用に関しないものを除く）の申
立または滞納処分を受けたとき。 

（3）会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 
（4）カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社のカードの所有権

を侵害する行為をしたとき。 
（5）債務整理のための和解、調停等の申立があったとき。または、債務整理の

ため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 
（6）当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 
（7）当社からの書面による通知が申込書上の住所（住所変更届がなされた場

合は当該変更後の住所）宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛
所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通
知発送の日より20日間経過したとき（ただし、通知が到達しなかったことにつ
き正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときは除く）。 

3.会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、
当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いただきます。 

（1）入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。 
（2）会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手

続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があった
とき。 

（3）本契約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態
が著しく悪化したとき。 

（4）その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 
第14条　費用・公租公課等の負担 
1.会員は、振込手数料、収納手数料（コンビニエンスストアでの支払の場合）そ
の他の当社に対するカード利用による支払金等の支払に要する費用および
当社からの返金に要する費用を負担していただきます。 
2.会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を
支払うものとします。 
3.カード利用または本規約もしくは本規約に基づく費用・手数料に関して公租
公課（消費税等を含む。以下同じ）が課される場合には、当該公租公課相当
額は会員の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分は会
員の負担とします。 
4.会員が当社または当社と提携する金融機関等のATM・CDで借入および支
払金の返済等の取引を行った場合、当社は、所定の利用料を会員に請求す
る場合があります。 

第15条　退会・会員資格の取消およびカードの使用停止・返却 
1.会員の都合により退会するときは、当社あてに当社の定める方法により、その
旨の届出を行うものとします。この際、当社が特に指示をした場合を除き、直
ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が切断されるような形で
切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。 
2.会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カード
の使用を停止または会員の資格を取消すことができるものとします。 

（1）入会時に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）カード利用による支払金等当社に対する一切の債務のいずれかの履行を

怠った場合。 
（4）会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。 
（5）カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。 
（6）その他当社が会員として不適格と判断した場合。 
3.会員は退会申出・会員資格取消後においてもそのカードに関して生じた未払
債務についてその支払の責任を負うものとし、退会申出・会員資格取消後
であっても未払債務全額を完済しなければならないものとします。会員の申
出による退会は、第1項のカード処分および未払債務の完済をもって効果を
生じるものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括し
て直ちにお支払いただくことがあります。 
4.第2項に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指
定する方法により、カードを返却していただきます。また当社が当該カードの回
収に要した一切の費用は、会員の負担とします。 
5.会員は、退会、会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当
社が請求したときは、当社の指示する事項について、これに応じる義務を負
うものとします。 

第16条　カードの紛失・盗難・偽造等 
1.カードの紛失・盗難の場合は、すみやかに当社へ連絡のうえ指示にしたがうも
のとします。 
2.カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り、再発行するも
のとします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料を負担していただくこ

とがあります。 
3.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場
合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員は
あらかじめこれを承認します。 
4.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払の責を負
わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するもの
とします。ただし、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会員が支払の責を
負うものとします。 

第17条　明細書の交付、残高等の承認 
1.当社は、会員が本規約に基づき借入をした場合、貸金業法第17条第1項
に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面（以下「ご融資明
細書（貸金業法第17条書面）」という）を請求書（ご利用明細書）とは別に、
会員に交付します。 
2.会員は、当社が特に認めた場合、「ご融資明細書（貸金業法第17条書面）」
および「受取証書（貸金業法第18条書面）」を貸金業法第17条第6項、同
法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状
況を記載した明細に代えることができることを承認します。 
3.会員が、当社発行の領収書（取引明細票）またはATM（当社の提携先の
ATMは除く）利用時においてはご利用明細票（領収書）を受け取ったとき
に直ちに異議の申立をしなかった場合は、当該支払内容および貸付残高
を承認したものとします。 
4.当社は会員に対し、請求書（ご利用明細書）または残高通知書を、当社所
定の方法、時期に送付するものとします。会員が上記請求書または残高
通知書を受け取った後20日以内に異議の申立をしなかった場合は、当該
請求書または残高通知書記載の残高を承認したものとみなされても異議
ないものとします。 

第18条　提出書類 
1.当社は、入会後においても貸金業法その他法令等の定めにより、収入を
証明する書面、その他必要な書類の提出を求める場合があり、会員はその
求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当
社は会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用
可能枠の減枠等の措置をとることができるものとします。 
2.会員が本規約に基づき提出した書類は、法令等で定める場合または当社
が特に認めたときを除き返還されないこと、ならびに当社が所定の時期に
所定の方法で廃棄することに会員は同意するものとします。 

第19条　債権譲渡 
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引
金融機関（その関連会社を含む）・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡
すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、お
よびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あら
かじめ同意するものとします。 
第20条　特約事項 
当社が第三者と提携している場合、会員は当社の提携先またはその他の第
三者から受けるサービス、特典等について、当社がその提供を保証および提
供する義務を負わないことに同意します。 
第21条　規約の改定、変更 
本規約の改定、変更があったときには、変更内容を当社ホームページでの公表、
または当社が適当と認める方法による公示をした後に、会員が規約に基づく
取引きをした場合、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみな
されることに異議ないものとします。 
第22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が適用されます。 
第23条　合意管轄裁判所 
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会
員の住所地および当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所およ
び地方裁判所を管轄裁判所とします。 
 
貸金業法改正に伴う特別規約 
第1条　返済の方式 
1.平成21年2月2日以後に、新たに契約を締結する場合の返済の方式は、無
担保カードローン会員規約第7条第2項1号の定めにかかわらず、「定額リボ
ルビング方式」、「ボーナス併用定額リボルビング方式」、「借入時残高スラ
イドリボルビング方式」または「ボーナス併用借入時残高スライドリボルビング
方式」とさせていただきます。 
2.「定額リボルビング方式」または「ボーナス併用定額リボルビング方式」の
場合、入会申込時の定額返済額は、当社の指定する金額とさせていただ
きます。 

 
貸金業法第17条書面に基づく表示 
○貸付けの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えているときは、
超える部分についてのお支払義務はありません。 
○「返済期間」「返済回数」「返済期日」「返済金額」は、お客様が新規のご利
用またはご返済をされた場合は変動します。 
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