
貯金等規定（お取引約款）の新旧対照表 

（2022 年 10月 3日改定） 

■ゆうちょデビット会員規定                                         （下線の部分は改定箇所） 

現 行 改定後 

第４条（届出事項の変更等） 

1～4（略） 

5 会員が第 24 条第１項又は第２項に違反していると合理的に疑われる場

合には、当行は、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ます。この場合、会員は、これに

応じるものとします。 

6～8（略） 

第４条（届出事項の変更等） 

1～4（同左） 

5 会員が第 25 条第１項又は第２項に違反していると合理的に疑われる

場合には、当行は、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ます。この場合、会員は、

これに応じるものとします。 

6～8（同左） 

第６条（本カードの貸与と取扱い） 

1～5（略） 

6 本カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が第１項、

第４項又は前項に違反し、その違反に起因して本デビットが不正に利用さ

れた場合、会員は、本デビット利用代金（本デビットの利用による第 14 条

に定める加盟店等に支払うべき一切の支払代金をいいます。以下同じとし

ます。）及び第 18条第３項に規定する海外ＡＴＭ利用に係る利用手数料に

ついての一切の支払の責を負うものとします。 

7～9（略） 

第６条（本カードの貸与と取扱い） 

1～5（同左） 

6 本カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が第１項、

第４項又は前項に違反し、その違反に起因して本デビットが不正に利用

された場合、会員は、本デビット利用代金（本デビットの利用による第

14 条に定める加盟店等に支払うべき一切の支払代金をいいます。以下同

じとします。）及び第 19条第３項に規定する海外ＡＴＭ利用に係る利用

手数料についての一切の支払の責を負うものとします。 

7～9（同左） 

第９条（本デビットの利用可能額等） 

1 本デビットの利用可能額は、国内の加盟店（本デビットが利用可能な当

行所定の店舗等をいいます。以下同じとします。）におけるショッピング、

海外の加盟店におけるショッピング及び海外ＡＴＭ出金それぞれについ

て、決済口座の残高（当行所定の取扱いに係る金額を加えたものとします。

以下同じとします。）の範囲内かつ当行所定の限度額の範囲内とします。

ただし、会員が本デビット取引システムのメンテナンス等によるシステム

休止中に本デビットを利用した場合等、第 16 条第２項に定める方法によ

らず決済が行われる場合又は同条第４項に定める確定引落額が同条第２

項に定める暫定引落額を上回った場合には、決済口座の残高を超えて本デ

ビットを利用できる場合があることを会員はあらかじめ了承するものと

します。 

2～5（略） 

第９条（本デビットの利用可能額等） 

1 本デビットの利用可能額は、国内の加盟店（本デビットが利用可能な

当行所定の店舗等をいいます。以下同じとします。）におけるショッピ

ング、海外の加盟店におけるショッピング及び海外ＡＴＭ出金それぞれ

について、決済口座の残高（当行所定の取扱いに係る金額を加えたもの

とします。以下同じとします。）の範囲内かつ当行所定の限度額の範囲

内とします。ただし、会員が本デビット取引システムのメンテナンス等

によるシステム休止中に本デビットを利用した場合等、第 17 条第２項

に定める方法によらず決済が行われる場合又は同条第４項に定める確

定引落額が同条第２項に定める暫定引落額を上回った場合には、決済口

座の残高を超えて本デビットを利用できる場合があることを会員はあ

らかじめ了承するものとします。 

2～5（同左）  

第 12 条（会員保障制度） 

1～2（略） 

3 前２項の規定にかかわらず、次の場合は、当行は補てんの責を負いませ

ん。なお、本項において会員の故意又は過失を明示的に記載しているもの

を除き、会員の故意又は過失は問わないものとします。 

①～⑤（略） 

⑥ ショッピング及び海外ＡＴＭ出金のうち暗証番号の入力を伴う取引に

ついての損害並びにゆうちょデビット会員 WEB 利用特約に定めるＶｉｓ

ａＳｅｃｕｒｅを利用したショッピングに関して生じた損害（ただし、当

行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意又は過失がない

と当行が認めた場合はこの限りではありません。） 

⑦～⑩（略） 

4～7（略） 

第 12 条（会員保障制度） 

1～2（同左） 

3 前２項の規定にかかわらず、次の場合は、当行は補てんの責を負いま

せん。なお、本項において会員の故意又は過失を明示的に記載している

ものを除き、会員の故意又は過失は問わないものとします。 

①～⑤（同左） 

⑥ ショッピング及び海外ＡＴＭ出金のうち暗証番号の入力を伴う取引

についての損害並びに第15条に定めるＶｉｓａＳｅｃｕｒｅを利用し

たショッピングに関して生じた損害（ただし、当行に登録されている暗

証番号の管理について、会員に故意又は過失がないと当行が認めた場

合はこの限りではありません。） 

⑦～⑩（同左） 

4～7（同左） 

第 13 条（本デビットの利用停止等） 

1 当行は、会員が短時間に貴金属・金券類等の換金性商品を連続して購入

しようとする場合、１日に何回も海外ＡＴＭ出金をしようとする場合等、

不審な取引であると当行が判断した場合、第 19 条に定める決済口座から

の引落が不能となった場合等の本デビット利用代金の支払状況等の事情

によっては、ショッピング及び海外ＡＴＭ出金の両方又はいずれかの利用

を一時的にお断りすることがあります。 

2～5（略） 

第 13 条（本デビットの利用停止等） 

1 当行は、会員が短時間に貴金属・金券類等の換金性商品を連続して購

入しようとする場合、１日に何回も海外ＡＴＭ出金をしようとする場合

等、不審な取引であると当行が判断した場合、第 20 条に定める決済口

座からの引落が不能となった場合等の本デビット利用代金の支払状況

等の事情によっては、ショッピング及び海外ＡＴＭ出金の両方又はいず

れかの利用を一時的にお断りすることがあります。 

2～5（同左） 

（新設） 第 15条（ＶｉｓａＳｅｃｕｒｅ） 

1 会員がＶｉｓａＳｅｃｕｒｅに対応した加盟店で電子商取引を行う際

に、ＶｉｓａＳｅｃｕｒｅが適用されます。この場合、個人情報の取扱

いに関する同意条項第２条第１項⑧に定める個人情報を使用して本人
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現 行 改定後 

認証を行います。なお、当該認証の結果、当該電子商取引が第三者によ

る本カードの不正利用である可能性が高いと判断された場合には、会員

の財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該電子

商取引を拒絶したりすることがあります。 

2 ＶｉｓａＳｅｃｕｒｅで使用するパスワードは、当行所定の方法で通

知します。 

3 ＶｉｓａＳｅｃｕｒｅは、会員が任意に利用を停止することはできま

せん。 

4 当行は、当行所定のホームページに公開するなど所定の方法で会員に

通知することにより、ＶｉｓａＳｅｃｕｒｅに係るサービスを任意に中

止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、当行の責

に帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切責任を負わないものとし

ます。

第 15条（立替払の承諾等） 

1 会員が、前条に従い、加盟店等（加盟店又は海外クレジットカード会社

をいいます。以下同じとします。）において本デビットを利用して売買取

引等（商品等の購入若しくは提供に係る取引又は及び海外ＡＴＭ出金をい

います。以下同じとします。）を行う場合に、加盟店等が会員のカード情

報を当行にオンライン又は当行所定の方法を通じて送付した結果、加盟店

等に設置されている端末機又はコンピュータに取引承認を表す電文の表

示その他当行所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員

から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの

指示及び本デビット利用代金に係る売買取引等債務の弁済委託がなされ

たものとみなします。 

2～4（略） 

第 16条（立替払の承諾等） 

1 会員が、第 14 条に従い、加盟店等（加盟店又は海外クレジットカード

会社をいいます。以下同じとします。）において本デビットを利用して

売買取引等（商品等の購入若しくは提供に係る取引又は及び海外ＡＴＭ

出金をいいます。以下同じとします。）を行う場合に、加盟店等が会員の

カード情報を当行にオンライン又は当行所定の方法を通じて送付した

結果、加盟店等に設置されている端末機又はコンピュータに取引承認を

表す電文の表示その他当行所定の方法で取引承認の通知がなされた時

点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座か

らの引き落としの指示及び本デビット利用代金に係る売買取引等債務

の弁済委託がなされたものとみなします。 

2～4（同左） 

第 16条（本デビット利用代金等の決済方法） 

1～3（略） 

4 当行は、加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、暫定支払

手続きがなされないまま本デビット取引の売上確定情報のみが到達した

場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額及び当行所定の手

数料を即時に決済口座から引き落とし（以下この手続きを「確定支払手続

き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額及び当行所

定の手数料を「確定引落額」といいます。）、その後に加盟店等に支払いま

す。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務

相当額及び当行所定の手数料の合算額を下回っていた場合の処理は、第19

条によるものとします。 

5（略） 

第 17条（本デビット利用代金等の決済方法） 

1～3（同左） 

4 当行は、加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、暫定支

払手続きがなされないまま本デビット取引の売上確定情報のみが到達

した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額及び当行所

定の手数料を即時に決済口座から引き落とし（以下この手続きを「確定

支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額

及び当行所定の手数料を「確定引落額」といいます。）、その後に加盟店

等に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された

売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料の合算額を下回っていた

場合の処理は、第 20 条によるものとします。 

5（同左） 

第 17条（本デビット利用代金等の通知方法） 

1 （略）  

2 当行は、暫定支払手続きを行った時点で、会員がＷｅｂサービス上で登

録した電子メールアドレス（以下「会員指定アドレス」といいます。）あ

てに本デビットの利用を通知する電子メールを送信します。ただし、当行

所定の場合には本デビットの申込み時に届け出たメールアドレスあてに

送信します。 

3 当行は、前項の利用通知メールに加え、ご利用額が確定した時にご利用

額が確定した旨の通知を会員指定アドレスあてに電子メールを送信して

行います。なお、当行所定の場合には本デビットの申込み時に届け出たメ

ールアドレスあてに送信します。ただし、確定引落額と暫定引落額が同一

額である場合は、当該電子メールの送信を省略することを会員はあらかじ

め承諾するものとします。 

4（略） 

第 18条（本デビット利用代金等の通知方法） 

1 （同左）  

2 当行は、暫定支払手続きを行った時点で、会員がＷｅｂサービス上で

登録した電子メールアドレス（以下「会員指定アドレス」といいます。）

あてに本デビットの利用を通知する電子メールを送信します。ただし、

当行所定の場合には本デビットの申込み時に届け出た電子メールアド

レス（第４条第１項により届け出た変更後の電子メールアドレスを含み

ます。次項において同じとします。）あてに送信します。 

3 当行は、前項の利用通知メールに加え、ご利用額が確定した時にご利

用額が確定した旨の通知を会員指定アドレスあてに電子メールを送信

して行います。なお、当行所定の場合には本デビットの申込み時に届け

出た電子メールアドレスあてに送信します。ただし、確定引落額と暫定

引落額が同一額である場合は、当該電子メールの送信を省略することを

会員はあらかじめ承諾するものとします。 

4 （同左） 

第 18条（海外利用代金の決済レート等） 

（略） 

第 19条（海外利用代金の決済レート等） 

（同左） 

第 19条（決済口座の残高不足等の場合の支払方法） 第 20条（決済口座の残高不足等の場合の支払方法） 
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現 行 改定後 

1 当行が、会員の決済口座の残高不足等により、第 16条の定めに基づき、

当行に支払うべき確定引落額から引落済の暫定引落額を控除した額、再発

行手数料その他本規定に基づく債務の一部又は全部の引落ができない場

合には、当行が適当と認める順序、方法により会員の決済口座の残高をい

ずれの債務にも充当することができるものとします｡会員は当該充当後の

残債務について直ちに支払義務を負うものとし、この場合、当行は、会員

に対し、第 16 条の定めによらずに任意の日にその一部又は全部について

会員の決済口座から引き落とすこと、又はその他当行の任意の方法で会員

に支払うよう指示することができ、この場合、会員は、当行の指定する日

時・場所・方法で支払うものとします。本項に基づく会員の支払額が残債

務の全額に満たないときは、当行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。 

2～4（略） 

1 当行が、会員の決済口座の残高不足等により、第 17 条の定めに基づき、

当行に支払うべき確定引落額から引落済の暫定引落額を控除した額、再

発行手数料その他本規定に基づく債務の一部又は全部の引落ができな

い場合には、当行が適当と認める順序、方法により会員の決済口座の残

高をいずれの債務にも充当することができるものとします｡会員は当該

充当後の残債務について直ちに支払義務を負うものとし、この場合、当

行は、会員に対し、第 17 条の定めによらずに任意の日にその一部又は

全部について会員の決済口座から引き落とすこと、又はその他当行の任

意の方法で会員に支払うよう指示することができ、この場合、会員は、

当行の指定する日時・場所・方法で支払うものとします。本項に基づく

会員の支払額が残債務の全額に満たないときは、当行が適当と認める順

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。

2～4（同左） 

第 20条（加盟店との紛議及び返金の取り扱い） 

（略） 

第 21条（加盟店との紛議及び返金の取り扱い） 

（同左） 

第 21条（キャッシュバック） 

（略） 

第 22条（キャッシュバック） 

（同左） 

第 22条（遅延損害金） 

（略） 

第 23条（遅延損害金） 

 （同左） 

第 23条（会員資格の取消） 

（略） 

第 24条（会員資格の取消） 

（同左） 

第 24条（反社会的勢力の排除） 

（略） 

第 25条（反社会的勢力の排除） 

（同左） 

第 25条（本デビットの利用ができない場合） 

（略） 

第 26条（本デビットの利用ができない場合） 

（同左） 

第 26条（退会） 

（略） 

第 27条（退会） 

（同左） 

第 27条（本デビットの改廃、解約） 

（略） 

第 28条（本デビットの改廃、解約） 

（同左） 

第 28条（免責） 

（略） 

第 29条（免責） 

（同左） 

第 29条（合意管轄裁判所） 

（略） 

第 30条（合意管轄裁判所） 

（同左） 

第 30条（準拠法）  

 （略） 

第 31 条（準拠法）  

（同左） 

第 31条（規定の適用） 

 （略） 

第 32条（規定の適用） 

（同左） 

■ゆうちょデビット会員 WEB 利用特約                                      （下線の部分は改定箇所）

現 行 改定後 

第３条（ＩＤ・パスワード等） 

1～3（略） 

4 会員は、第１項に基づいて登録したパスワードが、第５条に定めるＶｉ

ｓａＳｅｃｕｒｅにおけるパスワードとしても登録されることに同意し

ます。 

5 会員は、会員指定アドレス等、当行に対して申請した登録内容に変更が

あった場合、又は自己のＩＤ等が第三者に無断使用されていること、若し

くはそのおそれがあることが判明した場合、直ちに当行所定の届出を行う

ものとします。 

6 会員は、ユーザーＩＤ及びパスワードをＷｅｂサービスの画面より、当

行所定の方法で変更できるものとします。 

第３条（ＩＤ・パスワード等） 

1～3（同左） 

（削除） 

4 会員は、会員指定アドレス等、当行に対して申請した登録内容に変更

があった場合、又は自己のＩＤ等が第三者に無断使用されていること、

若しくはそのおそれがあることが判明した場合、直ちに当行所定の届出

を行うものとします。 

5 会員は、ユーザーＩＤ及びパスワードをＷｅｂサービスの画面より、

当行所定の方法で変更できるものとします。 

第４条（提供するサービス） 

1 会員はＷｅｂサービスにおいて設定されたユーザーＩＤ及びパスワード

でログインすることにより、本デビット利用代金明細の確認、会員指定ア

第４条（提供するサービス） 

1 会員はＷｅｂサービスにおいて設定されたユーザーＩＤ及びパスワー

ドでログインすることにより、本デビット利用代金明細の確認、会員指
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現 行 改定後 

ドレスの変更、本デビット利用限度額の変更、本デビットの利用停止・解

除、オンラインショッピング認証サービスの利用その他当行が認めた取扱

いができます。 

2～3（略） 

定アドレスの変更、本デビット利用限度額の変更、本デビットの利用停

止・解除その他当行が認めた取扱いができます。 

2～3（同左） 

第５条（ＶｉｓａＳｅｃｕｒｅ） 

「ＶｉｓａＳｅｃｕｒｅ」とは、Ｖｉｓａの提供する以下の内容のサービ

スです。 

1 会員は、第３条第１項に従いパスワードを含む所定の認証情報を登録

し、一度でもＷｅｂサービスにログインすることで、ＶｉｓａＳｅｃｕ

ｒｅに対応した加盟店で電子商取引を行う際に、ＶｉｓａＳｅｃｕｒｅ

を利用することができます。会員は、Ｗｅｂサービスで登録した認証情

報が、ＶｉｓａＳｅｃｕｒｅの認証情報として利用されることに同意し

ます。 

2 本規定第 10条によるカード再発行で会員番号が変更となった場合、所

定の認証情報は無効となります。この場合、会員は改めてＷｅｂサービ

スへのログインを行うことにより、ＶｉｓａＳｅｃｕｒｅが利用できる

ようになります。 

3 ＶｉｓａＳｅｃｕｒｅは、本規定第 13 条によるカード利用停止、第 26

条による退会並びに第 23 条及び第 24 条の会員資格の取消により、自動

的に利用できなくなります。なお、ＶｉｓａＳｅｃｕｒｅは、それ以外

の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。 

4 本特約の規定にかかわらず、ＶｉｓａＳｅｃｕｒｅを利用したショッ

ピングに関して生じた損害は当行が認めた場合を除き、補てんしません。

5 当行は、Ｗｅｂサイトに公開するなど所定の方法で会員に通知するこ

とにより、ＶｉｓａＳｅｃｕｒｅに係るサービスを任意に中止できるも

のとします。その結果、会員に不利益が生じても、当行の責に帰すべき

事由がある場合を除き、当行は一切責任を負わないものとします。

（削除）

第６条（クッキー等について） 

（略） 

第５条（クッキー等について） 

（同左） 

第７条（利用準備） 

 （略） 

第６条（利用準備） 

 （同左） 

第８条（本特約の変更） 

（略） 

第７条（本特約の変更） 

（同左） 

第９条（免責） 

（略） 

第８条（免責） 

（同左） 

第 10条（Ｗｅｂサービスの停止） 

会員は、本規定第26条による退会並びに第23条及び第24条の会員資格の取

消により、退会日又は会員資格取消日からＷｅｂサービスをご利用いただけ

なくなります。ただし、本デビット利用代金明細の確認は、退会日又は会員

資格取消日から当行所定の日数経過後からご利用いただけなくなります。 

第９条（Ｗｅｂサービスの停止） 

会員は、本規定第27条による退会並びに第24条及び第25条の会員資格の

取消により、退会日又は会員資格取消日からＷｅｂサービスをご利用いた

だけなくなります。ただし、本デビット利用代金明細の確認は、退会日又

は会員資格取消日から当行所定の日数経過後からご利用いただけなくな

ります。 

■個人情報の取扱いに関する同意条項                                     （下線の部分は改定箇所）

現 行 改定後 

第２条（個人情報の収集、保有、利用等） 

1 会員等は、本デビット（本デビットに係る申込みを含みます。以下同じ

とします。）を含む当行との取引の管理並びに付帯サービスの提供のため、

下記①から⑦までの情報（以下総称して「個人情報」といいます。）を当

行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、

取引の管理には、本デビットの利用確認、会員への本デビット利用代金の

通知（決済口座の残高不足等の場合の通知を含みます。）をすること、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係る記載事項の証明書を含みま

第２条（個人情報の収集、保有、利用等） 

1 会員等は、本デビット（本デビットに係る申込みを含みます。以下同じ

とします。）を含む当行との取引の管理並びに付帯サービスの提供のた

め、下記①から⑧までの情報（以下総称して「個人情報」といいます。）

を当行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、取引の管理には、本デビットの利用確認、利用時の認証、会員へ

の本デビット利用代金の通知（決済口座の残高不足等の場合の通知を含

みます。）をすること、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
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現 行 改定後 

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、「犯

罪による収益の移転防止に関する法律」に定める疑わしい取引でないこと

の確認その他法令の定めに準拠していることの確認を含むものとします。

①～⑦ （略） 

（新設）

2（略） 

に係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、「犯罪による収益の移転防止に関する

法律」に定める疑わしい取引でないことの確認その他法令の定めに準拠

していることの確認を含むものとします。 

①～⑦ （同左） 

⑧ コンピュータ通信・インターネット等によるオンライン取引で、会員

が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォン及び

タブレット端末等の機器に関する情報（ＯＳの種類・言語、ＩＰアドレ

ス、位置情報、端末識別番号等）

2（同左） 

第７条（退会後又は会員資格取消後の場合） 

本規定第26条に規定する退会の申出又は本規定第23条及び第24条に規定す

る会員資格の取消後も、第２条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、

法令等又は当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 

第７条（退会後又は会員資格取消後の場合） 

本規定第 27条による退会並びに本規定第 24条及び第 25条による会員資

格の取消後も、第２条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等

又は当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。 


