キャッシュパスポートアプリ利用規約
第 1 条（目的）
この規約（以下「本規約」という）は、株式会社クレディセゾン（以下「クレディセゾ
ン」という）が発行するキャッシュパスポート

プラチナ（以下「本カード」という）

に関連して、Mastercard Prepaid Management Services Limited（以下「当社」という）
が提供する『キャッシュパスポートアプリ』（以下「本サービス」という）をご利用頂
く際の利用者（以下「利用者」という）と、当社との関係に適用される条件を定めるも
のです。
第 2 条（規約の承諾）
利用者は、あらかじめ本規約に同意した上で本サービスのアプリケーション・ソフトウ
ェア（以下「本アプリ」という）を Google Play または App Store を介してダウンロー
ド、インストールし利用するものとします。本規約にご同意いただけない場合、利用者
は本サービスを利用することはできません。
第 3 条（本サービスの内容）
（1）利用者は、本規約に従い、本サービスを利用することができます。
（2）本サービスの内容は以下のとおりです。
①本カードに入金した通貨を別の通貨に資金を移動すること（Mastercard の定
める為替レートが適用されます。）
。
②本カードの取引履歴や残高を表示すること。
③第 6 条(1)に定めるログイン PW をリセットすること。
④本カードの利用者に関する情報や入金時のデフォルト通貨（標準指定通貨）を
変更すること。
⑤その他当社の随時定める内容。
第 4 条（利用対象者）
利用者は、本カードの有効な会員ご本人に限ります。
第 5 条（対応機種）
本サービスは当社の認めるスマートフォン端末機（以下「端末機」という）に本アプリ
をインストールすることによりご利用いただけます。
第 6 条（利用者情報）
（1）本サービスは、利用者が本カードのマイアカウントで登録したログイン ID（以

下「ログイン ID」という）とパスワードにより利用することができます。ロックコ
ード（暗証番号、
（利用可能な場合は）生体認証等）を作成することもできます（以
下パスワードとロックコードを総称し「ログイン PW」という）
。ログイン PW は、生
年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、利用者は、ロ
グイン ID 及びログイン PW を本人以外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。
（2）利用者が、利用者本人以外にログイン PW を知らせ、又は知られた場合、これに
よって生じた損害は、利用者のご負担とします。
（3）第三者がログイン ID、ログイン PW を知っている可能性がある場合は、直ちに
情報を変更し、当社に連絡してください。
第 7 条（利用料金、環境）
（1）本サービスおよび本アプリの利用料金は無料です。ただし、通信料は発生しま
す。
（2）前項但書の他に、利用者は、自らの責任と負担において、本サービスを利用す
るために必要な端末機、電話利用契約およびインターネット接続契約等を準備する
ものとします。
第 8 条（権利帰属、使用権の許諾）
（1）本アプリに関する著作権、知的財産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（以下総称して「本アプリ権利者」という）に帰属します。
（2）当社は、利用者に対し、本規約に記載の条件および Google Play または App Store
内のサービス条項において定める使用ルールによって許可された方法に従い、利用
者が保持または支配する端末機において、本アプリの個人的、非独占的かつ譲渡不
可能な使用権を許諾します。
第 9 条（留意事項・遵守事項）
（1）利用者は、本規約において明示的に許諾されている権利以外、本アプリに関す
る権利の許諾または譲渡が当社より一切なされていないことを承認するものとし
ます。
（2）本サービスの利用においては、次の事項を遵守してください。
①本アプリを、本サービスの内容を表示する端末機でのみ使用し、第 3 条(2)に規
定するもの以外の目的で使用しないこと。
②本アプリを複製、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングしな
いこと。
③本アプリの全部または一部を改変しないこと。

④本アプリまたはその使用権を第三者に対し有償、無償問わず、譲渡、貸与、配布、
再使用許諾その他の方法で使用させ、または再許諾権の設定もしくは担保に供す
る行為をしないこと。
⑤上記のほか、本アプリ権利者の知的財産権を含む法的権利を侵害する行為または
それらのおそれのある行為をしないこと。
⑥以下の契約を遵守すること。
1．本カードにかかる利用規約「キャッシュパスポート プラチナ発行・利用規
約」（以下「本発行規約」という）
。
2．その他通信サービスにかかる、利用者とサービス提供事業者との間の契約。
⑦その他、以下に該当する行為をしないこと。
1．法令もしくは公序良俗に反する行為、またはそれらのおそれのある行為。
2．当社、クレディセゾンもしくは Google LLC もしくは Apple Inc.またはこれ
らの関係会社のシステムもしくはネットワークまたはそれらに接続されるシ
ステムもしくはネットワークに過度な負荷を与える行為。
3．本規約または本発行規約に違反する行為その他、当社が本サービスの運営に
おいて不適当と判断する行為。
第 10 条（当社の免責事項）
（1）本サービスおよび本アプリの利用は、利用者自身の責任において行うものとし、
本サービスまたは本アプリの利用により生じる利用者の損害について、その損害が
当社の故意または重過失による場合を除いて、当社は一切責任を負わないものとし
ます。
（2）当社は本サービスおよび本アプリの利用に不具合や障害が発生しないことなど
について一切保証をいたしません。また、当社は本サービスおよび本アプリの完全
性、正確性、信頼性、適用性、有用性、有効性、セキュリティ、および動作保証な
らびに使用目的および使用端末機への適合性およびその他一切の事項を保証する
ものではありません。当社は、本サービスおよび本アプリに隠れた瑕疵のあること
が判明した場合、当該瑕疵を修補する限度において責任を負うものとし、本サービ
スおよび本アプリに関して利用者または第三者に直接的または間接的に生じた一
切の損害（ハードウェア、ソフトウェア等の破損、不具合を含みます。また、通常
損害、特別損害を問いません）および第三者からなされる請求等について、その損
害が当社の故意または重過失による場合を除いて、当社は一切責任を負わないもの
とします。
（3）画面操作をする際は、必ず安全な場所で停止したのち、操作を行ってください。
当社は、本サービス使用中の事故、ケガ等に関して、一切責任を負いません。
（4）端末機、通信回線およびシステムの機器等の障害（天災地変など不可抗力によ

るものを含みます）
、通信速度の低下、または通信回線の混雑、コンピューターウ
ィルスや第三者による妨害、侵入、登録情報の解読・漏洩、情報改変等によって生
じた以下の損害について、当社が適切であると合理的に判断するセキュリティ措置
を講じている限りにおいては、当社は一切責任を負いません。
①本サービスの利用不可
②情報の伝達遅延、消失および欠陥
③その他本サービスに関して利用者に生じた損害
（5）
（4）の端末機、通信回線およびシステム機器等とは、利用者、通信キャリア（電
気通信業者）
、当社、クレディセゾンならびに当社およびクレディセゾンの業務委
託先会社のそれぞれのハードウェア、ソフトウェアおよびそれぞれを結ぶ通信回線
のすべてを含むものとします。
（6）本サービスにおける情報更新の速度については、一定の速度を保証するもので
はありません。当社は、回線の混雑等を理由とする情報更新遅延に関する損害につ
いて一切責任を負いません。
第 11 条（本アプリのアップグレード等）
当社は、自らの裁量により、Google Play または App Store を通じて本アプリのアップ
デート版を提供することがあります。本規約は、アップグレードに伴う規約の変更がな
い限り、本アプリのアップデート版の使用についても適用されるものとします。
第 12 条（サービスの一時停止）
当社は、システムメンテナンス、本サービスの改善・機能拡張・運営上の必要または天
災・災害・装置の故障等の事由により、本サービスの利用を一時停止することがありま
す。この場合、そのために利用者に生じた損害については、当社は一切責任を負いませ
ん。なお、緊急時のシステムメンテナンスを除いて、当社は本サービスの一時停止につ
いて事前に本アプリのお知らせ一覧に掲示するものとします。
第 13 条（譲渡等の禁止）
利用者は、本サービスおよび本アプリを利用する地位または権利もしくは義務の全部ま
たは一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものと
します。
第 14 条（サービスの変更・廃止、利用停止）
（1）当社はいつでも本サービスの全部または一部を変更、中止または廃止できるも
のとします。その結果、利用者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わず、
何らの補償を行いません。

（2）利用者が本サービスに関連して当社またはクレディセゾンに損害を与えた場合
や本規約または本発行規約に違反している場合、暴力団員・暴力団関係者である場
合など、当社が本サービスを提供する上で不適切であると合理的に判断した利用者
については、当社は、事前の通知または承諾を要することなく、直ちに該当する利
用者による本サービスのご利用を停止もしくは会員資格を喪失させることのいず
れかまたは両方を行うことができるものとします。こ
（3）本カードの有効期限が終了し、利用者が本カードを中途解約し、またはクレデ
ィセゾンが本カードの利用停止もしくは取扱停止もしくは利用資格の喪失をした
場合も、前項と同様とします。
第 15 条（本アプリのアンインストール）
（1）利用者が、端末機から本アプリをアンインストールしたときには、登録情報お
よび履歴情報等の保存情報は、その一切が消去されて復元できなくなるものとしま
す。
（2）利用者が本アプリをアンインストールした後も、第 8 条、第 10 条、第 12 条、
第 13 条、第 14 条、第 15 条（2）、および第 18 条は引き続き効力を有するものとし
ます。
第 16 条（情報の配信）
当社は利用者に対して、本サービスの運営に必要な情報を本アプリのポップアップ通知
機能により配信できるものとし、利用者はこれに同意します。
第 17 条（本規約の変更）
当社は、事前の予告なしに本規約を変更する場合があります。その結果、利用者に損害
が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。この場合、当社が本規約の変更につ
き、本アプリに掲載した時点で変更の効力が生じるものとします。
第 18 条（準拠法、管轄裁判所）
（1）本規約の準拠法は、日本法とします。
（2）本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。
第 19 条（問い合わせ）
本サービスおよび本アプリに関する利用者および第三者からのお問い合わせおよびご
意見の申し出に関しましては、下記の連絡先までお願いします。

Mastercard Prepaid Management Services Japan 株式会社
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号セルリアンタワー16 階
日本からのフリーダイヤル（24 時間年中無休）00531-780-221
以上
Mastercard Prepaid Management Services Japan 株式会社は、株式会社クレディセゾ
ンが発行するキャッシュパスポート

プラチナの運営業務を行っています。キャッシュ

パスポートアプリは、同社の関係会社である Mastercard Prepaid Management Services
Limited が提供します。
Android は Google LLC の商標です。Google Play および Google Play ロゴは Google LLC
の商標です。
Apple、Apple のロゴ、iPhone および iPod touch は、米国および他の国々で登録され
た Apple Inc.の商標です。App Store は、Apple Inc.のサービスマークです。
附則
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