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カードご利用明細書ＷＥＢサービス利用者規約  
 
第１条 （目的）  

１． 本規約は、株式会社アプラス（以下「当社」といいます。）が発行するクレジットカードまたはローンカ
ード（以下これらを「カード」といいます。）に係る会員規約（以下「カード会員規約」といいます。）の特
約として、当社からカードの貸与を受けた会員（以下「カード会員」といいます。）のうち、当社が別途
定める NETstation*APLUS 会員規約に定めるネット会員（以下「ネット会員」という）が、第２条に定め
る「カードご利用明細書ＷＥＢサービス」を利用する場合の条件等を定めるものです。 

２． 本規約で使用する用語の定義は、特に定めがある場合のほかは、カード会員規約および
NETstation*APLUS 会員規約に準拠するものとします。 

第２条 （定義）  

１． 「カードご利用明細書ＷＥＢサービス」（以下「WEB 明細サービス」といいます。）とは、カード会員規
約の規定にかかわらず、ネット会員が一定の条件を満たす場合において、当社が、カード利用時の
「ご利用明細書」を、郵送による方法に代えて、｢カード利用明細書ＷＥＢサービス利用者規約」（以
下、「本規約」といいます。）に規定された方法により、提供するサービスをいいます。 

２． WEB 明細サービスにおいて、当社は、割賦販売法第 30 条の 2 の 3 に規定される項目のうち、郵送
による方法で交付している「ご利用明細書」において記載している項目を、割賦販売法第 30 条の 6
に基づく電磁的方法により提供するものとします。 

第３条 （利用資格）  

１． WEB 明細サービスを利用することができる者は、ネット会員で、かつ、パソコン等（第５条に定める方
法によりご利用明細書の内容の提供を受けること、かつ、プリンター等を用いることにより当該内容を
印刷することが可能な機能を備えたものに限ります。）によりインターネットに接続することが可能な環
境を有している者でなければならないものとします。 

２． WEB 明細サービス利用者は、「ネットステーションアプラス」におけるネット会員 IDが無効となった場
合には、WEB 明細サービスを利用することはできないものとします。 
 

第４条 （利用の申請・登録の解除）  

１． WEB 明細サービスの利用を希望するネット会員は、本規約を承認のうえ、当社所定の方法により当
社に申請し、ＷＥＢ明細サービスの登録について承認を得るものとします。なお、ネット会員は、割賦
販売法第 30 条の 6 に定める電磁的方法により提供することについて別途当社所定の方法にて当
該提供について、承諾するものとします。 

２． WEB 明細サービスの利用を停止したいネット会員は、当社所定の方法で申し出ることにより、いつで
もWEB 明細サービスの登録を解除し、｢ご利用明細書｣の郵送による受領を選択することができるも
のとします。 

第５条 （ご利用明細書の確認・通知）  

１． 当社は、WEB 明細サービス利用者に対して、「ご利用明細書」を確認する方法として、「ネットステーシ
ョンアプラス」での閲覧およびダウンロードの方法により提供するものとし、原則として「ご利用明細書」
の送付は行わないものとします。なお、ダウンロードできるソフトウェアの種類は Adobe Reader6.0 以上
となります。ただし、ご利用代金の明細（家族会員利用分を含む。）の確定時において、次のいずれか
に該当した場合は、当社は、「ご利用明細書」を郵送するものとします。 
(1) 法令等によって書面の送付が必要とされる場合。 
(2) 払込振替票を使って、カード利用による支払金等の振込みを行っている場合。 
(3) その他当社がご利用明細書の送付を必要と判断した場合。 

 
カードご利用明細書ＷＥＢサービス利用者規約  
 
第１条 （目的）  

１． カードご利用明細書ＷＥＢサービス利用者規約」（以下「本規約」といいます。）は、株式会社アプラ
ス（以下「当社」といいます。）が発行するクレジットカードまたはローンカード（バーチャル式のものを
含みます。以下これらを「カード」といいます。）に係る会員規約（以下「カード会員規約」といいま
す。）の特約として、当社からカードその他の物または記号、番号その他の符号の貸与または付与
を受けた会員のうち、当社が別途定める NETstation*APLUS 会員規約に定めるネット会員（以下
「ネット会員」といいます。）が、第２条に定める「カードご利用明細書ＷＥＢサービス」を利用する場
合の条件等を定めるものです。 

２． 本規約で使用する用語の定義は、特に定めがある場合のほかは、カード会員規約および
NETstation*APLUS 会員規約に準拠するものとします。 

第２条 （定義）  

「カードご利用明細書ＷＥＢサービス」（以下「WEB 明細サービス」といいます。）とは、カード会員規約の
規定にかかわらず、ネット会員が一定の条件を満たす場合において、当社が、カード利用時の「ご利用明
細書」を、電磁的方法により提供するサービスをいいます。 

 

第３条 （利用資格）  

１． WEB 明細サービスを利用することができる者は、ネット会員で、かつ、パソコン等（第５条に定める
方法によりご利用明細書の内容の提供を受けること、かつ、プリンター等を用いることにより当該内
を印刷することが可能な機能を備えたものに限ります。）によりインターネットに接続することが可能
な環境を有している者でなければならないものとします（以下、WEB 明細サービスを利用する者を
「WEB 明細サービス利用者」といいます。）。 

２． WEB 明細サービス利用者は、「ネットステーションアプラス」におけるネット会員 IDが無効となった
場合には、WEB 明細サービスを利用することはできないものとします。 

第４条 （利用の申請・登録の解除）  

１． WEB 明細サービスの利用を希望するネット会員は、本規約を承認のうえ、当社所定の方法により   
当社に申請し、ＷＥＢ明細サービスの登録について承認を得るものとします。なお、ネット会員は、
当社が割賦販売法所定の項目を電磁的方法により提供することについて別途当社所定の方法に
より承諾するものとします。 

２． WEB 明細サービス利用者は、WEB 明細サービスの利用を停止したい場合には、当社所定の方法
で申し出ることにより、いつでも WEB 明細サービスの登録を解除し、｢ご利用明細書｣の郵送による
受領を選択することができるものとします。 

第５条 （ご利用明細書の確認・通知）  

１． 当社は、WEB 明細サービス利用者に対して、「ご利用明細書」を確認する方法として、「ネットステ
ーションアプラス」での閲覧およびダウンロードの方法により提供するものとします。なお、ダウンロー
ドできるソフトウェアの種類は Adobe Reader6.0以上となります。ただし、次のいずれかに該当した場
合は、当社は、「ご利用明細書」を郵送するものとします。 
(1) 法令等によって書面の送付が必要とされる場合。 
(2) 払込振替票を使って、カード利用による支払金等の振込みを行っている場合。 
(3) 当社が、WEB 明細サービス利用者から、第 5 項に基づく連絡を受けた場合。 
(4) WEB 明細サービス利用者から請求があった場合。（請求月より最長 15 ヶ月前以内で、かつ 1

回に限ります。） 



 

２． 当社は、ご利用代金の明細が確定した場合には、その旨の通知（以下「確定通知」といいます。）を、
WEB 明細サービス利用者があらかじめ登録した電子メールアドレス宛に行なうものとします。ただし、
当月の請求がない場合は、確定通知を行わないものとします。 

３． WEB 明細サービス利用者は、「ご利用明細書」が閲覧およびダウンロード可能となった後、遅滞なく
「ご利用明細書」を閲覧し、次項  に定めるファイルへの記録方式でダウンロードするものとします。 

４． ファイルへの記録方式は、PDF 形式を使用するものとします。 
５． WEB 明細サービス利用者は、「ご利用明細書」が閲覧およびダウンロード可能となった際、プリンタ
ー等を用いることにより利用明細書の内容を印刷することが可能な機能を備えたパソコン等を有してい
ない場合、若しくは閲覧またはダウンロードすることが出来ない場合は、速やかに当社に連絡すること
とします。 

６． 当社は、WEB 明細サービス利用者から前項の連絡を受けた場合は、当該月の「ご利用明細書」を
WEB 明細利用者に郵送することとします。 

７． 本条 2 項の確定通知の送信をもって、当社からの「ご利用明細書」の提供が完了したものとします。
なお、WEB 明細サービス利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「ネットステーションアプラ
ス」において、「ご利用明細書」の確認を行うことができるものとします。 

８． WEB 明細サービス利用者の責に帰すべき事由により確定通知が受信できないことにより、WEB 明
細サービス利用者または第三者に対して損害が発生した場合でも、当社は一切責任を負わないものと
します。 

第６条 （WEB 明細サービスの提供終了）  
 
当社は、WEB 明細サービス利用者が次のいずれかに該当した場合には、WEB 明細サービス利用者の承諾
を得ることなく、WEB 明細サービスの提供を終了することができるものとします。なお、この場合、当社は当該
利用者に対する通知を行わないものとします。 
(1) 会員資格を喪失した場合。 
(2) 本規約のいずれかに違反した場合。 
(3) その他当社が WEB 明細サービス利用者として不適当と判断した場合。  
 
第７条 （終了・中止・変更）  

１． 当社は、予告なしに、いつでも WEB 明細サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更すること
ができるものとし、WEB 明細サービス利用者は、あらかじめその旨承諾するものとします。 

２． WEB 明細サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。 

第８条 （本規約の変更）  

当社は、WEB 明細サービス利用者への事前通知または承諾なくして、本規約を随時変更することができるも
のとします。この場合、当社は当社の WEB サイトに公開するなど、当社所定の方法により直ちに変更後の規
約をWEB 明細サービス利用者に通知するものとします。 

第９条 （本規約の優越）  

WEB 明細サービスの利用に際し、カード会員規約および NETstation*APLUS 会員規約と本規約の内容が一
致しない場合は、本規約が優先して適用されるものとします。 

20２１年 9 月 25 日改定 

 

(5) その他当社がご利用明細書の送付を必要と判断した場合。 
２． 当社は、ご利用代金の明細が確定した場合には、その旨の通知（以下「確定通知」といいます。）

を、WEB 明細サービス利用者があらかじめ登録した電子メールアドレス宛に行うものとします。ただ
し、当月の請求がない場合は、確定通知を行わないものとします。 

３． WEB 明細サービス利用者は、「ご利用明細書」が閲覧およびダウンロード可能となった後、遅滞な
く「ご利用明細書」を閲覧し、次項に定めるファイルへの記録方式でダウンロードするものとします。 

４． ファイルへの記録方式は、PDF 形式を使用するものとします。 
５． WEB 明細サービス利用者は、「ご利用明細書」が閲覧およびダウンロード可能となった際、プリンタ

ー等を用いることによりご利用明細書の内容を印刷することが可能な機能を備えたパソコン等を有
していない場合、若しくは閲覧またはダウンロードすることが出来ない場合は、速やかに当社に連
絡することとします。 

６． 本条 2 項の確定通知の送信をもって、当社からの「ご利用明細書」の提供が完了したものとしま   
す。なお、WEB 明細サービス利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「ネットステーショ
ンアプラス」において、「ご利用明細書」の確認を行うことができるものとします。 

７． WEB 明細サービス利用者の責に帰すべき事由により確定通知が受信できないことにより、WEB 明
細サービス利用者または第三者に対して損害が発生した場合でも、当社は一切責任を負わないも
のとします。 
 

第６条 （WEB 明細サービスの提供終了）  

当社は、WEB 明細サービス利用者が次のいずれかに該当した場合には、WEB 明細サービス利用者の承
諾を得ることなく、WEB 明細サービスの提供を終了することができるものとします。なお、この場合、当社は
当該利用者に対する通知を行わないものとします。 
(1) 会員資格を喪失した場合。 
(2) 本規約のいずれかに違反した場合。 
(3) その他当社が WEB 明細サービス利用者として不適当と判断した場合。  

第７条 （終了・中止・変更）  

１． 当社は、予告なしに、いつでも WEB 明細サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することが
できるものとし、WEB 明細サービス利用者は、あらかじめその旨承諾するものとします。 

２． WEB 明細サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。 

第８条 （本規約の変更）  

当社は、WEB 明細サービス利用者への事前通知または承諾なくして、本規約を随時変更することができる
ものとします。この場合、当社は当社の WEB サイトに公開するなど、当社所定の方法により直ちに変更後の
規約をWEB 明細サービス利用者に通知するものとします。 

第９条 （本規約の優越）  

WEB 明細サービスの利用に際し、カード会員規約および NETstation*APLUS 会員規約と本規約の内容が
一致しない場合は、本規約が優先して適用されるものとします。 

2022 年 4 月 1 日改定 

 

 


