
PayPay加盟店規約 

 

PayPay 加盟店規約（以下「本利用規約」といいます）は、PayPay 株式

会社（以下「当社」といいます）が提供する第2条に定める代金決済サ

ービスであるPayPayの利用およびその利用申込みに適用されます。 

 

第1条 （用語の定義） 

本利用規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。 
(1) 「加盟店」とは、本利用規約を承認のうえ、PayPay の利用を申

し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。 

(2) 「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗のうち、加盟店が

第 3 条に基づく利用申込みにあたり、または第 3 条の 2に基づ

き、PayPay の利用を可能とすることを届け出て、当社がこれを

承諾した店舗をいいます。 

(3) 「カード」とは、それを提示しもしくは通知して、商品等を購

入または提供を受けることができるカード（その他の物または

番号、記号その他の符号を含みます）をいいます。 

(4) 「カード会社」とは、カードを交付もしくは付与し、またはク

レジットカードサービスを運営する法人、団体その他の組織の

うち、当社が指定する者の総称をいいます。 

(5) 「PayPay ユーザー」とは、当社所定の規約に同意し、当社より

第12号に定めるバーコード等を利用して決済を行うサービスの

利用を認められた者をいいます。 

(6) 「カード関連情報」とは、PayPay ユーザーのカード番号、カー

ドの有効期限、カードのセキュリティコードまたはカード会社

に登録されたPayPayユーザーの氏名、電話番号など、カードを

利用するために必要な情報をいいます。 

(7) 「商品等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提

供する役務をいいます。 

(8) 「決済関連情報」とは、PayPay により決済された額、件数、決

済の履歴および当社が加盟店に対してカード関連情報に代えて

提供するコードなどの決済に関連する情報をいいます。 

(9) 「注文関連情報」とは、PayPay により決済された商品等の金額

その他の注文に関連する情報をいいます。 

(10) 「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をい

い、商品等にかかる税金、送料その他当社が認める料金を含む

ものとします。 

(11) 「端末」とは、加盟店またはPayPayユーザーが所有または管理

するスマートフォン端末、タブレット端末、POS レジ端末その

他の電子機器であって、PayPay の利用のために使用できるもの

として当社が認めたものをいいます。 

(12) 「バーコード等」とは、PayPay に関し、当社が発行するバーコ

ード等の番号、記号その他のPayPayユーザーまたは加盟店を特

定する情報を含む符号であって、以下の①および②の総称をい

います。 

① 当社がPayPayユーザーに発行し、PayPayユーザーがPayPay

による決済を行う端末上に表示するもので、PayPayユーザー

を特定するための情報その他加盟店店舗における決済に必

要となる情報を記録したもの（以下「PayPayユーザーバーコ

ード等」といいます） 

② 本利用規約に従って当社が加盟店に発行し、加盟店店舗にお

ける掲示、加盟店の端末上での表示その他当社が指定する方

法により加盟店が PayPay ユーザーに提示するもので、加盟

店を特定するための情報その他加盟店店舗または当社が第

10条第2項により承諾した場所（当該承諾の対象となる場合

に限る）における決済に必要となる情報を記録したもの（以

下「加盟店バーコード等」といいます） 

(13) 「ポイント」とは、当社が別途指定するポイントプログラムに

より付与されるポイントをいいます。 

(14) 「クーポン」とは、当社または当社が指定する第三者が PayPay

ユーザーに対して発行する商品等代金の全部または一部の支払

に利用することができるクーポンをいいます。 

(15) 「PayPay残高」とは、PayPay残高利用規約に従って当社が発行

する PayPayマネーおよび PayPayマネーライトをいいます。 

 

第2条 （PayPay） 

当社は、加盟店に対して、加盟店がPayPayユーザーに対する商品等

の販売取引において、①PayPay残高による商品等代金の決済、②カ

ードによる商品等代金の決済（カード関連情報を加盟店自ら取得ま

たは保持することなく完了するもの）または③その他の決済手段に

よる商品等代金の決済を実現するための、次の第 1号から第 4号お

よび第 7号に定めるサービスならびに第 5号または第 6号のうち加

盟店が次条第 1 項による申し込みの際選択したサービス（以下総称

して「PayPay」といいます）を提供します。 

(1) 商品等代金の立替払いまたは代理受領 

(2) 商品等代金に関するカード会社への請求等、加盟店が履行すべ

き業務の代行 

(3) カード関連情報の管理 

(4) 注文関連情報の閲覧または注文の受付け、もしくは取消しなど、

PayPay ユーザーからの商品等の注文等を管理する機能を有する

コンピュータープログラム（以下「注文管理プログラム」とい

います）の提供 

(5) 加盟店店舗において PayPay ユーザーが提示する PayPay ユーザ

ーバーコード等の読取り、商品等代金の金額の入力など、加盟

店店舗においてPayPay残高、カードその他当社が指定する決済

手段による決済を受け付ける機能を有するコンピュータープロ

グラム（以下「店舗決済受付プログラム」といいます）の提供 

(6) 加盟店バーコード等を生成し、加盟店におけるPayPayユーザー

への提示を可能とする機能を有するコンピュータープログラム

の提供 

(7) 加盟店店舗における集客に資する機能として当社が追加するも

のの提供 

 

第3条 （契約の成立） 

1. PayPay の利用申込みを行う者（以下「本申込者」といいます）は、

本利用規約および当社が定めるプライバシーポリシーを承認のうえ、

当社に対し所定の方法にて PayPay の利用申込みを行うものとしま

す。 

2. 本申込者は、PayPayの利用申込みにあたり、当社に提出する資料ま

たは当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、

保証するものとします。 

3. 当社がPayPayの利用申込みを受け付けた場合、当社において、本申

込者の審査（以下「本件審査」といいます）を行います。本件審査

にはカード会社による審査その他の PayPay における各決済手段を

利用するために必要な第三者による審査も含みます（以下、当社、

カード会社および当該第三者をあわせて「当社ら」といいます）。本

申込者は、本件審査の結果によってはカードによる商品等代金の決

済の提供を受けられない場合があることを承諾するものとします。 

4. 本件審査の結果、当社がPayPayの利用申込みを承諾した時点で、本

申込者を加盟店として当社との間で本利用規約に基づく代金決済サ

ービス利用契約（以下「本契約」といいます）および当社が定める

PayPay残高加盟店規約に基づく契約が成立します。加盟店は、本利

用規約の定めに加え、PayPayのうち、PayPay残高による決済につい

ては、次の各号に従ってPayPay残高加盟店規約を順守しなければな

らないものとします。また、これらのほか、PayPay残高加盟店規約

において本利用規約と矛盾・抵触する定めがある場合、本利用規約

の定めが優先されるものとし、本利用規約に定めのない事項に限り、

PayPay残高による決済については、PayPay残高加盟店規約が適用さ

れるものとします。 

(1) 本申込者は、本条第1項に従って利用申込みを行ったことをもっ

て、PayPay残高加盟店規約第 3条の申込および第 4条の届出を

行ったものとみなされます。 

(2) PayPayユーザーが、PayPay残高加盟店規約第5条第2項に定め

る当社所定の方法でPayPay残高による支払いを選択した場合で

あって、本利用規約第 11条第 1項各号に定める手続が完了した

ときに、PayPay残高加盟店規約第5条第2項に基づき、当社は、

PayPay残高の減算を行うほか、同条の定めに従います。 

(3) PayPay残高加盟店規約第 8条第 2項所定の残高取引を取り消す

必要が生じた場合の取扱いは、本利用規約第 15条の 2に従って

行うものとします。 

(4) PayPay残高加盟店規約第11条所定の加盟店手数料等の支払いお



よび第12条所定の精算については、本利用規約第13条および第

14条に従って行うものとします。 

(5) PayPay残高による決済が PayPay残高加盟店規約第 19条第 1項

各号の事由に該当したときは、本利用規約第 18条第 1項各号に

該当したものとみなし、同条第2項から第6項までの定めに従っ

て取り扱います。 

5. 本件審査の結果、カード会社がカードによる商品等代金の決済の提

供の申込を承諾した時点で、本申込者と次の各号に定めるカード会

社との間で、カード会社に応じて次の各号に定めるカード加盟店規

約（以下「カード加盟店規約」といいます）に基づくカード加盟店

契約が成立します。加盟店は当社に対して、カード加盟店契約に基

づき加盟店が行うべき業務その他一切の事項の代行に必要な権限を

付与するものとします。 

(1) カード会社：ヤフー 

カード加盟店規約：クレジットカード加盟店約款（実店舗用） 

(2) カード会社：当社 

カード加盟店規約：あと払い加盟店約款（オフライン決済用） 

(3) カード会社：当社が別途通知するカード会社 

カード加盟店規約：別途当社が通知するカード加盟店規約 

6. 当社らは、本件審査の経過、結果の理由等について一切開示しませ

ん。 

   

第3条の2（加盟店店舗） 

1. 加盟店店舗に関する情報（加盟店店舗の名称、住所、連絡先その他

当社が指定する加盟店店舗に関する情報を含みます。）を、当社また

は当社が指定する第三者が運営するサービスのウェブサイトに当社

が掲載する場合があること、また、当社の判断で掲載をやめる場合

があることを、加盟店は予め承諾します。次項以下に従って追加、

変更された加盟店店舗に関する情報についても同様とします。 

2. 加盟店は、前条第 2 項に基づき届け出た加盟店店舗に追加、変更が

ある場合には、あらかじめ、当社所定の方法で届け出るものとしま

す。 

3. 前項の届け出のうち、加盟店店舗の追加については、当社がこれを

承諾した場合に限り、当該加盟店店舗の追加をすることができるも

のとします。 

 

第4条 （加盟店の順守事項） 

1. 加盟店は、商品等の広告宣伝に際し、利用される決済手段に適用さ

れる法令に応じて次の事項を明示するものとします。 

(1) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表

示防止法その他関連法令に定める事項 

(2) 前号の他、当社らが必要と指定した事項 

2. 加盟店は、商品等の売主として、次の事項を順守するものとします。 

(1) 広告の表示内容に基づく瑕疵（かし）のない商品等の販売や提

供を行うこと 

(2) 特定商取引に関する法律の適用対象となる販売方法による販売

を行わないこと。ただし、当社の事前審査および承認を得たう

えでかかる販売を行う場合を除く。 

(3) 商品等を購入する際にPayPayユーザーが明確に取引内容を認識

できる措置を講じること 

(4) PayPay ユーザーが誤った意思表示を行わないように、誤入力を

防ぐための確認、十分な説明等の措置を講じること 

(5) 特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消

費者契約法その他の関係法令、監督官庁による要請等を順守す

ること 

(6) 商品等の販売に関し、販売時・販売後を問わず、誠実な対応を

行うこと 

(7) 前六号の他、PayPay を利用するにあたり順守すべき事項として

当社らが別途通知する事項 

3. 加盟店は、PayPayの利用に際し、次の事項を行ってはなりません。 

(1) PayPayの利用を希望する PayPayユーザーに対して PayPayを利

用した取引を拒絶すること、異なる決済手段による支払いを要

求することまたは異なる方法で商品等代金を決済すること 

(2) PayPayを利用するPayPayユーザーが支払うべき商品等代金の金

額を、事前にPayPayユーザーに通知することなく変更すること 

(3) PayPayを利用するPayPayユーザーに対し、商品等代金以外の金

銭の支払いを請求すること 

(4) 商品等の購入等申込みの勧誘を行う際、消費者契約法第 4 条の

規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行

うこと 

(5) 当社らの信用またはイメージを毀損（きそん）する行為 

(6) 知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人

格権などの当社もしくは第三者の権利を侵害するまたは当社も

しくは第三者の信用を毀損する目的または方法でPayPayを利用

すること 

(7) その他当社らが禁止事項として別途通知する事項 

4. 加盟店は、第11条所定の売上承認処理において、次の各号を行って

はなりません。 

(1) 加盟店店舗における商品等代金以外の売上について売上承認処

理の対象とする行為 

(2) 通常 1 回の売上承認処理とすべき商品等代金を、取扱日付の変

更、分割等により複数の売上として処理する行為 

(3) 売上の日付、金額その他の事項について不実のデータを作成す

る行為 

(4) 商品等代金の売上承認処理以外の目的にPayPayを利用する行為

またはPayPayの運営を妨げる行為 

(5) 前四号の他、当社らが禁止し、別途通知する行為 

5. 加盟店は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの利

用に必要な機器、ソフトウエア等の利用環境を自らの費用と責任に

おいて準備し、PayPayを利用するものとします。 

 

第5条 （取扱商品等） 

1. 加盟店は、PayPayを利用して販売または提供する商品等について、

事前に当社に所定の方法で届け出、当社らの承認を得るものとしま

す。 

2. 加盟店は、前項の商品等を変更・追加する場合には、事前に当社に

所定の方法で届け出、その承認を得るものとします。 

3. 加盟店は、法令等を順守し、また、商品等を販売するために必要な

許認可や承諾を、自らの責任と費用で取得し、これを維持しなけれ

ばなりません。 

4. 加盟店は、PayPayを利用して次の各号に定める商品等を販売または

提供してはなりません。 

(1) 取引に必要な許認可を得ていない商品等 

(2) 犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品等 

(3) 他人を攻撃または傷つける商品等その他有害な商品等 

(4) 低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等 

(5) 商品券、プリペイドカード、印紙、回数券その他の有価証券等

（ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありま

せん） 

(6) 第三者の肖像権、著作権、知的財産法、その他権利を不当に侵

害するもの、およびそのおそれがある商品等 

(7) その他当社らが取り扱いを禁止する商品等 

5. 加盟店は、当社から要求を受けた場合、加盟店が本利用規約を順守

しているかを当社らが判断するために必要な情報を、速やかに当社

に提出するものとします。 

 

第6条 （支払方法等） 

当社は、商品等代金の支払いにおいてPayPayユーザーの1回の取引

におけるPayPayの利用金額の上限を、別途加盟店に通知します。ま

た、PayPayユーザーが利用することができる支払い方法は1回払い

に限るものとします。 

 

第7条 （注文管理プログラム、店舗決済受付プログラム） 

1. 当社は、加盟店に対して、注文管理プログラムおよび店舗決済受付

プログラムを当社が提供する形式のまま利用することができる非独

占的な権利を許諾し、本利用規約および当社が指示・指定する仕様

等（以下総称して「運用ガイドライン」といいます）に従って提供

します。 

2. 加盟店は、注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムを利

用する場合、その利用に必要な範囲で、当社所定の方法で、当社の

システム（以下「PayPayシステム」といいます）にアクセスして利



用するものとします。ただし、当社が別途認めた場合は、これと異

なる方法で注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムを利

用することができるものとします。 

3. 加盟店は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを利

用するために必要な当社所定の環境（端末の準備および接続を含

む。）の整備および設定を自らの費用と責任で行うものとし、かかる

環境の整備および設定の全てを加盟店が完了しない限り、PayPayを

利用することはできません。 

4. 加盟店は、PayPayの利用開始時までに、注文管理プログラムおよび

店舗決済受付プログラムが運用ガイドラインどおりの機能および適

合性を有しているか否かを確認しなければなりません。 

5. 加盟店は、本利用規約および運用ガイドラインに従って注文管理プ

ログラムおよび店舗決済受付プログラムを利用するものとし、

PayPayの利用以外の目的に注文管理プログラムおよび店舗決済受付

プログラムを利用してはなりません。 

6. 当社は、自己の裁量でいつでも運用ガイドラインを制定、改定また

は廃止することができます。 

7. 当社は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムの提供

のために当社が必要と判断する範囲に限り、いつでも、バージョン

アップ、不具合の修正、改良など注文管理プログラムおよび店舗決

済受付プログラムの機能の内容および仕様を変更することができま

す。当該変更が加盟店による注文管理プログラムまたは店舗決済受

付プログラムの利用に影響する場合、当社は変更前または変更後に

加盟店へ当該変更を通知します。 

8. 注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムは、加盟店が利

用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、

当社が加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、

有用性、有益性、セキュリティー、非侵害性またはエラー、バグ、

論理的誤り、中断および不具合などがないことを保証するものでは

ありません。 

9. 当社は、注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムについ

て、エラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合その他の瑕疵を

修補する義務を負いません。ただし、当社は当該瑕疵（かし）を修

補するよう努力します。 

 

第8条 （注文関連情報、カード関連情報および決済関連情報の取り扱

い） 

1. 加盟店および当社は、注文関連情報は加盟店および当社がそれぞれ

PayPayユーザーから取得するものであること、ならびに加盟店およ

び当社は注文関連情報を自己のプライバシーポリシーに従い取り扱

うことを確認します。 

2. 加盟店は、カード関連情報の適正管理および情報漏えい防止のため、

原則として注文管理プログラムを通じて加盟店が閲覧できるカード

関連情報は、カード関連情報の一部の情報に限られることを承諾す

るものとします。加盟店は、カード関連情報および決済関連情報を、

第 11条第 1項の売上承認処理、第 12条第 1項の売上確定処理その

他当社が認めた目的以外の目的で利用してはなりません。 

3. 注文管理プログラムおよび店舗決済受付プログラムを通じて加盟店

が閲覧できる注文関連情報および決済関連情報は、当社が正確性を

保証するものではありません。 

 

第9条 （アクセス権限） 

1. 加盟店は、注文管理プログラムまたは店舗決済受付プログラムを利

用するため、PayPayシステムにアクセスするにあたり、PayPay IDを

当社から取得するものとします。加盟店は、当社が加盟店に付与す

る IDおよび当該 IDに設定したパスワード（以下総称して「アクセ

ス権限」といいます）を用いてPayPayシステムを利用しなければな

りません。 

2. 加盟店は、アクセス権限の利用に関し、当社の別途定める条件およ

び運用ガイドラインに従うものとします。 

3. 当社は、当社が加盟店に付与したアクセス権限を用いてPayPayに関

連してなされた行為については、当該アクセス権限の付与を受けた

加盟店によりなされた行為とみなします。アクセス権限が当該アク

セス権限の付与を受けた加盟店以外の第三者により利用されたこと

によって、当社または第三者が損害を被った場合、当該アクセス権

限の付与を受けた加盟店はその損害を賠償するものとします。 

4. 加盟店は、第三者のアクセス権限を用いて、PayPayシステムにアク

セスしてはなりません。 

5. 加盟店はアクセス権限を厳重に管理するものとし、PayPayシステム

にアクセスする必要がある役員および従業員以外の者に利用させて

はなりません。 

6. 加盟店は、アクセス権限の漏えいもしくは詐取等、アクセス権限の

セキュリティーが確保できていない事態が生じた場合またはそのお

それがあると判断した場合は、直ちにPayPayシステムへのアクセス

を停止するとともに当社に当該事実を通知しなければなりません。 

7. 当社は、前項の通知を受け、アクセス権限の再設定等の処理が必要

と判断した場合、当該処理を行います。この場合、加盟店は、当社

による当該処理が完了するまでの間、PayPayシステムへのアクセス

が制限されることを承諾します。 

 

第10条 （加盟店における掲示等） 

1. PayPayの利用開始日より、加盟店は、PayPayが利用可能であること

を示すため、次の各号に定める措置を運用ガイドラインおよび当社

が指定する方法に従って講じるものとします。ただし、第 2 号に定

める措置は、第 2条第 6号に定めるサービスを利用する場合に講じ

るものとします。また、第 2 号に定める措置の不備により加盟店バ

ーコード等の読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生

じたとしても、当社はその責任を負わないものとします。 

(1) PayPayの加盟店店舗であることを示す当社所定の案内をPayPay

ユーザーの見やすい場所に掲示すること。 

(2) 加盟店バーコード等をPayPayユーザーに提示すること。 

(3) 前二号の他当社が別途通知した措置 

2. 加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、当社の事前の承

諾のない限り、次の各号に定める行為を行ってはなりません。 

(1) 加盟店店舗以外の場所で加盟店バーコード等を提示するなど、

加盟店店舗以外の場所においてPayPayの利用ができることを示

すこと 

(2) 次の(ア)から(ウ)のいずれかの態様で前項に定める措置を行うこ

と 

(ア) 当社と加盟店との間に、提携、共同事業、フランチャイズ、

代理店、取次店または業務委託など PayPay の利用と提供以

外に取引関係があることをほのめかす態様 

(イ) 加盟店店舗を、当社が運営していると誤認させる態様 

(ウ) 当社またはその従業員が、商品等を推奨または保証するなど、

当社またはその従業員の意見が表示されていると解釈でき

るような態様 

(3) 前項に定める措置を当社が不適切と判断する態様で行うこと 

(4) 前三号のほか、運用ガイドラインで禁止されている態様で前項

に定める措置を行うこと 

3. 加盟店は、当社から第 1 項に定める措置の方法が不適切であると通

知を受けた場合は、速やかに是正し、当社から当該措置を禁止する

通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。 

 

第11条 （売上承認処理） 

1. 加盟店は、PayPayユーザーより商品等の購入申込みがあった場合は、

当社の指定する方法により、次の各号のいずれかの手続を行ったう

えで、当該商品等にかかる商品等代金について、PayPay残高の減算、

カード会社の承認またはその他の決済手段に係る契約上必要とされ

る承認等を得るための当社所定の処理（以下「売上承認処理」とい

います）を行うものとします。 

(1) PayPay ユーザーバーコード等を加盟店の端末で読み取ったうえ

で、商品等代金の金額その他当社所定の決済に必要な情報を入

力する処理 

(2) 加盟店バーコード等をPayPayユーザーの端末で読み取らせたう

えで、PayPay ユーザーにおいて商品等代金の金額その他当社所

定の決済に必要な情報を入力させる処理 

2. 売上承認処理は、前項各号に定める手続きに応じて、次の各号に定

める時に完了するものとします。 

(1) 前項第1号に定める手続 

加盟店が、加盟店の端末にて売上承認処理を完了した旨を表示

可能な状態においた時 



(2) 前項第2号に定める手続 

当社が加盟店の端末にて売上承認処理を完了した旨を表示可能

な状態においた時または当社がPayPayユーザーの端末にて売上

承認処理を完了した旨を表示可能な状態においた時のいずれか

早い時 

3. 加盟店は、売上承認処理を完了した旨の表示がPayPayユーザーまた

は加盟店の端末に表示された場合、商品等代金とPayPayにより決済

された金額を確認するものとし、金額が一致しているときは、当該

PayPayユーザーとの売買契約等に基づいて直ちに商品等の提供を行

うものとします。加盟店が当該確認により金額の相違を知ったとき

は、第 15条の 2に基づいて取消処理を行った上で、改めて本条第 1

項に基づく売上承認処理を行うものとします。 

4. 当社は、売上承認処理において、加盟店の商品等にかかる商品等代

金に関し、PayPayユーザーが保有するPayPay残高の範囲内かどうか

の確認、カード会社に対する売上承認の請求、その他の決済手段に

係る契約上必要とされる承認の請求等の手続を行います。なお、こ

れらの手続の結果は、請求時点における決済手段の有効性を確認す

るものであり、商品等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本

人であることを保証するものではありません。  

5. 加盟店は、第 2 項に基づき当社が売上承認処理を完了した旨の表示

がPayPayユーザーおよび加盟店の端末のいずれにも表示されなかっ

た場合、承認が得られなかった商品等代金をPayPayを利用して決済

してはなりません。 

6. 加盟店は、PayPayユーザーが商品等の購入を申し込んだ事実を記録

し、当社が要求したときは、これを速やかに提出するものとします。 

 

第12条 （売上確定処理） 

1. 前条第 2 項に基づき売上承認処理を完了した時に当社所定の売上の

確定処理（以下「売上確定処理」といいます）は完了し、当社は、

当該時点にPayPayにより決済される商品等代金の金額を確定します。

なお、前条第 1 項各号に基づく売上承認処理の対象とされた商品等

代金の金額その他の情報に誤りがあった場合でも、当社所定の決済

手続が完了した場合には、当該情報に基づき決済されたものとして

売上確定処理が行われるものとし、当社は、係る情報の誤りについ

て責任を負わないものとします。 

2. 当社は、売上確定処理がなされた商品等代金のうちPayPay残高によ

るものについては、PayPay残高加盟店規約に基づき商品等代金に相

当する PayPayユーザーの PayPay残高を減算します。この減算が完

了したときに、加盟店のPayPayユーザーに対する商品等代金に係る

債権は消滅するものとします。また、当社は、売上確定処理がなさ

れた商品等代金について、カード会社に対する当該商品等代金の立

替払いの請求またはその他の決済手段に係る決済手段に係る契約上

必要な手続を行います。 

 

第13条 （商品等代金の支払い） 

1. 当社は、前条第 1 項に定める売上確定処理がなされた商品等代金に

ついて、PayPay が利用された場合に用いる決済手段として PayPay

ユーザーが指定した手段に応じて、次の各号の定めに従い支払いま

す。 

(1) PayPay残高    減算したPayPay残高相当額の支払い 

(2) カード      立替払い 

(3) その他の決済手段 別途当社より通知するものとする。 

2. 当社は、前項に基づく支払いを、当社所定の日で締め、当社所定の

期日までに、加盟店の指定する金融機関の口座に振り込む方法によ

り行うものとします。ただし、支払いの方法につき加盟店が当社所

定の方法と異なる方法を希望し、当社がこれに同意した場合は、当

該当社が同意した方法によるものとします。 

3. 当社は、前項に基づき加盟店に支払う金銭から、当社が加盟店に対

して有する金銭債権を、弁済期の到来の有無にかかわらず控除して

支払うことができるものとします。 

 

第13条の2 （PayPayマイストア） 

1. 当社は、加盟店に対して、第 2条第 7号に規定する機能として、次

の第 1号から第 3号までのサービス（以下「PayPayマイストア」と

いいます）を PayPay マイストア 運用ガイドラインに従って提供し

ます。 

(1) 当社の提供するPayPayユーザー向けアプリケーションプログラ

ム（以下「PayPay アプリ」といいます）内における①加盟店が

加盟店自身を紹介するページ（以下「ブランドページ」といい

ます）、②加盟店が自らに紐づく加盟店店舗を紹介するページ

（以下「ストアページ」といいます）および③加盟店または

PayPay ユーザーからの投稿その他の当社所定のコンテンツ（以

下、①から③を総称し「加盟店コンテンツ」といいます）を表

示するサービス。なお、加盟店コンテンツには、PayPay ユーザ

ーが加盟店への提示または通知により、商品等代金の全部また

は一部の支払に利用することができるもの等の特典が付される

もの（以下「景品付投稿」といいます）と特典が付与されない

もの（記事）があります。 

(2) 決済関連情報、注文関連情報および加盟店コンテンツへのアク

セス情報その他の当社所定の情報を分析したことにより得られ

た解析情報（以下「アクセス解析情報」といいます）を当該加

盟店に提供するサービス 

(3) その他別途当社が追加するサービス 

2. PayPayマイストアの利用は無償とします。当社は、加盟店に対して、

PayPayマイストアについて販促効果があることを何ら保証するもの

ではありません。また、当社は、加盟店に対して、PayPayマイスト

アに関連した PayPayユーザーの行為（現金払い等 PayPayを利用し

ない決済手段による商品等代金の不払いを含みますが、これに限ら

れません）についていかなる責任も負いません。 

3. 加盟店は、PayPayマイストアの利用について、以下の事項を遵守す

るものとします。  

(1) 当社が定める PayPay マイストア 運用ガイドラインを遵守する

こと 

(2) 自らの名と責任においてPayPayマイストアの利用による販促を

行うこと 

(3) 加盟店以外の第三者のためにPayPayマイストアを利用しないこ

とおよび加盟店店舗以外の場所でPayPayマイストアを利用した

販促をしないこと 

(4) 第 5条第 4項で定める商品等について、PayPayマイストアの利

用による販促をしないこと 

(5) 当社の業務に係る名称、商号、商標その他の商品または営業に

関する一切の表示およびこれらと誤認、混同を生じさせるおそ

れのある表示をしないこと、また、当社を代理する旨または当

社の代理人であると誤解されるおそれがある表示をしないこと 

(6) 当社が本利用規約およびPayPayマイストア運用ガイドラインに

従って行うPayPayマイストアの提供に異議を述べないこと 

(7) 不当景品類および不当表示防止法、著作権法その他の法令、規

制を遵守すること。万が一、監督官庁から指摘または指導等を

受けた場合には、自らの費用と責任をもって対処し、問題があ

るときは当該問題の解決にあたること 

4. 加盟店は、PayPayアプリ内における加盟店コンテンツの表示または

登録した加盟店コンテンツの変更または追加を希望する場合には、

これに係る加盟店コンテンツを当社所定の方法により登録するもの

とします。当社は、当該加盟店コンテンツについて審査を行い、審

査の結果PayPayアプリ内での表示を認める場合には当該表示をする

ものとします。加盟店は、当該審査には一定の時間が必要であり、

当該コンテンツの表示、変更および追加が即時になされるものでな

いこと、当該審査の結果によってはPayPayアプリ内において当該コ

ンテンツの全部または一部を表示できない場合があることを予め承

諾するものとします。ただし、加盟店は、PayPayマイストア運用ガ

イドラインにより認められる範囲内に限り、自身でブランドページ

およびストアページに係る情報を追加および変更することができま

す。加盟店は、加盟店コンテンツについて、常に最新かつ正確な情

報をPayPayユーザーに提供するために、定期的に更新を行うものと

します。 

5. 加盟店は、ブランドページおよびストアページにおいて、自らの販

促のための情報を投稿することができ、PayPayユーザーは、加盟店

またはその商品等について感想、評価、画像その他の情報を投稿す

ることができます。かかる加盟店またはPayPayユーザーが行った投

稿に関する一切の責任は、当該加盟店またはPayPayユーザーが負う

ものとし、当社は、その内容、品質、正確性、信憑性、適法性、最



新性、有用性等を確認する義務を負わず、これらの事項についてい

かなる保証も、責任も負いません。また、投稿に当社以外の者が管

理するウェブサイトへのリンク（以下「外部リンク」といいます）

が含まれる場合において、外部リンクまたは外部リンク先が正常に

表示されないことによって、または外部リンク先に遷移したことに

よって加盟店またはPayPayユーザーに損害が生じたときであっても、

当社は当該損害について一切の責任を負いません。 

6. 当社は、当社の判断により、いつでも前項の投稿その他のPayPay内

における加盟店コンテンツの全部または一部を削除または変更する

ことができるものとし、これにより加盟店に損害が生じた場合であ

っても、当該損害につき一切責任を負わないものとします。 

7. 当社は、当社所定の方法により、加盟店に対してアクセス解析情報

を提供します。当社は、加盟店に対して、アクセス解析情報の内容

が真実および正確であることを保証するものではありません。また、

アクセス解析情報について、完全性、安全性および有効性（加盟店

の利用目的への適合性）を保証するものではありません。加盟店は、

顧客分析および PayPay マイストアの効果検証の目的の範囲でのみ、

アクセス解析情報を利用するものとし、当社の事前の書面による承

諾のない限り、利用目的以外の目的でアクセス解析情報の加工、分

析、編集その他の利用を行ってはならず、アクセス解析情報および

その派生データを第三者に開示、提供、漏えいしてはなりません。  

8. 当社は、加盟店に対し、当該加盟店のブランドページまたはストア

ページをフォローしたPayPayユーザー、加盟店コンテンツにアクセ

スした PayPayユーザーその他 PayPayユーザーの一切の情報（アカ

ウント名称、PayPay IDを含みますが、これに限られません）を開示

しません。 

9. 当社は、次の各号の一に該当する場合、当該加盟店に対して PayPay

マイストアの利用またはこの利用による販促の方法等の変更、改善、

中止その他の是正を求めること、またはPayPayマイストアの利用の

停止ができるものとし、当該加盟店は、これらに従うものとします。 

(1) 加盟店が PayPay マイストアの利用について PayPay ユーザーま

たは第三者からクレーム（投稿にかかる商品等の販売や提供、

特典の提供に関するクレームを含みますが、これに限りません）

を受けた場合 

(2) 加盟店が行うPayPayマイストアの利用またはこの利用による販

促が不適当であると当社が判断した場合 

(3) 本利用規約に違反していると当社が判断した場合 

(4) PayPayアプリおよびPayPayシステムの安全性を確保または向上

させるために必要であると当社が判断した場合 

10. 加盟店は、本契約の有効期間中および本契約終了後も、当社に対し、

次のとおり当社が PayPayアプリおよび PayPayマイストアに含まれ

る一切のコンテンツ、プログラムおよび情報（以下「コンテンツ等」

といいます）を使用することを無償で許諾するものとします。また、

コンテンツ等に加盟店または加盟店に対する権利許諾元に著作権が

帰属する著作物が含まれる場合であっても、加盟店は、当社が本条

による許諾に基づいて対象店舗情報を使用することに対して、著作

者人格権を行使せず、また、著作者に行使させないものとします。  

(1) コンテンツ等の全部または一部を任意に選択して複製、加工、

編集し、またはほかの情報素材などと組み合わせて当社のウェ

ブサイトおよびPayPayアプリに掲載すること 

(2) コンテンツ等を当社の販売促進および宣伝のために使用するこ

と 

(3) ヤフーその他当社の提携先企業のサービス（当該企業が管理運

営するウェブサイトや当該企業が開発したアプリケーションを

含みますが、これらに限りません）においてコンテンツ等を表

示すること（当該企業がその表示のために必要な範囲に限り、

コンテンツ等を複製し、公衆送信することを含みます）を再許

諾すること 

(4) 前各号のほか、日本の国内外で非独占的に利用すること（複製、

上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案および

出版ならびに第三者へサブライセンスすることを含みます） 

11. PayPayマイストアは、開発中のもの（ベータ版）であり、当社は、

加盟店への事前通知を行うことなく、PayPayマイストアの提供の全

部または一部を終了することがあります。当社は、理由の如何を問

わずPayPayマイストアの提供の終了によって生じた加盟店のいかな

る損害についても責任を負いません。また、PayPay アプリは、iOS

または Android 搭載スマートフォン用ソフトウエアであり、iOS お

よびAndroid搭載しないスマートフォンおよびPCでは、全部または

一部の機能が動作しない場合や画面が正常に表示されないことがあ

り、当社は、これによって生じた加盟店のいかなる損害についても

責任を負いません。 

 

第14条 （決済システム利用料） 

1. 加盟店は、当社に対して、PayPayの利用の対価として、PayPayで決

済された商品等代金の金額に当社所定の料率を乗じた金額（税別）

（以下「決済システム利用料」といいます）を支払うものとします。 

2. 当社は、決済システム利用料を、前条に基づき加盟店に支払う商品

等代金から差し引く方法により精算するものとし、加盟店は当該方

法により当社に決済システム利用料を支払うものとします。 

3. 当社は、決済システム利用料に関して領収証の発行または振替案内

等の通知は行いません。 

4. 加盟店は、当社に支払うべき金銭債務の履行を遅滞した場合、完済

日まで年14.6%（1年365日の日割り）の遅延損害金を支払うものと

します。 

5. 当社は、決済システム利用料の金額を変更する場合があります。決

済システム利用料の金額を上げる場合、当社は加盟店に対し、事前

にその内容を通知または公表することで決済システム利用料の金額

を上げることができるものとします。 

 

第15条 （クレーム対応等） 

1. 加盟店は、加盟店、加盟店店舗または商品等に関して、PayPayユー

ザーまたは第三者からクレーム（売上承認処理の対象とされた商品

等代金の金額相違、売上承認処理が完了しない状態で提供した商品

等の返還に関するクレームを含みますが、これに限りません）を受

けた場合、全て自己の責任と費用において対応し解決を図るものと

し、当社らに一切の迷惑を及ぼさないものとします。ただし、加盟

店とPayPayユーザーとの間の商品等売買を合意の上取り消し、また

は解除することによる解決を行う場合は、次条の定めに従った処理

を行うものとし、PayPayユーザーに対する返金を行わないものとし

ます。また、加盟店は、クレームの再発防止のために必要な措置を

講じなければなりません。 

2. 加盟店は、前項のクレームを解決するにあたって、PayPayユーザー

または第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、そ

の経過を当社に対して報告するものとします。また、加盟店が前項

のクレーム対応上、PayPayユーザーへ通知またはプレスリリースな

どを行う場合には、事前に当社にその内容を通知するものとします。 
 

第15条の2 （返品等） 

1. PayPayユーザーからの商品等の返品を受け付ける等により、加盟店

が加盟店とPayPayユーザーとの間の商品等売買を合意の上取り消し、

または解除した場合であって、当社所定の方法により当社所定の期

間内に取消処理を行い、当社がこの処理を承認したときには、当該

PayPayによる決済を取り消すことができるものとします。 

2. 前項の取消が行われた場合には、当社は、当該取消に係る売買等の

商品等代金相当額について、第13条に基づく支払いの義務を負わな

いものとします。また、既に第13条に基づく支払が行われた場合に

は、加盟店は、これを直ちに当社に返還しなければならないものと

します。この場合、第13条に基づき加盟店に支払う商品等代金その

他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額

を控除することができるものとします。 

 

第16条 （ポイントおよびクーポンによるプロモーション） 

1. 加盟店は、当社が以下の方法によるPayPay等のプロモーションを行

うことをあらかじめ承諾するものとします。 

(1) 当社の設定するポイント付与率（以下「ポイント付与率」とい

います）を商品等代金に乗じて算定したポイントをPayPayユー

ザーに付与する方法 

(2) 商品等代金の全部または一部の支払にポイントの利用を認める

方法 

(3) クーポンを発行する方法 

(4) クーポンの利用条件に従って商品等代金の全部または一部の支

払にクーポンの利用を認める方法 



2. 加盟店は、前項第 1 号のプロモーションに加えて、当社が別途定め

る範囲内で任意にPayPayユーザーにポイントを付与する方法により、

PayPay等のプロモーションを行うことができるものとします。 

3. 当社は、当社の任意の判断と負担により、ポイント付与率を超えた

ポイントを、PayPayユーザーに付与することができるものとします。

また、クーポンの発行時期、購入に利用できる商品等やクーポンの

種類、利用対象となる加盟店などクーポンの利用条件は、当社が任

意に設定します。 

 

第16条の2 （PayPayユーザーによるポイントおよびクーポンの利用） 

1. PayPayユーザーは、商品等代金の全部または一部の支払にポイント

およびクーポンを利用できるものとします。 

2. 加盟店は、前項の場合、利用されたポイントおよびクーポンに相当

する金額を商品等代金から差し引いて請求するものとし、利用され

たポイントまたはクーポン値引き相当額を含んだ金額をPayPayユー

ザーに請求してはなりません。 

3. 加盟店は、PayPayユーザーに対し、ポイントまたはクーポンの利用

を拒否したり、利用できるポイントまたはクーポンの種類を制限し

たり、他の決済方法への変更を要求したり、ポイントまたはクーポ

ン利用にかかる手数料を要求したりするなど、その方法を問わず、

ポイントまたはクーポンを利用するPayPayユーザーを不利に扱って

はなりません。 

 

第16条の3 （ポイントおよびクーポンに関する順守事項） 

1. 加盟店は、ポイントと類似するサービスや特典を提供している場合、

PayPayユーザーがポイントと混同または誤解しないようにしなけれ

ばなりません。 

2. 加盟店は、その方法を問わず、自らの注文により、ポイントまたは

クーポンを取得してはならないほか、万一自らの注文により取得し

たポイントまたはクーポンがある場合であっても、これを使用して

はなりません。また、当社がこれらに類似すると判断した行為につ

いても同様に禁止いたします。 

3. 加盟店は、ポイントおよびクーポンに関する当社所定の帳票を作成

し、本契約期間中および本契約期間終了後 7 年間は加盟店の事務所

内に保存するものとします。 

 

第16条の4 （ポイントまたはクーポン利用分の支払） 

1. 当社は、PayPayユーザーが商品等代金の全部または一部の支払にポ

イントまたはクーポンを利用した場合、当社所定の方法に従い、当

該ポイントまたはクーポン利用による値引き相当額を加盟店に支払

います。 

2. 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号の一に該当した場合、

ポイントまたはクーポン利用による値引き相当額の支払を留保する

ことができるものとします。 

(1) 第18条第1項（商品等代金を支払わない場合等）に該当する場

合 

(2) その他、不正利用防止の観点から必要と当社が判断した場合 

 

第17条 （PayPayの不正利用への対応等） 

1. 加盟店は、自己の責任において、取引の安全性の確保に努め、当社

らが推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、PayPayの不正

利用に該当しないことの確認を行い、不正利用の防止に協力するも

のとします。 

2. 加盟店は、商品等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本人以

外であると疑われる場合または商品等の購入申込みにおける PayPay

の使用状況が明らかに不審と思われる場合は、当該販売を行わない

ものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。 

3. 当社は、加盟店とPayPayユーザーとの取引において、当社所定の調

査により不正利用が発生しているまたはそのおそれがあると判断し

た場合、加盟店に対して商品等の引渡しまたは提供を停止すること

を求めることができるものとし、加盟店は当該求めがあった場合、

直ちにこれに応じるものとします。 

4. 加盟店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、

その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の

結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の

計画を策定し、実施するものとします。また、加盟店は、遅滞なく、

当該調査の結果および策定した計画の内容ならびにその策定および

実施のスケジュールを当社に報告するものとします。 

 

第18条 （商品等代金を支払わない場合等） 

1. 当社は、加盟店が行ったPayPayを利用して決済した商品等の販売に

ついて次の各号の一に該当した場合、加盟店に対し、何らの責任を

負うことなく、第13条に基づく支払いをしないことができるものと

します。 

(1) 売上承認処理を行わずに売買等を行うなど、当社所定の手続に

よらない方法で決済を行った場合 

(2) 売上承認処理の内容が正当なものでない場合または売上承認処

理の内容に不実不備がある場合 

(3) PayPay ユーザーがクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上

または加盟店との間の売買等の契約上の原因に基づき、PayPay

により決済した取引に係る契約を解除または取り消したことを

理由として、PayPay ユーザーがカード会社に対し、当該取引に

係る商品等代金の全部または一部を支払わない場合 

(4) 第15条第1項のクレームが発生した場合またはそのおそれがあ

ると当社が判断した場合 

(5) PayPay ユーザーに商品等の引渡しまたは提供がなされていない

場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合 

(6) 加盟店が第32条第1項各号のいずれかに該当することが判明し

た場合またはその疑いがあると当社が認めた場合 

(7) その他加盟店が本利用規約（付随する特約等を含みます）、

PayPay残高加盟店規約およびカード加盟店規約に違反した場合 

(8) PayPayユーザーまたはその他の第三者から、PayPayによる決済

を行っていない旨の申し出があった場合または商品等の購入申

込みを行った者が正当な決済権限を有する者以外であると疑わ

れる場合。ただし、加盟店が次の（ア）から（ウ）の条件をい

ずれも満たしている場合は除く。 

(ア) 加盟店が、上記決済が正当な決済権限を有する者によるもの

でないことについて善意かつ無過失であること 

(イ) 第17条に規定する義務に違反している疑いがないこと 

(ウ) 上記決済に関する当社からの調査協力（上記決済に関する情

報や監視カメラ映像の提供を含みますが、これらに限りませ

ん）の求めがあったときはこれに応じること 

2. 加盟店は、前項各号に定める事項が第13条に基づく支払いの後に判

明した場合、当社が支払った商品等代金を当社に対し返還しなけれ

ばならないものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は、加

盟店が負担するものとします。 

3. 当社は、前項の場合、第13条に基づき加盟店に支払う商品等代金そ

の他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当

額を控除することができるものとします。 

4. 当社は、第 1 項各号に該当する疑いがあると当社らが認めた場合、

自らまたはカード会社その他の当社が指定する第三者をして、当該

事項について調査（以下「事実調査」といいます）を行いまたは行

わせること、また、事実調査が完了するまで第13条に基づく支払い

を留保することができるものとします。 

5. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うこ

となく、第13条に基づく支払いを行わないことができるものとしま

す。 

(1) 事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない

場合 

(2) 事実調査の開始から 14 日以内に、事実調査のため PayPay が加

盟店に対して行う問い合わせに加盟店が対応しない場合 

6. 事実調査が開始後30日以内に完了し、加盟店が第4項に基づき第13

条に基づく支払いを留保している商品等代金につき第 1 項各号に該

当しないと認めた場合、当社は、加盟店に対し当該商品等代金を支

払うものとします。この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を

負わないものとします。 

 

第19条 （調査協力等） 

1. 加盟店は、当社らが加盟店に対し業務内容、PayPayの利用状況、商

品等の内容または売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関

して調査、報告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じ

るものとします。 



2. 加盟店は、当社が、当社らが法令に基づく報告等を行うにあたり必

要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場

合、直ちにこれに応じるものとします。 

3. 当社は、加盟店管理のため加盟店に対して当社ら所定の途上審査を

行い、当該途上審査の結果を必要に応じてカード会社その他の決済

手段提供会社に通知するものとし、加盟店はこれを承諾するものと

します。 

 

第20条 （個人情報の取り扱い） 

当社または加盟店は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連し

て、個人情報（個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をい

い、PayPay ID、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報等をいう。

以下同じ）の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイド

ラインに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取

り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものと

します。 

 

第21条 （情報の漏えい等が生じた場合の対応） 

1. 加盟店は、決済関連情報、注文関連情報またはカード関連情報を含

む加盟店が保有するPayPayに関する情報の滅失、毀損または漏えい

（以下「漏えい等」といいます）が生じた場合、速やかに当社に対

し、漏えい等の発生の日時、内容その他の詳細事項について報告を

しなければなりません。 

2. 加盟店は、前項の漏えい等が生じた場合、速やかに漏えい等の原因

を究明するために必要な調査（当該漏えい等に係るクレジットカー

ド番号等の特定を含む。）を行い、当社に報告するものとします。ま

た、この場合、加盟店は、漏えい等の再発防止のための必要な措置

（従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします）を講じ

たうえで、その内容を当社に書面で報告しなければなりません。 

3. 当社は、加盟店が漏えい等を生じさせた場合であって、加盟店が実

施した前項の調査または再発防止のための措置が不十分であると認

めた場合、その他当社が必要と認める場合は、加盟店に対し、追加

調査、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うこ

とができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、

当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が

行う措置または指導には次の各号に定める事項を含みますが、これ

に限らないものとします。 

(1) 当社が指定する監査会社によるシステム診断 

(2) PayPayの提供の停止 

 

第22条 （反社会的勢力との取引拒絶） 

1. 加盟店は、加盟店および加盟店の親会社、子会社等の関連会社なら

びにそれらの役員、従業員等（以下あわせて「加盟店等」といいま

す）が、現在、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するものとします。 

(1) 暴力団  

(2) 暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しな

い者 

(3) 暴力団準構成員  

(4) 暴力団関係企業 

(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等  

(6) 前各号の共生者 

(7) その他前各号に準ずる者 

2. 加盟店は、加盟店等が自らまたは第三者を利用して、当社または第

三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するも

のとします。 

(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、または暴力を用いる行為  

(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用

を毀損し、またはその業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為  

3. 当社は、加盟店が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、

直ちに本契約および当社と加盟店間に存在する他の契約の全部もし

くは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。 

 

第23条 （第三者への業務委託） 

当社は、申込み、審査、問い合わせ対応その他の加盟店管理事務を

当社が指定する第三者に委託することができるものとします。 

 

第24条 （秘密保持義務） 

1. 加盟店および当社は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密（不

正競争防止法第 2条第 6項に定めるものをいいます）であって、開

示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報（以下「秘密情報」

といいます）を、本契約の有効期間中および本契約終了後 2 年間厳

に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者

に開示、提供、漏えいし、また本契約の履行以外の目的に使用して

はなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関

よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への

速やかな通知を行うことを条件として開示することができます。 

2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情

報に当たらないものとします。 

(1) 開示の時点ですでに被開示者が保有していた情報 

(2) 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報 

(3) 開示の時点で公知の情報 

(4) 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった

情報 

3. 加盟店および当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約

の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員に開示するこ

とができるほか、弁護士または税理士などの法令上守秘義務を負う

第三者に対して開示することができます。ただし、第三者に情報を

開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課

し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情

報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負います。 

4. 前項に定めるもののほか、当社は、本契約を通じて知り得た購買履

歴その他の情報を、特定の加盟店を識別できないように加工した上

で、当該加盟店以外の第三者に提供することができます。 

 

第25条 （PayPayの中断または停止） 

1. 当社は、PayPayシステムの定期点検、保守等のやむを得ない事情に

より、PayPayの提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があり

ます。この場合、当社は、加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等

により、事前にその旨を通知するものとします。 

2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、当社は、加盟店

への事前通知を行うことなく、直ちにPayPayの提供を中断または停

止することができます。かかる中断または停止により、本契約の全

部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はそれについて

何ら責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。この場合、当

社は当該中断または停止により加盟店に発生した一切の損害につい

て免責されます。 

(1) 当社が、天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、

通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、

内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他

当社の責に帰することのできない事由によりPayPayの提供の中

断または停止を必要と判断した場合 

(2) PayPay システムの保守等、技術もしくは運用上の理由その他の

合理的な理由で当社がPayPayの提供の中断または停止を必要と

判断した場合 

(3) PayPay システムの不正利用防止などのため中断が必要であると

当社が判断した場合 

3. 当社は、通信障害、機器故障、その他の事由により、PayPayが利用

できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかに加

盟店に対してその旨をウェブサイトへの掲示等により告知するとと

もに復旧に努めるものとします。 

 

第26条 （免責） 

1. 前条に該当し、PayPayを利用することができないことにより、これ

を決済方法とする売買等を行うことができない等、加盟店に損害が

生じた場合においても、これらの損害につき、当社は一切責を負わ

ないものとします。 

2. 前項に定める事由を除き、当社の責に帰すべき事由により加盟店に

損害が発生した場合、当社は、本契約に基づき加盟店から当社に支



払われた直近の 1 カ月分の決済システム利用料の合計額を限度とし

て、当該損害を賠償する責を負うものとします。 

3. 前項の規定にかかわらず、PayPayマイストアの利用について、当社

の責めに帰すべき事由により加盟店に損害が発生した場合において

も、これらの損害につき、当社は一切の責を負わないものとします。 

 

第27条 （権利義務等の譲渡禁止） 

1. 加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、

または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、

その他処分をしてはならないものとします。 

2. 当社は、本契約上の地位および本契約に基づく債権を第三者に譲渡

することができるものとし、加盟店は予めこれを承諾するものとし

ます。 

 

第28条 （届出および当社からの通知） 

加盟店は、本契約に基づき当社に届け出た名称（商号）、法人番号、

代表者氏名、所在地、業種名、サービス責任者、電話番号、電子メ

ールアドレスおよびWebサイト等の情報に変更が生じた場合は、直

ちに所定の方法にて変更届を当社に提出するものとします。変更届

を提出しなかったことにより生じた不利益は、加盟店がその責を負

うものとします。 

 

第29条 （有効期間） 

1. 本契約の有効期間は、第 3条に定める契約成立の日から 1年間とし

ます。 

2. 前項の定めにかかわらず、期間満了の30日前までにいずれの当事者

より期間満了日をもって本契約を終了する旨の書面による通知がな

されない限り本契約は自動的に 1 年間更新するものとし、以後も同

様とします。 

3. 本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務について

はその履行が完了するまで本契約が適用されます。 

 

第30条 （残存条項） 

本契約終了後も、第9条（アクセス権限）第3項、第15条（クレー

ム対応等）第1項、第20条（個人情報の取り扱い）、第24条（秘密

保持義務）、第26条（免責）、第27条（権利義務等の譲渡禁止）、第

29条（有効期間）第3項、本条（残存条項）、第32条（解除、期限

の利益喪失等）第 3項、第 33条（損害賠償）、第 36条（協議）、第

37 条（準拠法）および第 38 条（合意管轄）は有効に存続するもの

とします。 
 

第31条 （中途解約等） 

1. 第29条第1項の有効期間内であっても、加盟店が当社所定の方法で

解約届を当社に提出し、当社がこれを受理した後、別途定める期間

が経過した時点で、本契約は終了するものとします。 

2. 当社が30日以上の期間を定めて本契約の解約を通知したときは、第

29条第1項の有効期間内であっても、当該通知期間の経過をもって、

本契約は終了するものとします。 

 

第32条 （解除、期限の利益喪失等） 

1. 当社は、加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告

なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負う

ことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができま

す。 

(1) 本契約または加盟店と当社らとの間で締結した他の契約に定め

る義務の全部または一部に違反したとき 

(2) 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処

分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課

を滞納し督促を受けたとき 

(3) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消

しの処分を受けたとき 

(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清

算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解

散（法令に基づく解散も含みます）、清算もしくは私的整理の手

続に入ったとき 

(5) 資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な

一部の譲渡の決議をしたとき 

(6) 手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払

停止となったとき 

(7) 主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続

することを不適当と判断したとき 

(8) 法令等に違反したとき 

(9) 商品等または加盟店の販売方法に関し、PayPay ユーザーもしく

は第三者から多数の苦情などが寄せられたときまたは当社が不

適切であると判断したとき 

(10) 当社またはPayPayの信用を毀損したときまたはそのおそれがあ

ると当社が判断したとき 

(11) カード会社から、カード加盟店として適当ではないとして、ク

レジットカードの取り扱いの停止を通知されたとき 

(12) 商品等や販売方法等に関し、関係官庁による注意または勧告を

受けたとき 

(13) 商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを

受けたり公序良俗に反したりするなど、PayPay の利用を当社が

ふさわしくないと判断したとき 

(14) 加盟店の代表者もしくは加盟店の指定する担当者と連絡が取れ

なくなったときまたは加盟店の代表者の意思が確認できないと

き 

(15) 指定収納代行会社が定める支払期日に支払を遅延したとき、指

定収納代行会社との契約に違反したときまたは指定収納代行会

社との契約が終了したとき 

(16) 加盟店が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人

が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき 

(17) 加盟店が法人の場合において、その代表者が死亡し、加盟店が

本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき 

2. 加盟店が前項各号の一に該当する場合、加盟店は、当社に対する全

ての債務（本契約による債務に限定されません）について、当然に

期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなけ

ればいけません。 

3. 本条に定める契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償の請求

を妨げません。 

 

第33条 （損害賠償） 

加盟店が本契約に違反し、当社らに損害が発生した場合、加盟店は当

該損害を賠償する責任を負います。 

 

第34条 （本契約終了時の措置） 

1. 本契約が終了した場合、当社は当社所定の方法によりPayPayの提供

を停止します。 

2. 本契約が終了した場合、加盟店は速やかに第10条に定める措置を中

止するとともに、これに使用した掲示物等を廃棄しなければなりま

せん。 

 

第35条 （変更） 

1. 当社は、加盟店に事前に通知することなく、いつでも本利用規約（本

利用規約に関連して当社が個別に提示する利用条件を含みます）を

変更することができるものとします。ただし、加盟店への影響が重

大な場合、事前告知期間を設けるものとします。 

2. 当社による本利用規約の変更後に、加盟店がPayPayを利用して決済

を行った場合は、加盟店は変更後の本利用規約を承認したものとみ

なします。 

 

第36条 （協議） 

本利用規約に定めのない事項または本利用規約の解釈に生じた疑義

について、当社および加盟店は、誠実に協議して解決を図るものと

します。 

 

第37条 （準拠法） 

本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠する

ものとします。 

 

第38条 （合意管轄） 

本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または

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。 



2018年 7月30日制定 

2018年 9月6日改定 

2018年10月22日改定 

2019年 7月29日改定 

2019年 8月28日改定 

2019年 9月30日改定 

2019年 11月19日改定 

2020年 4月15日改定 

2020年 7月15日改定 

 

 
 

 


