au かんたん決済会員規約（Google Play™）

au 以外の提携通信サービスをご利用の会員の皆さまへ
* au かんたん決済（本サービス）をご利用される場合には、当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、会
員の皆さまにかかる信用情報等を提携事業者から取得いたします。当社による情報取得を望まれない方は、
ご利用をお控えください。
* 提携通信サービスをご利用の方は、本サービスについて、本規約を提携事業者の指定する利用規約として
お読みください。

au かんたん決済会員規約（Google Play(TM)）
Google LLC（本邦の域外にある国又は地域にある事業者であり、以下「Google」といいます。）が提供する
Google Play (TM)で au かんたん決済をご利用の際には、au かんたん決済会員規約（Google Play(TM)）
（以下「本規約」といいます。
）に同意していただきます。

最新版の規約については、常に下記 URL に掲載をしております。

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/conditions/
第 1 条（本サービスの内容等）

1．本サービスは、EZ 有料情報サービス、まとめて au 支払いとは異なります。

2．本サービスは、KDDI 株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、併せて「当社」といいます。）が当
社所定の通信サービス（当社が au（WIN）通信サービス契約約款に定める au（WIN）通信サービス及び au
（LTE）通信サービス契約約款に定める au（LTE）通信サービス及び au（5G）通信サービス契約約款に定め
る au（5G）通信サービス（以下、併せて「au 通信サービス」といいます。）、当社が提携する通信事業者が
提供する通信サービス（以下「提携通信サービス」といいます。
）及び当社が提携するケーブルテレビ事業者
が提供する通信サービス並びに FTTH サービス契約約款に定める FTTH サービス及び当社が提携するインタ
ーネット接続サービスをいい、以下、併せて「通信サービス」といいます。）の契約者であって、当社所定の
条件を満たす方（以下、併せて「会員」といいます。）向けのサービスです。

3．本サービスのご利用に際しては au ID が必要となります（au 通信サービス以外の通信サービスをご利用
されている会員の条件については、別途定めます。）。au ID のご利用に際しては、ID 利用規約が適用になり
ます。会員が au ID の取得若しくは当社所定の設定を行っていない場合、又は会員が携帯電話端末等からご
利用された有料サービス及びご購入された商品（以下「商品等」といいます。
）の購入に係る申込が行われた

後に通信サービスのご契約内容、又は au ID に変更等があった場合、本サービスのご利用が一部制限される
場合があります。

4．本サービスは、商品等の代金を、会員が、通信サービスの通信料と合算して支払うことを可能とするサー
ビス（以下「合算支払サービス」といいます。）と、商品等の代金がその他の方法により支払可能となるサー
ビス（以下「その他支払サービス」といいます。
）とがあります。その他支払サービスには、au PAY カード
支払いサービス(au WALLET クレジットカード支払いサービス)があり、当社は、au PAY カード支払いサ
ービス(au WALLET クレジットカード支払いサービス)について、KDDI フィナンシャルサービス株式会社
（以下「KFS」といいます。
）と提携して au PAY カード支払いサービス(au WALLET クレジットカード支
払いサービス)を提供します。

5．本サービスは、代金の支払手段を提供することを目的としたサービスであり、会員は、現金化を目的とし
て本サービスを使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。

6．商品等のご購入時には、通信料が発生する場合があります。

第 2 条（合算支払サービスの利用条件）

7．会員に係る商品等の代金は、Google 又はその 100%子会社であるグーグル・ペイメント合同会社（以下、
併せて「加盟店」といいます。
）の定める利用規約等、当該会員と加盟店との間の合意に基づき、当社がその
加盟店からその代金に係る債権の譲渡（以下「債権譲渡」といいます。
）を受け、当社の債権として通信サー
ビスの通信料等と合算請求する取扱いを行います。この場合において、代金は、当社の機器により計算のう
え、その料金を請求するために必要な処理を加盟店が完了した日を含む料金月ごとに集計し、請求するもの
とします。なお、当該会員が通信サービスの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合、当社は、
直接又は第三者を介して、当該代金等に係る支払請求権をクレジットカード会社（KFS が提携するクレジッ
トカード会社をいい、以下、単に「クレジット会社」といいます。）に譲渡（以下「クレジットカード債権譲
渡」といいます。
）し、又は当該代金等の回収を、クレジットカード会社に委託するものとします。また、会
員が、au 通信サービス以外の通信サービスをご利用されている場合、当社は、当該代金に係る支払請求権を
当該 au 通信サービス以外の通信サービスの事業者（以下、併せて「提携事業者」といいます。
）に譲渡（以
下「提携事業者債権譲渡」といいます。
）するものとします。但し、会員が、株式会社ジュピターテレコム及
び同社のグループ会社（以下 「J:COM」といいます。）との間で「J:COM まとめ請求」に係る利用契約を締
結している場合、当社は、J:COM に対して代金の回収を委託（以下「本回収代行」といいます。）するものと
します。

8．複数の通信サービスをご利用されている会員は、ご利用されている通信サービスに係る契約の中から、代
表契約を設定することにより、当該代表契約を合算支払サービスの請求先に指定することができます。但し、
合算支払サービスの請求先として指定可能な代表契約は、当社が定める条件によるものとします。

9．合算支払サービスにはご利用限度額があります。ご利用上限額は、会員の年齢、通信サービスのご利用状
況及び会員のお支払状況等を勘案の上、商材種別やサービスに応じて、当社基準に基づき、決定します。

10．ご利用上限額の算定は、消費税等の税込の金額で行います。なお、消費税等の税率変更があった場合に
は、税率変更前のご利用状況がご利用上限額の範囲内である限りにおいて、ご利用上限額を超過しないもの
として取り扱います。

11．第 9 項に定める年齢は、au 通信サービス（統合 au ID を選定されている場合は、統合 au ID が付与さ
れた au 通信サービスを指すものとします。
）若しくは提携通信サービスのご契約時等に会員に登録いただい
た生年月日、又は当該通信サービスをご利用される者として会員に登録いただいた方（以下「登録利用者」
といいます。
）の生年月日をもとに算定します。なお、年齢の判定にあたり、当該登録利用者の年齢が会員の
年齢に優先することができるものとします。

12．第 9 項の定めに拘わらず、当社は、当該会員のご利用上限額を変更することができます。

13．第 9 項及び前項の定めに拘わらず、合算支払サービスをご利用される会員は、自己に適用されるご利用
上限額より低い額の上限を設定することができます。

14．当社は、当社所定の方法により、会員に適用されるご利用上限額を携帯電話端末や PC 等の端末に表示
します。

15．第 9 項の定めに拘わらず、継続的な取引における商品等の代金を支払う場合において、当該取引開始後
にご利用上限額が減額されたとき等は、ご利用上限額を超える場合があります。

第 3 条（その他支払サービスの利用条件）

16．会員は、合算支払サービスのご利用上限額を超過した場合、au PAY カード支払いサービス(au WALLET
クレジットカード支払いサービス)をご利用できます。

17．au PAY カード支払いサービス(au WALLET クレジットカード支払いサービス)のご利用に際しては、
「au PAY カード特約」が適用になります。

18．その他支払サービスのご利用において、au PAY カード支払いサービス(au WALLET クレジットカード
支払いサービス)により商品等の代金を支払うことを選択された場合、商品等の代金は、加盟店の定める利用
規約等、商品等の購入に係る会員と加盟店との間の合意に基づき、直接又は当社を介して、クレジットカー
ド会社によって請求されます。

第 4 条（本サービスの利用の制限、停止等）

19．以下の各号のいずれかの事由が生じた場合等には、当社又はクレジットカード会社は、該当した会員に
係る債権の譲受けに応じず、当社は、提携事業者債権譲渡若しくはクレジットカード債権譲渡を行わず、又
は当社は本回収代行を行わない場合があります。この場合、代金は加盟店又は商品等の提供者若しくは販売
者（以下、提供者及び販売者を併せて「売主」といいます。
）から請求され、又は購入に係る申込が撤回され
たものとして取り扱われる場合があることについて会員は予め同意するものとします。
①通信サービスのご契約内容、au ID の登録内容に変更があった場合
②本サービスを利用して商品等の購入に係る申込が行われた後に代表契約の変更、解約がなされた場合
③会員が通信サービスの通信料等その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合
④会員が代金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合
⑤会員が本サービスを利用して、違法、不正な行為を行った場合、又はそのおそれがある場合
⑥換金を目的とした商品等の購入の疑いがある場合等、会員の本サービスの利用状況が不適当である、又は
そのおそれがある場合
⑦乗っ取り、ハッキング、フィッシング行為等により、本サービスにおいて、会員以外の第三者による不正
利用、不正購入、不正取引等が行われている（そのおそれ及び疑いがある場合も含みます。
）と当社等が判断
した場合

20．会員は、当社が、前項の事由に該当した会員に係る債権譲渡の取扱いを行わない旨及びその理由を加盟
店に通知することを予め同意するものとします。

21．会員が代金の支払いを滞った場合又はご利用上限額に達している場合、又は 19 項⑦に定める事由があ
ると当社等が判断した場合は、当社は、当該会員による本サービスのご利用を一時停止又は禁止することが
あります。

22．通信サービス若しくは本サービスのご利用状況、通信サービスの通信料等の支払方法若しくは売主によ
る代金の課金方法又は会員の年齢若しくは登録利用者の年齢等により本サービスをご利用いただけない場合
があります。また、統合 au ID の選定後に代表契約の内容、通信サービスのご利用状況、又は au ID の登録
内容に変更があった場合、当社は、当社所定の方法で代表契約を他の通信サービスに係る契約に切り替える
ことができます。当社は、会員が本サービスをご利用いただけない場合、又は代表契約の切り替えを行った
場合、その旨を会員に通知するものとし、また、加盟店に通知する場合があります。

23．会員ご本人の申告により本サービスのご利用を停止することができます。また、会員の申告により、当
社が合算して請求を行うサービス(au 通信サービスの契約者については、EZ 有料情報サービス、まとめて au
支払いを含みます。）のご利用を停止することもできます。

第 5 条（当社の免責等）

24．会員は、自己の携帯電話端末等に係る SIM カードを自らの責任において管理するものとします。会員の
SIM カード内の情報を利用してなされた本サービスの利用やそれに伴う一切の行為は、当該利用や行為が会
員自身の行為であるか否かを問わず、当該会員による利用及び行為とみなして取り扱います。

25．会員は、商品等の購入に係る申込の撤回又は商品の返品若しくは変更等が行われた代金について、当社、
提携事業者又はクレジットカード会社の請求に基づき支払いを行っていただきます。この場合において、会
員は、その料金の返還その他の取扱いについて、当該商品等の売主と協議していただきます。

26．商品等のご購入時には、加盟店及び売主の定める利用規約等を会員は同意するものとします。商品等の
購入に係る契約は、会員と売主間で成立します。

27．会員は、Google Play(TM)及び商品等を自らの責任において利用、購入するものとします。当社及び提
携事業者は、Google Play(TM)及び商品等の利用、購入に関連して会員に生じた責任、負担、損害及び損失
（コンピュータ機器の故障やデータの損失を含みますが、これらに限りません。
）等当社の責によらない理由
による損害について、一切責任を負いません。

28．会員は、売主からご購入された商品等、代金に係る争いを、会員と売主の間で解決し、当社には、何ら
の請求、苦情の申し立て等を行わないものとします。なお、当社が売主である場合には、当社が商品等毎に
定める利用規約に基づき対応します。

29．前項に定める請求、苦情の申し立て等には、以下の事由に係るものが含まれるものとします。
①Google Play(TM)を通じて購入した商品等の内容、数量、性質、利用期間
②Google Play(TM)を通じてなされた取引の履行可能性
③Google Play(TM)並びに Google Play(TM)を通じて購入した商品等及び Google Play(TM)に掲載されて
いる情報に係る正確性、完全性、有用性
④Google Play(TM)の提供の中断

30．当社が定める支払期日を経過してもなお代金のお支払いがない場合、会員は、支払期日の翌日からお支
払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合 (年当たりの割合は、閏年の日を含む
期間についても、365 日当たりの割合とします。
）で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日
までに支払っていただきます。但し、クレジットカード債権譲渡又は提携事業者債権譲渡が行われた場合に
は、クレジットカード会社又は提携事業者の指定する条件が適用になります。

第 6 条（個人情報）

31．当社は、会員の個人情報を、当社所定の個人情報取扱共通規約（以下「共通規約」といいます。）及びプ
ライバシーポリシー等に則り適切に取り扱うものとします。但し、当社は、会員が所在する国名に係る情報
や個人を特定できない形に加工した識別子等を加盟店（本邦の域外にある国又は地域にある加盟店を含みま
す。
）に対し提供することがあります。この場合において、会員は、契約者による商品等の購入に係る申込が
行われたことをもって、会員がその通知の実施について同意したものとして取り扱います。

32．当社は、本サービスの提供にあたって必要となる、提携通信サービスをご利用されている会員（登録利
用者を含みます。以下、本項において同じとします。）に係る以下の情報（登録利用者による本サービスの利
用の場合は、登録利用者に関する①の情報と併せて、当該会員に関する①乃至⑥）を取得します。当社が提
携事業者から第三者提供を受けることについて、当該会員又は当該会員に代わって同意する立場にある者は、
これに予め同意するものとします。
①生年月日
②メールアドレス
③電話番号
④通信料金の支払方法
⑤料金滞納・督促履歴・強制解約の有無等の信用情報
⑥その他提携通信サービスに係る契約情報

33．当社は、会員から別途同意を得た場合、当該会員が加盟店と取引した商品等の代金及び内容等に係る情
報を取得することができます。この場合、当社は、当該情報を当社又は第三者の提供する商品又はサービス
に係る広告、その他当社が会員にとって有益と考える情報（以下「広告情報等」といいます。
）の配信、共通
規約に記載する利用目的（但し、当該利用目的に別途同意を得た場合に限ります。
）その他プライバシーポリ
シー等に記載する利用目的のために利用します。

第 7 条（一般条項）

34．当社は、会員が加盟店と取引した商品等の代金及び内容、ご利用上限額の変更に係る情報、本サービス
に係るアンケート、広告情報等を、会員が au ID の利用若しくは au 通信サービスのご利用にあたって設定
したメールアドレス若しくは本サービスのご利用にあたって設定したメールアドレス宛てにメール（以下「お
知らせメール等」といいます。
）する方法、又は当社所定のその他の方法により配信することができるものと
します。なお、会員は、当社所定の方法によりお知らせメール等を受信しないよう設定することができます。
また、当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、会員に対し、広告情報等を利用してなされた一切
の取引及び行為について、一切の責任及び義務を負わないものとします。

35．本サービスのご利用に際し、会員には、本規約のほか、当社若しくは提携事業者又は加盟店が別に定め
る契約約款等の規約が適用されます。本規約と当該規約の内容に齟齬がある場合、本規約の内容が優先され
るものとします。

36．当社は、民法の定めに従い、本利用規約及び本利用規約上で引用する WEB サイト（以下、これらを総
称して「本利用規約等」といいます）を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更
後の本利用規約等によります。なお、当社は、変更後の本利用規約及びその効力発生時期を、本サービスに
係るアプリ又は Web サイト等その他相当の方法で周知するものとし、変更後の本利用規約は、当該効力発生
時期が到来した時点で効力を生じるものとします。

37．本規約に係る一切の紛争については、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。

附則
本規約は、2020 年 5 月 21 日から実施します。

