楽天 Edy 加盟店規約
第１条（目的）
本規約は、楽天 Edy 株式会社（以下「当社」といいます）及び当社との間で Edy の発行に関
する契約を締結したバリュー発行会社が発行する Edy を使用した加盟店の商品等の販売又は
提供に関する当社と加盟店との間の取引についての契約関係（以下「本契約」といいます）
を定めるもので、加盟店は、本契約に基づき、Edy による支払を希望する利用者に対し、加
盟店の商品等の販売又は提供を行うものとします。
第２条（定義）
本規約において使用する語句の定義は、本規約において別に定義する場合を除き、次のとお
りとします。
●「楽天 Edy サービス」：
Edy の発行、Edy の購入情報及び残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等の販売又
は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部又は一部の支払として Edy を使用した
ときには、使用された Edy に相当する代金額と同額の金額を当社が加盟店に対して支払うサー
ビス
●「Edy」：
当社又はバリュー発行会社が当社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電
子的情報であって、利用約款に基づき利用者が商品等の代金の支払に使用すること ができる前
払式支払手段である「楽天 Edy」及び「Edy」
●「Edy カード」：
利用者が利用約款に従って Edy を記録し使用するために必要な機能を備えた非接触 IC カード
等（当社が認定するものに限ります）
●「利用者」：
Edy カードを正当に保有する方であって、当社又はバリュー発行会社が発行する Edy を正当に
入手して当社及びバリュー発行会社の定める方法で Edy を使用する方
●「商品等」：
利用者が加盟店から販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテン
ツ及び権利等
なお、当社と加盟店間で、販売又は提供に係る代金について Edy を使用することのできない商
品等を個別に追加、変更することができるものとします。
●「Edy 店舗端末」：
利用者が商品等の販売又は提供を受けるに際し Edy を使用するために必要となる機器で、対象
店舗等（第７条で定義します）に設置される端末機器
●「加盟店」：
本規約を承認のうえ、当社所定の方法で当社に対して加盟店になることを申し込み、当社が審
査のうえ加盟を承諾した事業者
●「バリュー発行会社」：

第三者型前払式支払手段の発行について資金決済法に基づき登録を受けた法人で、当社の承認
を得て利用者に対して Edy を発行する会社
●「Edy システム」：
次の①から④の手順によって完結する決済システム並びにそれを実現させるために必要なコ
ンピュータハードウェア及びソフトウェア等
① バリュー発行会社は当社に Edy の発行に関する事務を委託し、当社及び提携会社は、当
社又はバリュー発行会社から利用者に対する Edy の発行に関する事務を履行する。発行
された Edy の対価として利用者から支払われた代金は、当社からバリュー発行会社に支
払われる。
② 加盟店は、利用者から商品等の購入及び提供に係る代金について Edy を使用することの
申込みがあった場合には、加盟店契約の規定に基づき、利用者に Edy を使用させる。
③ 当社は、加盟店が利用者から移転を受けた Edy について、加盟店から移転を受けた場合
には、加盟店契約に基づき当該 Edy に相当する金員を加盟店に対して支払う。加盟店は
当社に対して所定の手数料を支払う。
④ バリュー発行会社は、当社が加盟店から移転を受けた Edy のうちバリュー発行会社の発
行に係る Edy に相当する金員を当社に支払う。
●「Edy モジュール」：
Edy の受入情報等の読取及び書込機能を有するモジュールで、以下の全ての要素を満たすもの
① 当社又は当社が開発を許諾した第三者が開発及び保有し、かつ使用許諾する権利を有す
るものであること
② プログラムの著作物を含み、特許権等の工業所有権で保護されているものであること
③ 電子マネーシステムで稼動するための情報、電子マネーシステムの安全性を維持するた
めの情報等を含むものであること
●「決済用アプリケーション等」：
当社又は当社が開発及び製造を許諾した第三者が開発及び製造した Edy システムを利用する上
で必要となる Edy の受入情報等の読取及び書込機能を有する決済用アプリケーション
●「取引ログ」：
利用者が対象店舗で Edy での決済を行った際に、Edy モジュール又は決済用アプリケーション
等が生成する記録のことをいう
●「上位取引ログ」：
Edy モジュール又は決済用アプリケーション等が生成する取引ログではなく、利用者が対象店
舗等で Edy での決済を行った際の記録で、加盟店が保持しているものをいう
●「Edy 決済センタ」：
当社から許諾を受けた法人が製造・開発したシステムサーバに決済用アプリケーション等が搭
載されたセンタ
●「他社決済インフラサービス」：
加盟店及び当社が各々別途契約を締結した事業者が提供する決済インフラサービス
●「Edy 番号」：
Edy カード等に記載又は記録される番号で、当該 Edy カード等に記録される Edy 及び Edy によ
る取引を特定するために割り当てられる１６桁の数字

●「Edy 領域」：
Edy カードの中の非接触型 IC チップ内における、Edy 番号、残高情報等の情報を格納するため
の領域
●「Edy 領域内特定情報」：
Edy 領域内に記録された Edy 番号、残高情報等の情報
●「Edy エリア情報」：
Edy 領域内特定情報を読み取るための技術情報等
●「資金決済法」：
資金決済に関する法律（平成二十一年六月二十四日法律第五十九号、その後の改正を含む）
●「利用約款」：
当社又はバリュー発行会社と利用者との間の Edy に関する取引を規定する約款
第３条（加盟店の義務等）
１．加盟店は、利用者が利用約款に基づき Edy を使用していることを認識のうえ、本規約に従っ
て Edy カード及び Edy を取扱うものとします。
２．加盟店は、当社が指定した加盟店標識（以下「加盟店標識」といいます）を、加盟店の店舗
等の利用者の見やすいところに掲示するものとします。
３．加盟店は、当社から加盟店の Edy 取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、
すみやかにその資料を提出するものとします。
４．加盟店は、Edy システムの円滑な運営及び、Edy の普及向上に協力するものとします。
５．加盟店は、Edy システムの利用にあたり資金決済法その他の関連諸法規等で定める事項を遵
守するものとし、当社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
６．加盟店は、当社より Edy の利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときはこれに協力す
るものとします。
７．加盟店は、当社において、Edy の利用促進のために、印刷物、電子媒体などに加盟店の店舗
等の名称及び所在地などを掲載することができることに、あらかじめ異議なく同意するもの
とします。
第４条（禁止事項）
１．加盟店は、Edy システムの利用にあたり、公序良俗に反する又は公序良俗に反するおそれの
ある商品等を取り扱わないものとします。
２．加盟店は、第１２条第２項に定める現金による精算の場合を除き、当社が別途認める場合の
他、利用者に対して現金による払戻しを行ってはならないものとします。
３．加盟店は、いかなる方法によっても、利用者から Edy を譲り受けることはできないものとし
ます。
４．加盟店は、加盟店標識を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、本規約
に定める場合を除き、第三者に使用させてはならないものとします。
５．加盟店は、いかなる場合も、Edy 店舗端末、Edy モジュール及び決済用アプリケーション等の
破壊、分解又は解析等、及び Edy の複製、改変又は解析等を行ってはならず、かかる行為に
加担、協力してはならないものとします。

第５条（フランチャイズ特約）
１．加盟店は、加盟店との間で加盟店所定のフランチャイズ契約を締結した事業者、かつ加盟店
が当該事業者において Edy を取り扱う旨を当社に対し通知し承諾を受けた事業者（以下「フ
ランチャイジー」といいます）がある場合、以下の事項について、フランチャイジーを包括
的に代理する権限を有するものとします。
①

当社との間で加盟店契約を締結し、また、加盟店契約に付随する合意をすること

②

当社との間で加盟店契約に関連する一切の取引を行うこと

２．加盟店は、前項に定める加盟店の代理権に関し疑義が生じた場合には、当社に一切の迷惑を
かけず、全て加盟店の責任と負担においてこれを速やかに解決、処理するものとし、これに
より当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
３．加盟店は、本契約を履行する上で必要な業務、並びに当社から本契約に関する通知、送付書
類等を受領するのに必要な業務を、フランチャイジーから受託するものとします。
４．加盟店は、前項により受託した業務を善良なる管理者の注意をもって遂行するものとし ます。
第６条（対象商品）
１．加盟店が販売又は提供する商品等のうち Edy によって代金を支払うことができる商品等は、
加盟店が取扱う全てのものとします。ただし、Edy によって代金を支払うことのできない商
品等として、次の各号に定める商品及び加盟店が申出のうえ当社が承諾した商品等について
は、Edy によって代金を支払うことはできないものとします。
① 公序良俗に反するもの
② 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令及びガイドライン等の定めに違
反するもの並びに違反するおそれがあるもの
③ 所有権、知的財産権等第三者の権利を侵害するもの
④ 商品券、印紙、プリペイドカード、回数券、その他金券又は有価証券等のうち換金可能
なもの
⑤ その他、当社が不適当と判断したもの
２．加盟店は、加盟店が利用者に対して販売又は提供する商品等の内容に著しい変更があった場
合には、当社に対し、遅滞なくその変更内容を報告するものとします。
第７条（対象店舗等）
１．加盟店は、Edy を取扱うこととする店舗（以下「対象店舗」といいます）及び自動販売機等
（以下、対象店舗と併せて「対象店舗等」といいます）の所在地（自動販売機等の場合は設
置場所等当社が指定する事項。以下、併せて「店舗等設置場所等」といいます）をあらかじ
め当社所定の方法により当社に届け出て、当社の承認を得るものとします。
２．加盟店は、前項の届出事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の方法により届け出
て、当社の承認を得るものとします。
第８条（Edy 店舗端末の設置等）
１．加盟店は、当社の指示に従い、対象店舗等で必要となる Edy 店舗端末を当社の指定する第三
者より購入又は賃借するものとします。

２．加盟店は、対象店舗等又は当社の承認を得た場所に Edy 店舗端末を設置するものとします。
３．加盟店は、Edy 店舗端末を、善良なる管理者の注意義務をもって、本来の用途に限定して使
用するものとします。
４．当社は、Edy 店舗端末の保守、故障及び撤去等の対応について、別途定めるものとし、加盟
店はこれに従うものとします。なお、加盟店が Edy 店舗端末について盗難保険等の保険の加
入を希望するときは、加盟店は自己の費用負担で付保するものとします。
５．加盟店は、Edy 店舗端末の盗難、紛失、破損等が生じた場合には、速やかに当社に通知する
ものとし、当社所定の指示に従うものとします。なお、盗難、紛失、破損等が生じた場合に
必要となった Edy 店舗端末に係る費用については加盟店が負担するものとします。
６．加盟店は、本契約が終了した場合には、当社又は当社の指定する第三者から貸与された Edy
店舗端末及び加盟店標識等の一切の物品を直ちに当社に返還します。ただし、別途当社の指
示がある場合には、当該指示に従い対応するものとします。
７．Edy 店舗端末の対象店舗等への設置、返還に係る別途定める費用は、加盟店の負担とし、第
１０条第２項に定める方法に従い当社に対して支払うものとします。
８．Edy 店舗端末の使用等に要する電気代、記録紙等その他消耗品に係る費用及び通信に要する
費用並びに他社決済インフラサービスの利用料等を含む Edy システムを加盟店が利用するに
当たり必要となる費用の一切は、加盟店の負担とします。
第９条（Edy モジュール及び決済用アプリケーション等の使用許諾）
１．当社は、加盟店に対し、Edy モジュール及び決済用アプリケーション等の使用を許諾するも
のとします。
２．加盟店は、当社より使用の許諾を受けた Edy モジュール及び決済用アプリケーション等を、
Edy 店舗端末に組み込まれた状態で、Edy による決済及び当社が別途認める目的にのみ利用す
ることができるものとします。
３．加盟店は、次の各号に定める事由が発生したときは、Edy モジュール及び決済用アプリケー
ション等の使用を直ちに停止し、当社の指示に従うものとします。
① 本契約が終了したとき
② 加盟店が Edy 店舗端末の使用を停止したとき
４．加盟店は、決済用アプリケーション等及び Edy 店舗端末等につき、修理、修復等する必要が
生じたときは、速やかに当社に通知するものとし、当社の指示に従うものとします。また、
決済用アプリケーション等及び Edy 店舗端末等の修理、修復等について、加盟店は、当社の
指定する第三者以外の者に修理、修復等させてはならないものとします。
５．加盟店は、当社が Edy システムを運用するに当たり、Edy 店舗端末をバージョンアップする
などの運用上の必要性が生じた場合には、当社が必要と認めるデータ更新等を当社が行うこ
とにあらかじめ同意するものとします。
６．前項に定めるデータ更新等の通信にかかる費用は、加盟店が負担するものとします。
第１０条（Edy システム使用料等）
１．加盟店は、当社に対し、Edy システムの使用料（以下「Edy システム使用料」といいます）と
して、別途定める入会金及び基本料（端末利用料、通信端末料金を含みます）を支払うもの

とします。また、加盟店は、当社に対し、Edy を取り扱うことに係る手数料（以下「加盟店
手数料」といいます）として、商品等の取引に Edy を使用した金額に別途定める割合を乗じ
た金額を支払うものとします。
２．加盟店は、第１５条第５項及び第２３条に基づき相殺された金額を除き、前項に定める Edy
システム使用料及び加盟店手数料を当社があらかじめ指定する銀行口座に振り込む方法によ
って支払うものとします。なお、当該振込みにかかる銀行振込手数料は、加盟店の負担とし
ます。
３．Edy システム使用料及び加盟店手数料は、経済情勢の変化その他の事情により当社が変更す
ることができるものとし、Edy システム使用料又は加盟店手数料を変更する場合、当社は加
盟店に対しその旨通知することとします。
第１１条（Edy の使用）
１．加盟店は、利用者が商品等の購入代金又は商品等の提供代金の支払いに Edy を使用すること
を申し込んだ場合には、第１３条各号に定める場合を除き、本条に定める手順に従い利用者
に Edy を使用させることとします。
２．対象店舗における販売又は提供の場合、加盟店は Edy 店舗端末又はこれに接続された POS 端
末に、利用者が販売又は提供を受けた商品等の代金額を入力し、表示された商品等の代金額
を利用者に確認させた後、利用者に Edy カードを Edy 店舗端末の定められた部分に触れるよ
う案内します（Edy 店舗端末又は POS 端末の種類により当社所定の操作を必要とする場合が
あります。）。
３．前項に基づき、利用者が Edy カードを Edy 店舗端末の定められた部分に触れさせ、Edy 店舗
端末又は POS 端末に支払が完了した旨が表示された時点で、利用者の Edy カードから加盟店
の Edy 店舗端末又は Edy 決済センタに対する Edy の移転が完了します。これにより、加盟店
の利用者に対する商品等の販売又は提供に係る Edy の使用額を支払う債務につき、利用者か
ら当社が引き受けたものとし、当社は、加盟店に対し、本規約の定めるところに従い、当該
債務を履行するものとします。なお、Edy 店舗端末又は POS 端末に Edy が不足している旨の
表示がされた場合は、加盟店は利用者から当該不足額について現金等で支払を受けることに
よって当該不足額を精算することができるものとします。
４．加盟店は、加盟店が当該利用者に対して販売又は提供した商品等の代金として加盟店が受領
すべき金額相当額の Edy を、利用者の Edy カードから加盟店の Edy 店舗端末又は Edy 決済セ
ンタに当社所定の方法により正確に移転させることとします。加盟店は、Edy の移転完了後、
直ちに加盟店が受領すべき金額と、Edy 店舗端末又は Edy 決済センタに移転した Edy の金額
が一致していることを確認しなければなりません。
５．加盟店は、有効な Edy カードを提示した利用者に対して、その利用を拒絶したり、また、利
用者に対し現金によって代金を支払う客と異なる代金を請求するなど、利用者にとって不利
となる取扱いをしてはならないこととします。
第１２条（販売又は提供後の取扱い）
１．加盟店は、加盟店が利用者に対して販売又は提供した商品等の瑕疵、欠陥、数量不足その他
取引上の問題に起因する一切の紛争、クレーム又はアフターサービス等については、当社及

びバリュー発行会社に一切の迷惑をかけず、全て加盟店の責任と負担において速やかにこれ
を解決、処理するものとし、これにより当社及びバリュー発行会社に生じた一切の損害を賠
償するものとします。
２．前項において加盟店と利用者との間で精算の必要が生じた場合、加盟店と利用者との間で現
金によって精算を行うものとし、Edy による精算は行わないものとします。ただし、当社が
やむを得ないと認めた場合においては、当社は、加盟店からの依頼に基づいて当社所定の方
法により Edy による精算を行うことができるものとします。
第１３条（Edy 等の偽造、変造）
加盟店は、以下の場合は、利用者が提示した Edy カードを可能な限り保管した上、以下の各
号に該当した事実を直ちに当社に通知し、当社の指示に従います。
①

利用者が使用する Edy が偽造、変造若しくは不正に入手されたものであることが判明し
た場合又はその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合

②

利用者が提示した Edy カードが偽造、変造若しくは不正に入手されたものであることが
判明した場合又はその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合

③

その他当社が加盟店に事前に通知する所定の事由がある場合

第１４条（締め処理について）
１．加盟店は、当社又は Edy 店舗端末所定の方法に従い、Edy 店舗端末の締め処理を行います。
２．加盟店は、前項に定める Edy 店舗端末の締め処理を行うことによって、利用者の Edy カード
から Edy 店舗端末又は Edy 決済センタに対して移転が完了した Edy 及び当該 Edy の取引に関
するデータを当社の指定するセンタ（以下「Edy センタ」といいます）に送信します。
３．加盟店は、対象店舗等の売上を集計するごとに第１項に基づく締め処理を行い、最低月１回
以上の締め処理を行うこととします。ただし、当社がやむを得ないと認めた場合には、この
限りではないものとします。なお、当該締め処理にかかる費用は、加盟店の負担とします。
第１５条（当社から加盟店に対する支払）
１．当社は、前条第２項により Edy センタに到達した Edy 及び当該 Edy の取引に関するデータを
精査し、当該 Edy が精算対象であることを当社所定の方法に従い確認できた場合に、当該 Edy
を精算対象とします。
２．前項に定めるほか、Edy 店舗端末の故障等で利用者の Edy カードから Edy 店舗端末又は Edy
決済センタに対して移転が完了した Edy 及び当該 Edy の取引に関するデータを、加盟店が Edy
センタに送信できなかった場合でも、当社所定の方法により加盟店が手続を行い、当社にお
いて当該 Edy が精算対象であることを当社所定の方法に従い確認できた場合には、当社は当
該 Edy を精算対象とみなします。
３．当社は、精算対象となる Edy を別途定める締切日（以下「締切日」といいます）で締め切り、
締切日までに当社が精算対象として確認した Edy の金額の合計額を、別途定める支払日まで
に、加盟店があらかじめ文書で指定する銀行預金口座に振り込むことにより加盟店に支払う
ものとします。なお、加盟店及び当社の故意又は過失によらずして精算対象となる Edy の金
額の合計額が算出できなかった場合には、当社は加盟店に対してその算定のために必要な協

力を求めることができるものとし、加盟店はその求めに応じなければならないものとします。
４．前項に定める支払日が金融機関の休業日に当たる場合には、その前営業日を支払日とします。
５．当社は、第３項に定める加盟店への支払にあたり、当社が加盟店に支払うべき第３項に定め
る合計金額と、加盟店が当社に支払うべき第８条第７項に定める Edy 店舗端末の対象店舗等
への設置、返還に係る費用及び第１０条第１項に定める入会金、基本料、加盟店手数料の合
計金額につき、その裁量により、第２３条に基づく相殺処理を行います。なお、第３項の振
込みにかかる銀行振込手数料は、加盟店の負担とします。
第１６条（取引ログの抽出及び上位取引ログに基づく精算）
１．加盟店は、Edy 店舗端末又は Edy 決済センタの故障等に起因して取引ログを正常に Edy セン
タに送信できない場合には、以下の手順に従い対応するものとします。
① Edy 店舗端末が故障等に起因して対象店舗より撤去の必要が生じた場合又は Edy 決済セ
ンタが故障等した場合、前回の締め日より故障時までの取引ログの抽出を、加盟店の費
用と責任のもと行うものとします。
② 前号で取引ログの抽出が加盟店のもとで能わなかった場合には、加盟店は、当社が指定
する第三者又は加盟店が指定する第三者で当社の承認を得た者に自己の費用と責任の
もと当該取引ログの抽出を委託するものとします。
２．加盟店は、前項に定める手順に従い対応したにもかかわらず取引ログの抽出が能わなかった
場合には、当社所定の書式に基づく上位取引ログ等（以下「上位取引ログ等」といいます）
を加盟店の費用と責任のもと作成し、上位取引ログに基づく Edy の精算を当社所定の方法に
より当社に申請するものとします。
３．当社は、前項にて加盟店より申請を受けた上位取引ログ等につき、その内容に関してはその
他調査義務等を負うことなく、これを正とみなし、前条の定めに従い Edy の精算を行うもの
とします。
第１７条（当社の免責）
１．当社が以下に該当すると認めた場合、当社は加盟店に対して第１５条第３項に基づく支払義
務を負わないものとします。
①

精算対象の Edy が偽造、変造、不正作出若しくは不正使用された場合又はその疑いのあ
る場合

②

その他当社所定の事由に該当する場合

２．前項各号に定める場合、加盟店が本規約に定める義務その他当社所定の手続を遵守したにも
かかわらず、前項の Edy の移転を利用者から受けた場合は、加盟店に故意又は過失がない場
合に限り、当社は当該 Edy の金額に相当する額より所定の手数料を控除した額を加盟店に補
償します。
第１８条（楽天 Edy サービスの利用中止等）
１．当社は、次のいずれかに該当すると認定した場合には、加盟店に予告することなく楽天 Edy
サービスの利用を全面的に又は部分的に中止することがあります。
①

Edy カード若しくはこれに記録された Edy（利用者の保有か否かを問わない）が偽造、

変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき
②

Edy（利用者の保有か否かを問わない）が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき

③

Edy カード若しくはパーソナルリーダ・ライタの破損、電磁的影響その他の事由により
Edy が破壊及び消失したとき又は楽天 Edy サービスに関するシステムの障害その他の事
由により Edy 店舗端末が使用不能となったとき

④

楽天 Edy サービスに関するシステムの保守管理その他の事由により楽天 Edy サービスに
関するシステムの全部又は一部を休止するとき

⑤

利用者による Edy の使用が利用約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき

⑥

利用者による Edy カード若しくはパーソナルリーダ・ライタの利用が利用約款に違反し、
又は、違反するおそれのあるとき

⑦

その他やむを得ない事由が生じたとき

２．前項の楽天 Edy サービスの全部又は一部の中止により、加盟店に不利益又は損害が生じた場
合でも、当社はその責任を負いません。
第１９条（楽天 Edy サービスの利用中止等・その２）
加盟店は、前条に定める場合のほか、当社が利用約款に基づき、特定の利用者若しくは全て
の利用者に対する楽天 Edy サービスの全部若しくは一部の利用を中止し、特定の利用者の楽
天 Edy サービスの利用資格を取消し、又は楽天 Edy サービスを全面的に終了することがある
ことを予め了承します。この場合、前条第２項を準用します。なお、楽天 Edy サービスが全
面的に終了した場合には、第３０条の定めに従って終了時の措置をとることとします。
第２０条（届出事項の変更）
１．加盟店は、加盟申込時に当社に届け出た加盟店及びフランチャイジーの商号、本店所在地、
代表者、電話番号及び銀行口座等並びに業態、業種等に変更が生じた場合には、当社所定の
方法により当該変更事項について遅滞なく当社に届け出るものとします。
２．加盟店が前項の届出を怠ったことにより、当社からの通知若しくは送付書類等が延着又は到
達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなされることを加盟店は異
議なく承諾するものとします。
第２１条（店舗等設置場所等における加盟店の責任）
加盟店は、第７条第１項に基づき届け出た店舗等設置場所等における Edy システムの導入、
円滑な運営及び資金決済業務について責任を持つものとし、当該 Edy システムの導入、円滑
な運営及び資金決済業務について問題が生じた場合には、全て自己の責任と負担において、
これを処理、解決するものとします。また、加盟店は、第６条第１項に定める商品等につい
て同項各号に関するクレーム等が生じた場合には、速やかに当社に報告するものとします。
第２２条（譲渡等の禁止）
１．加盟店は、本契約に基づく自己の地位を第三者に譲渡することはできません。
２．加盟店は、本契約に基づく取引から発生した当社に対する一切の債権、債務を当社の書面に
よる承諾なしに第三者に譲渡したり、質入れしたり、その他担保として提供する等の処分を

することはできません。
第２３条（相殺）
当社は、当社が本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき加盟店に対して有する一
切の債権と、加盟店が本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき自己に対して有す
る一切の債権を対当額にて相殺できることとします。
第２４条（秘密保持）
１．加盟店は、本契約に関連して知得した当社の営業上、技術上その他業務に関する一切の情報
（以下「秘密情報」といいます）を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示、提供
又は漏洩してはならないものとします。ただし、以下の各号に規定する情報は秘密情報から
除きます。
① 開示された時点で、既に公知となっていたもの
② 開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの
③ 開示された時点で、既に自ら保有していたもの
④ 秘密情報によらずに独自に開発した情報
⑤ 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの
２．加盟店は、本契約の目的達成に必要な範囲内においてのみ、その役職員に対して秘密情報を
開示することができます。この場合において、加盟店は当該役職員に本条の義務を遵守させ
るとともに、当該役職員による義務違反に対して一切の責任を負うものとします。この義務
は、当該役職員の退職後も同様に遵守させるものとします。
３．加盟店は、本契約に必要な業務を第三者に委託する場合、本契約の目的達成に必要な範囲内
においてのみ、秘密情報を当該第三者に開示又は提供することができるものとします。この
場合において、加盟店は当該第三者に本契約と同等の義務を課すとともに、当該第三者によ
る義務違反に対して一切の責任を負うものとします。
４．加盟店は、業務上必要な範囲を超えて、秘密情報を複製してはならないものとします。なお、
秘密情報を複製する場合は、当該複製物を本条の規定に従い秘密情報として取扱う ものとし
ます。
５．加盟店は、本契約が終了した場合又は当社から要請があった場合は、開示を受けた秘密情報
（複製物を含みます）を当社の選択に従い返還し、又は破棄しなければならないものとしま
す。
６．当社は、法令又は公的機関の要請に基づき加盟店の情報を開示する必要が生じた場合、必要
最低限の範囲で加盟店の情報を開示することができるものとします。
第２５条（損害賠償）
１．加盟店は、本規約の定めに違反した場合、当社に対し、当社に生じた一切の損害について賠
償します。
２．加盟店の役員及び従業員（以下、併せて「従業員等」といいます）又は子会社、フランチャ
イジー等による不正等により生じた当社の損害は加盟店により生じた損害とみなし、前項の
定めに従うものとします。

第２６条（解約）
加盟店又は当社は、書面により３ヶ月前までに相手方に対して予告することにより本契約を解
約することができることとします。
第２７条（有効期間）
本契約に基づく加盟店の加盟有効期間は、当社が加盟店の加盟を承諾した日から１年間としま
す。なお、期間満了の３ヶ月前までに加盟店、当社のいずれからも書面による異議の申し出の
ない限り、本契約に基づく加盟店の加盟有効期間は、有効期間の満了と同時に自動的に１年間
延長するものとし、以後も同様とします。
第２８条（契約の終了）
１．前条の定めにかかわらず、加盟店が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は
加盟店に対し通知、催告をすることなく本契約を解約することができます。なお、これによ
り当社が損害を被った場合には、加盟店は直ちに当該損害を賠償する責を負うものとします。
①

加盟店又は加盟店の従業員等の故意、過失により当社が損害を被った場合

②

資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反する
又は公序良俗に反するおそれのある商品等を加盟店が取り扱っていると当社が判断した
場合

③

第１２条第２項に定める現金による精算の場合を除き、当社が別途認める場合の他、利
用者に対して現金による払戻しを行った場合

④

本規約の定めに違反した場合

⑤

加盟店と当社間の他の契約に加盟店が違反した場合

⑥

加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合

⑦

加盟店における Edy の取引が直前６ヶ月の間に確認できない場合

⑧

その他当社が加盟店を加盟店として適当でないと判断した場合

２．当社は、社会情勢の変化、法令の改廃その他やむを得ない事由により、Edy カード及び Edy
の取扱いを終了することがあり、この場合、加盟店に対して事前に通知することにより、本
契約に基づく加盟店の加盟を終了させることができます。
３．前二条又は前項による本契約の終了により、加盟店に損害（逸失利益、機会損失を含みます）
が生じた場合でも、当社は一切責を負わないものとします。
４．前二条又は第１項若しくは第２項により、本契約が終了した場合においても、加盟店と当社
間に未履行の債務がある場合には、加盟店及び当社は本契約の定めに従い債務を履行するも
のとします。
第２９条（期限の利益の喪失）
加盟店は、前条第１項の各号の一にでも該当する事由があるとき、又は前条第１項に基づき本
契約が解約されたときは、当社に対して負担する一切の債務につき自動的に期限の利益を喪失
するものとし、債務の全てを直ちに当社に弁済しなければならないものとします。

第３０条（契約終了後の手続）
第２６条から第２８条までのいずれかの規定に基づき本契約が終了した場合又は第１９条によ
り楽天 Edy サービスの全部が終了した場合には、加盟店はその後利用者に Edy を使用させる等
一切の Edy の取扱いをしてはならず、かつ、以下の事項を遵守するものとします。
①

加盟店の Edy 店舗端末に存在する Edy 全てについて、本契約終了日から１０日以内に当
社に対し第１５条第１項に基づく支払を請求すること

②

その他当社が別途指定する手続

第３１条（Edy エリア情報及び Edy 領域内特定情報）
１．当社は、Edy 番号を含む Edy 領域内特定情報及び Edy エリア情報を独占的に使用することが
でき、第三者にこれを使用させることができるものとします。
２．当社は、Edy システムの利用及び利用者からの問合せ対応の目的で使用する場合に限り、加
盟店に対し、自己が管理する Edy 番号の使用を認めるものとします。なお、加盟店は、当該
目的のために Edy 番号を使用する際には、当社所定の定めに従いこれを使用しなければなら
ないものとします。
３．加盟店は、前項以外の目的で Edy 番号の使用を希望する場合には、別途当社所定の契約を当
社と締結しなければならないものとします。
第３２条（情報の提供等）
１．加盟店は、当社が決済サービス等を運営する上で取得した Edy 番号を用いた Edy システム上
で実現される決済サービス等の履歴情報等が当社に帰属することに同意し、当社がそれらの
情報を利用すること及び他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに合意します。
また、加盟店は、加盟店が保有する利用者の購買履歴情報等の利用者に関する情報であって
Edy 番号の記載を含む情報を第三者に提供してはならないものとします。
２．加盟店は、当社に対し、Edy カード、Edy、Edy システムに関するセキュリティ、Edy の不適
当な利用の防止及び利用者の利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力を
するものとし、当社若しくは発行会社が合理的範囲内でかかる調査結果及び情報を利用、公
表すること、又は他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに同意します。
３．加盟店は、当社が加盟店に対して、加盟店の経営状況・業務内容等当社が必要と認めた事項
に関して調査、報告を求めた場合は、速やかにこれに協力するものとします。
４．加盟店は、他社決済インフラサービス等を利用している場合には、当社が Edy システムを運
営するに当たり必要とする他社決済インフラサービス等の稼働状況及び障害調査等に関する
情報を、自己の責任において、当社に対し報告しなければならないものとします。
第３３条（情報の収集、利用等）
１．加盟店又はフランチャイジー及びその代表者又は当社に加盟店契約の申込みをした個人・法
人及びその代表者（以下これらを総称して｢加盟店等｣という）は、加盟申込時における審査、
加盟店契約締結後の加盟店調査、本契約上の義務の履行状況及び取引管理・適性についての
再審査のため、当社が、保護措置を講じた上、以下の情報を取得・保有・利用することに同

意します。
①

加盟申込時又は加盟後に届け出た加盟店又はフランチャイジーの名称、店舗所在地、電
話番号等

②

加盟申込時又は加盟後に届け出た加盟店又はフランチャイジーの代表者の氏名、生年月
日、住所等の個人情報

③

本規約に基づく取引情報

④

加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項

⑤

当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載
事項

⑥

電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報

⑦

加盟店の事業活動に関し行政機関、消費者団体、報道機関等が公表した事実とその内容
及び当該内容について当社が調査した内容

⑧

破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てそ
の他の加盟店等に関する信用情報

⑨

当社が加盟を認めなかった場合、その事実及び理由

⑩

インターネット、官報、電話帳、紳士録等その他公開情報から入手した情報

２．加盟店等は、当社が次の各号の目的のために前項第１号から第３号までの情報を利用するこ
とに同意するものとします。
①

楽天 Edy サービスその他当社事業に関する、宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、
電子メールの送信、及び電話等による勧誘などの営業案内のため

②

楽天Edyサービスその他当社事業に関する、市場調査・商品開発、及び新商品・新サービ
ス情報のお知らせ

③

楽天Edyサービスその他当社事業に関連するアフターサービス

３．加盟店等は、当社が、以下に定める共同利用者との間で、以下の目的で第１項の情報（以下｢加
盟店契約情報｣という）を共同して利用することに同意します。なお、加盟店契約情報の管
理について責任を有する者は、当社（楽天 Edy 株式会社）とします。
（共同利用者）
（i）楽天グループ株式会社（以下｢楽天｣という。）並びに（ii）楽天の有価証券報告書に掲
載された連結子会社及び持分法適用関連会社。但し、（ii）については、その時点において共
同利用をする者を本規約に定めるものとし、現時点においては、（ａ）楽天が定める個人情報
保護方針（https://privacy.rakuten.co.jp/）に｢私たち｣として定義される会社、並びに（b）
楽天カード株式会社、楽天銀行株式会社、楽天証券株式会社、楽天インシュアランスプラン
ニング株式会社、楽天インサイト株式会社、楽天生命保険株式会社及び楽天ウォレット株式
会社とします。
（利用目的）
①

共同利用者のインターネット付随サービスに関する、宣伝物・印刷物のダイレクトメー
ルの送付、電子メールの送信、及び電話等による勧誘などの営業案内のため

②

共同利用者のインターネットを利用したサービスに関する、市場調査・商品開発、及び
新商品・新サービス情報のお知らせ

③

共同利用者のインターネットを利用したサービスに関連するアフターサービス

第３４条（反社会的勢力の排除に関する特例）
１．加盟店及び当社は、相手方に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴
力団員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係
企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者（以
下、総称して「暴力団員等」といいます）に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも
該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①

暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

②

暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

③

自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも
ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

④

暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認め
られる関係を有すること

⑤

役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を
有すること

２．加盟店及び当社は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を
行わせないことを確約します。
①

暴力的な要求行為

②

法的な責任を超えた不当な要求行為

③

取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

④

風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務
を妨害する行為

⑤

その他前各号に準ずる行為

３．加盟店及び当社は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、
催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができるもの
とします。なお、加盟店及び当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に
対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、本契約の解約に起因し、又は関
連して相手方に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではないこと を確約しま
す。
第３５条（優先適用）
加盟店と当社間において、当社の承認を得た申込書が複数ある場合、最新版の規約の規定が他
の全ての申込書に準用されるものとします。
第３６条（合意管轄裁判所）
加盟店及び当社は、加盟店と当社間で訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京
地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第３７条（定めのない事項）
本規約に定めのない事項については、加盟店及び当社は別途協議のうえ、これを決定するもの

とします。
第３８条（本規約の変更）
１．当社は、経済情勢等諸般の状況の変化、法令の改廃、楽天 Edy サービス運営上の都合等によ
り、本規約を変更又は廃止（以下「変更等」といいます）する場合があります。
２．当社は、本規約の変更等を行う場合、その内容及び効力発生時期をあらかじめ当社所定の適
切な方法により告知するものとします。
３．本規約の変更があった場合、加盟店が、本規約の変更後に Edy を使用した商品等の販売又は
提供その他本契約に係る取引を実施したときは、当該変更後の規約内容に同意したものとみ
なされます。

以 上
２０２１年４月１日版

