TwooCa（ツウカ）利用規約
本規約は、株式会社 KortValuta（以下「当社」といいます。
）が発行・管理・運営する TwooCa
（ツウカ）の販売・チャージ及び決済に係るサービス（以下「TwooCa サービス」といい、
第１条に規定します。
）の利用条件を定めるものです。TwooCa サービスの利用者登録又は
TwooCa サービスを利用される前に、本規約を必ずお読みください。TwooCa サービスの利
用者登録の完了又は TwooCa サービスの利用をもって、利用者は本規約に同意したものと
します。
第1条

（定義）

本規約において、次の用語はそれぞれ以下の通りの意味を有するものとします。但し、
別途定義された場合は、下記に限らないものとします。
1.

「TwooCa（ツウカ）
」とは、当社が発行・管理する電子マネー（前払式支払手段）
のことをいいます。第 4 項で定義される TwooCa カードに記録される金銭的価値
を証するものであり、利用者が購買における代金の支払に利用することが可能な
ものをいいます。

2.

「TwooCa サービス」とは、利用者が TwooCa 加盟店に対し、物品・サービス・権
利・ソフトウェア等の商品（以下「商品等」といいます。）の対価の全部又は一部
の支払いとして、当社所定の方法によりチャージされた TwooCa を利用すること
で、TwooCa 加盟店から商品等の購入又は提供を受けることができるサービスを
いいます。

3.

「TwooCa（ツウカ）アカウント」とは、TwooCa サービスにおいて、利用者に割
り当てられた固有のアカウントをいいます。なお、利用者を示すための固有 ID を
さす場合もあります。

4.

「TwooCa カード」とは、当社所定の方式で TwooCa が記録され、TwooCa を用
いて TwooCa 加盟店において決済することができる機能を有する当社が発行する
カード（バーチャル型）をいいます。

5.

「TwooCa ウェブサービス・ウェブアプリ」とは、当社が利用者へ提供する、
TwooCa に関するインターネットを通じたアプリケーションサービスのことをい
います。
利用者は自己の端末で、TwooCa ウェブサービス・ウェブアプリを通じて、
TwooCa アカウント、TwooCa 残高などの情報を見ることができます。

6.

「TwooCa 残高」とは、利用者が TwooCa カードにおいて保有する TwooCa の合
計をいいます。

7.

「TwooCa 加盟店」とは、当社と TwooCa 加盟店契約を締結し、TwooCa を商品
等の対価の支払手段として導入している法人又は個人事業主のことをいいます。

8.

「利用者」とは、提携企業（第 11 項に定義する。
）の従業員であり、TwooCa アカ
ウントを保有し、TwooCa サービスの利用を認められた者をいいます。

9.

「TwooCa システム」とは、TwooCa 加盟店での商品等の対価の支払いの際に利用
者の保有する TwooCa を利用するにあたり、当社所定の方法で利用者 ID 及びカ
ード番号を直接又は間接的に電文等として送信し、TwooCa 残高の範囲内で利用
することができるよう構成され、また、当社所定の方法により、チャージを行うこ
とができるよう構成された、当社が管理運営するシステムのことをいいます。

10.

「TwooCa サービスサイト」とは、当社が提供する TwooCa サービスにおけるホ
ームページや帳票類、規約類などサービス全般に係わるサイトのことをいいます。

11.

「提携企業」とは、当社との間で、従業員に対する TwooCa サービスの導入に係
る所定の提携契約を締結した法人のことをいいます。

第2条

（TwooCa アカウントの開設）

1. TwooCa サービスは、スマートフォン又はタブレット等の端末を保有する利用者向
けサービスとなります。
2. 利用者は、TwooCa サービスの使用に要する通信費用、その他一切の費用を負担す
るものとします。
3. 当社は、利用者が利用する端末における TwooCa サービスの正常な動作を保証する
ものではなく、通信環境の状況、その他の事由により、TwooCa サービスが使用で
きない場合であっても、当社は、サポートの提供、その他一切の責任を負うもので
はありません。
4. 利用者が TwooCa サービスを利用するには、当社所定の方法に従い、TwooCa アカ
ウントを開設する必要があります。
5. TwooCa アカウントの開設にあたり、利用者が登録する情報は、すべて真正かつ正
確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更があった場合、利用
者は、当社所定の方法により、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなり
ません。
6. TwooCa アカウントは 1 人につき 1 つのアカウントを保有するものとします。
7. TwooCa アカウントに関する一切の権利は、利用者に一身専属的に帰属します。利
用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。

第3条

（TwooCa カードの発行）

1. 利用者は、当社所定の方法に従い、TwooCa カードの発行を申し込むことができま
す。利用者は、TwooCa カードの申込にあたり、当社所定の情報を当社に対して提
供するものとします。
2. 当社は、当社が認めた利用者に対して、当社所定の手続を経たうえで TwooCa カー
ドを発行するものとします。
第4条
1.

（TwooCa の購入・チャージ）
利用者は、当社所定の方法により、TwooCa をチャージすることができます。なお、
当社が別途定めるチャージ上限金額又は TwooCa 残高上限金額を超えるチャージ
は行うことはできません。

2.

チャージされた TwooCa は、TwooCa カードに TwooCa 残高として記録されて発
行されるものとします。ただし、銀行口座振込みによるチャージの場合には、
TwooCa 残高が記録されるまで、一定の時間を要します。

3.

当社は、第 1 項に定める手段にて取得された以外の TwooCa について、別途当社
が定めた場合を除き、一切責任を負わないものとします。

4.

利用者は、チャージに際し、当社所定の手数料が掛かる場合があります。予め、
TwooCa サービスサイトをご確認の上、ご利用ください。

第5条
1.

（TwooCa による決済）
利用者は、当社所定の方法により、TwooCa 残高の範囲内で、TwooCa 加盟店との
間の商品等の代金決済に、TwooCa を利用することができます。ただし、商品券そ
の他金券類・はがき・切手・印紙類について、TwooCa 加盟店における TwooCa の
利用を制限する場合があります。

2.

利用者が、TwooCa 加盟店で TwooCa を利用して商品等の購入又は提供を受ける
場合、利用者の TwooCa 残高から代金額に相当する TwooCa が減算され、対価の
支払いがなされたものとします。

3.

利用者は、商品等の代金決済に TwooCa を利用した場合には、本サービスの利用
画面上に表示される TwooCa 残高を確認し、誤りがないことを確認するものとし
ます。万一誤りがある場合には、その場で TwooCa 加盟店に申し出るものとしま
す。

4.

当社は、利用者と TwooCa 加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立
人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる責任も負わないもの

とします。万一、TwooCa を利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題
が生じた場合であっても、当社は TwooCa の返還等を行う義務を負わず、利用者
と TwooCa 加盟店との間で解決していただくものとします。
5.

利用者は、TwooCa の利用に際し、利用者 ID、パスワード及びカード番号その他
個人情報の窃取・悪用等の危険について十分注意するものとします。

第6条

（払戻し）

当社は、理由の如何を問わず TwooCa に関して、法令等に定める例外に該当すると当社
が認める場合又は法令等により払戻しが義務付けられている場合を除き、払戻しは一切
いたしません。
第7条
1.

（利用可能残高等）
利用者は、保有する TwooCa 残高の範囲内でのみ TwooCa サービスを利用するこ
とができます。なお、利用者は、当社が別途定める TwooCa 残高上限金額を超え
て、TwooCa を保有することはできません。

2.

利用者が保有する TwooCa 残高は、TwooCa ウェブサービス・ウェブアプリにて
確認することができます。また、一部の媒体では、当社所定の方法により、TwooCa
残高と併せて利用履歴を確認することができますが、履歴表示の有無・内容・件数
等は、当社が定めるところによるものとします。

第8条
1.

（有効期限）
TwooCa は、TwooCa 残高が最後に増減した日から 1 年間増減がない場合には、
TwooCa 残高がすべて失効するものとします

2.

TwooCa カードは、当該 TwooCa カード内の TwooCa 残高が最後に増減した日か
ら 1 年間増減がない場合には、失効するものとします。

第9条

（手数料）

TwooCa サービスに係る手数料は、別途当社が運営するウェブサイト内の手数料に関す
る場所に掲示するとおりとします。

第10条 （利用者 ID 及びパスワード等の管理）
1.

利用者は、当社所定の方法により、パスワードを登録しなければなりません。

2.

利用者は、利用者 ID、パスワード及びカード番号（以下「利用者 ID 等」といいま
す。
）を他人に知られないように厳重に管理するものとし、第三者に漏らしてはな
らないものとします。

3.

当社は、利用者 ID 等を使用して行われた行為は、当該利用者の本人による行為と
みなし、それによって生じた損害について責任を負わないものとします。

4.

利用者による利用者 ID 等の管理又は誤用に起因して生じた利用者の損害につい
て、当社は責任を負わないものとします。

5.

利用者は利用者 ID 等を忘れた場合又は利用者 ID 等が第三者に使用されているこ
とが判明した場合には、直ちに当社のお問い合わせ先に連絡の上、当社の指示に従
うものとします。

6.

当社は、TwooCa 又は TwooCa カードの盗難、不正利用、紛失等に関して、責任
を負わないものとします。

第11条
1.

（公租公課）
利用者が TwooCa サービスの利用又は、本規約に基づく費用・手数料等に課税さ
れる消費税等の公租公課を負担するものとします。

2.

利用者が前項により消費税等の公租公課を負担する場合において、公租公課（消費
税等を含みます。
）が変更されたとき（新たに追加され、又は廃止される場合を含
みます。
）は、利用者は、変更後の公租公課を負担するものとします。

第12条 （反社会的勢力の排除）
1.

利用者は、別途定める反社会的勢力排除に関する同意条項に該当しないこと、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。

2.

当社は、利用者が本条第 1 項に定める事項に違反した場合、もしくは違反してい
るおそれがあると当社が判断した場合、利用者に何ら催告をせず直ちに TwooCa
サービスのご利用を停止することができるものとし、当該 TwooCa 残高は失効す
るものとします。併せて当社は、これにより当社が被った損失、損害、費用等の賠
償を利用者に対し請求できるものとします。

第13条 （TwooCa サービスの中断・停止等）
1.

次のいずれかに該当する場合、当社は予告なしに TwooCa サービスの全部又は一部
の提供を中断・停止することができるものとします。
(１)

システムメンテナンス及び機能向上のための改修が必要と当社が判断した
場合

(２)

コンピューターウイルス、不正アクセス又はネットワークの障害や機器の故
障等により TwooCa サービスの提供が困難になった場合

(３)

火災・停電等により、TwooCa サービスの提供が困難となった場合

(４)

地震・洪水・戦争・暴動・労働争議等の不可抗力により、TwooCa サービス
の提供が困難となった場合

(５)

その他、やむを得ない事情により TwooCa サービスの提供が困難であると
当社が判断した場合

2.

当社は、前項に定める事項により生じた利用者の損害について、責任を負わないも
のとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合には、第 19 条に従うも
のとします。

第14条 （禁止事項）
利用者は、理由の如何にもかかわらず、以下の行為を行ってはならないものとします。
(１)

当社所定の方法以外の方法により TwooCa サービス又は利用者 ID 等を利用
する行為

(２)

法令又は公序良俗に違反する行為

(３)

マネー・ローンダリング目的で TwooCa カードを保有し、又は TwooCa サー
ビスをマネー・ローンダリングに利用する行為

(４)

営利目的で利用する行為

(５)

不正な方法により TwooCa 又は TwooCa カードを取得し、又は不正な方法で
取得された TwooCa 又は TwooCa カードであることを知って利用する行為

(６)

TwooCa 又は TwooCa カードを偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは変造
された TwooCa 又は TwooCa カードであることを知って利用する行為

(７)

TwooCa の購入、利用者 ID 等の取得・利用にあたり、当社に対して虚偽の情
報（氏名、住所、電子メールアドレス等）の登録をする行為

(８)

複数の TwooCa アカウントを開設する行為

(９)

当社、他の利用者又はその他の者の利益を害する行為

(１０) TwooCa サービスに係るシステムを損壊、解析又は複製する行為
(１１) 営利・非営利を問わず、TwooCa サービスサイトの全部又は一部の複製、
頒布、

貸与、譲渡、公衆送信、送信可能化、上映
(１２) TwooCa サービスサイトの変更、修正、編集、切除その他の改変
(１３) 利用者自身や他人のホームページにおける TwooCa サービスサイトの全部又
は一部の掲載、配布その他の使用
(１４) 当社又は第三者の特許権、商標権、著作権、その他の財産的又は人格的な権利
を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(１５) 他人の利用者 ID 等を不正に使用する行為、及び自己の利用者 ID 等を他人に
使用させる行為
(１６) 当社及び TwooCa サービスサイトに係る権利者の名誉、人格又は信用等を毀
損する行為若しくは不利益を与える行為
(１７) TwooCa サービスの運営を妨げる行為又は誹謗する行為、信用等を毀損する
行為
(１８) 犯罪行為、又は犯罪行為を誘発するあるいは犯罪行為に結びつくおそれのあ
る行為
(１９) 他の利用者、その他第三者に損害を与える行為、誹謗・中傷する行為
(２０) 当社に損害を与える又は与えるおそれのある行為
(２１) その他当社が不適当と認める行為
第15条 （サービスの終了）
当社は、社会情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、事前に告知のうえ、
TwooCa サービスの全部又は一部を終了する場合があります。
第16条 （退会）
1.

利用者等は、当社所定の方法により、TwooCa サービスを退会することができま
す。

2.

退会手続きを以て、TwooCa サービスの全ての機能はご利用いただけなくなりま
す。また、有効な TwooCa が残存していたとしても、当社は、返金はしないもの
とします。利用者が誤って TwooCa サービスを退会した場合であっても、TwooCa
アカウント、TwooCa カード並びにそれに記録されていた利用者の権利及び情報
の復旧はできませんのでご注意ください。

第17条 （解除）
当社は、利用者が以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何ら催告する
ことなく、利用者による TwooCa サービスの全部若しくは一部の利用を停止し、又は本
契約を解除することができるものとします。
(１)

利用者が提携企業の従業員としての地位を失った場合

(２)

法令又は本規約等に違反した場合

(３)

利用者の登録情報に虚偽の事実があることが判明した又は虚偽である可能性
があると当社が判断した場合

(４)

TwooCa サービスが法令や公序良俗に反する行為、犯罪行為若しくはその他
不正な取引に利用され、又はそのおそれがある場合

(５)

手形交換所の取引停止処分を受けた場合

(６)

差押、仮差押、仮処分の申立、又は滞納処分を受けた場合

(７)

破産手続開始、民事再生手続開始その他倒産手続開始の申立を受けた場合、若
しくはこれらの申立を自らした場合

(８)

死亡した場合

(９)

警察や裁判所その他の行政機関から要請又は命令があった場合

(１０) 1 年間以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合
(１１) その他当社が利用者として相応しくないと判断した場合
第18条 （契約終了時の取扱い）
理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、利用者は、TwooCa サービスに係る一
切の権利を失うものとし、利用者が保有する TwooCa 残高は失効するものとします。あ
わせて、当社は、利用者の行為により当社が被った損失、損害、費用等の賠償を利用者
に対し請求できるものとします。

第19条 （損害賠償）
1.

当社の責めに帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社の損害賠償責
任の範囲は、当該事由が発生した時点において利用者が保有する TwooCa 残高に
限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については予見可能性の有無
を問わず損害賠償責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失
がある場合はこの限りではありません。

2.

利用者は、本規約に違反したことにより当社、TwooCa 加盟店、他の利用者又はそ

れ以外の第三者に損害を与えたときは、その一切の損害を直ちに賠償するものと
します。
第20条 （利用者への連絡、登録情報の変更等）
1.

TwooCa サービスに関する当社から利用者への連絡は、TwooCa ウェブサービス・
ウェブアプリ内への掲示その他当社が適当と判断する方法により行います。

2.

利用者からの TwooCa サービスに関する当社への連絡は、TwooCa ウェブサービ
ス・ウェブアプリ内のお問い合わせフォームの利用又は当社が指定する方法によ
り行っていただきます。

3.

利用者は、当社に登録する一切の情報（利用者自身に関する情報を含みますが、こ
れに限りません。
）について変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により
当該変更を当社に届け出なければなりません。

4.

当社は、届出のあった氏名、住所に宛てて送付書類を発送した場合、延着し又は到
達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第21条 （業務委託）
当社は、本規約に基づく TwooCa サービス運営管理業務について、業務の一部を第三者
に委託することができるものとします。
第22条 （法令に基づく情報提供）
当社は、各法令に基づく情報提供について次の Web サイトにて公表します。
1.

資金決済法に基づく情報提供
【リンク】

2.

プライバシーポリシー
https://kortvaluta.com/policy/

第23条 （本規約の変更）
1.

本規約を変更する際には、あらかじめ変更後の本規約の内容及びその効力発生時

期を、TwooCa ウェブサービス・ウェブアプリ内の適宜の場所へ掲示するととも
に、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所へ掲示する方法により周知する
こととします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、本規約の内
容は、変更後の本規約によります。
2.

本規約の変更があった場合、利用者は、本契約の変更後も引き続き TwooCa サー
ビスを利用することにより、当該変更後の本規約に同意したものとみなされます。

第24条 （準拠法及び裁判管轄）
本規約の準拠法は日本法とし、TwooCa サービスに関する一切の訴訟については、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、令和 3 年 4 月 1 日から適用します。

