
 

>> すべての「法的規約」を表示 

PayPalサービスの

「ユーザー規約」 
 

お客様は、本ユーザー規約が、すべてのユーザーに対し 2015年 7月 1日に

有効になることに同意するものとします。 
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PayPalサービスの「ユーザー規約」(日本のパーソナルユーザー用) 

このユーザー規約(「規約」)は、お客様と PayPal Pte. Ltd. の間の契約であり、お客様の

PayPalサービスのご利用に適用されます。お客様は、本規約に記載のすべての利用規

約および規約 ページに記載の適用される契約内容およびポリシーに同意する必要があ

ります。ご利用の際には契約条件をよくお読みいただくようお願いいたします。 

 

弊社は、改訂版を弊社ウェブサイトに掲載することにより、いつでも本規約を改定すること

ができます。改訂版は、弊社が掲載した時点で有効となります。改訂版に重大な変更が

ある場合、発効日の 30日前に、弊社ウェブサイトの「ポリシーの更新」ページにお知らせ

が掲載されます。 

 

これは、PayPalサービスをご利用されるかどうかをご判断いただく際に十分にご検討い

ただく必要のある重要な文書です。PayPalサービスのご利用時に発生する可能性のあ

る以下のリスクにご注意ください:  

 

本規約、PayPal利用規定ポリシー、またはその他のお客様が PayPal と交わした契約
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に違反する行為を行った場合、弊社はお客様のアカウントまたは PayPalサービスへの

アクセスを終了、一時停止、制限したりすることがあります。 

 

本規約は PayPalサービスを勧誘するものではありません。 

 

お客様には、PayPalサービスをご利用される際に、ビジネスおよびプレミアユーザーまた

はパーソナルユーザーのいずれかになることを選択していただきます。ビジネスおよびプ

レミアユーザーは継続的にまたは反復して PayPalサービスをご利用いただくお客様です。

パーソナルユーザーをご選択いただいたお客様のご利用の上限額は 10万円(100,000 

JPY)となります。 

 

なお、パーソナルユーザーをご選択いただいたお客様であっても、一回の PayPalサービ

スのご利用額、または関連する取引についての複数回のご利用額の合計が 10万円

(100,000 JPY)相当額を超えた場合には、ビジネスおよびプレミアユーザーとして改めて

ご登録いただく必要がございます。 

本規約は日本のパーソナルユーザーのお客様のみに対して適用されます。日本におい

てパーソナルユーザーとしてご登録された場合の特約については別紙 B -日本における

PayPalサービスの提供(パーソナルユーザー用)をご覧ください。 

トップへ戻る 

 

1. 支払いサービスと利用資格 

1.1 支払いサービス。PayPalは決済サービスプロバイダです。弊社のサービスを使用す

ることにより、PayPalアカウントを保有する相手への支払いを行い、該当地域においては、

支払いを受けることができます。 弊社が提供するサービスの内容は、国により異なりま

す。ここをクリック して、お住まいの国においてご利用可能なサービスをご覧ください。 

 

1.2 利用資格。PayPalサービスを使用するには、少なくとも 18歳で、「世界の PayPal」 

ページの一覧にある国のいずれかにお住まいである必要があります。アカウントには、お

住まいの国を正しく指定していただかなければなりません。 本規約は、上述の第 1.1条

に記載されている国にお住まいのユーザーのみに適用されます。 それ以外の国にお住

まいの方は、お住まいの国の弊社ウェブサイトからお客様に適用される規約にアクセス

できます。 

 

1.3 情報。アカウントを開設・維持するためには、正確な最新情報を弊社に提供していた

だく必要があります。 
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1. 身元の確認。お客様には、PayPalがお客様の身元確認に必要とみなす照会を、直

接または第三者を介して行うことを承認していただきます。 そのため、さらに詳しい

情報または資料のご提供、納税者番号または社会保障番号のご提供、電子メール

アドレスまたは金融手段の所有者であることの確認、クレジットレポートの発注、第

三者データベースまたはその他のソースを介した情報の確認などを、弊社からお客

様にお願いすることがあります。 

2. 情報の更新。お客様のクレジットカード番号または有効期限が変更された場合、弊社

は金融サービス パートナーから情報を取得してアカウントを更新する場合がありま

す。 

1.4 実質的所有者。お客様はアカウントの実質的所有者であり、お客様本人のためにの

みをお取引いただく必要があります。 

トップへ戻る 

 

2. 支払いの実行 

2.1 支払い限度額。 弊社は、独自の裁量により、PayPalサービスを通じて実行できる

支払い限度額を設定することがあります。  

 

2.2 支払の拒否と返金。お客様が支払いをされた場合、受取人が、その支払いを受領す

る必要はありません。未請求の支払いや、返金または拒否された支払いは、お客様の残

高または元の支払い方法に返金されます。 未請求の支払いは、支払い日から 30日以

内に返金されます。 

 

2.3 マーチャント取引の遅延。特定のマーチャントに支払いを行う場合、お客様はそのマ

ーチャントに対して支払い処理を実施し、取引を完了させる権限を与えることになります。

このような支払いは、マーチャントが支払い処理を完了するまで保留されます。 マーチャ

ントによっては、支払い処理が遅くなることがあります。 このような場合、マーチャントに

与えられた権限は最大で 30日間有効となります。 支払いに通貨換算が必要な場合、マ

ーチャントが支払いを処理し、取引を完了する時点で為替レートが決定されます。 

 

2.4 認証済み支払。認証済み支払いとは、お客様がマーチャントに対して、1回限り、定

期、または不定期に支払いを行うことを認証した支払いです。これにより、マーチャントは

日本においてかかる支払いに関し、お客様を代理して本パーソナルユーザー用ユーザー

規約に同意したものとみなされます。認証済み支払いは「購読」、「定期支払」、「事前承

認支払」または「自動支払い」とも呼ばれます。 
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2.5 認証済み支払いの停止。認証済み支払いは、次の支払い予定日の 3営業日前まで

に PayPalに通知することによりいつでも停止することができます。認証済み支払いを停

止するには、アカウントの「個人設定」の「認証済み支払い」セクションにアクセスし、支払

いを停止するリンクに従ってください。認証済み支払いは、PayPalに電話（米国内 

1-402-935-2050）して停止することもできます。 PayPalに連絡して認証済み支払いを停

止すると、当該マーチャントとの合意に基づくそれ以降の支払いすべてが停止されます。

認証済み支払いを停止した場合でも、そのマーチャントとの契約条件下で、支払いまたは

その他の罰則に対する責任をお客様が引き続き負うことがあり、別の方法によりマーチャ

ントに支払いを行う必要がある場合があります。 

トップへ戻る 

 

3. 支払いの受け取り 

パーソナルユーザーの方は支払いの受取り機能をご利用いただけません。もしお客様が

PayPalアカウントで支払いを受取ることをご希望される場合、ビジネスおよびプレミアユ

ーザー用ユーザー規約に同意してまずはビジネスおよびプレミアユーザーとして御登録く

ださい。 

トップへ戻る 

 

4. アカウント残高 

パーソナルユーザーの方は PayPalアカウントに残高を保有することができません。もし

お客様がPayPalアカウントで残高を保有することをご希望される場合、ビジネスおよびプ

レミアユーザー用ユーザー規約に同意してまずはビジネスおよびプレミアユーザーとして

御登録ください。 

トップへ戻る 

 

5. 引き出し  

パーソナルユーザーの方は PayPalアカウントで支払いを受け取ることができず、残高を

保持できないため、PayPalアカウントから資金を引き出すことができません。 

トップへ戻る 

 

6. アカウントの解約 

6.1 アカウントを解約する方法。 アカウントの個人設定の指示に従って、いつでもアカウ

ントを解約することができます。アカウントの解約にあたり、法律で禁止されていない限り、

PayPalは保留中の取引をすべてキャンセルいたします。お客様のアカウントの解約に関

して手数料は発生いたしません。 
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6.2 アカウント解約の制限。 アカウントを解約することにより調査を逃れることはできま

せん。アカウントを解約した後でも、お客様はアカウントに関連するすべての義務を引き

続き負わなくてはなりません。 

トップへ戻る 

 

7. PayPal買い手保護 

7.1 対象となる問題の種類。 

PayPal買い手保護制度は、以下の問題のいずれかが発生した場合にお客様を保護しま

す。 

 「商品未受領」(INR): PayPalを利用して代金を支払った商品が届かなかった場合、

または 

 「説明と著しく異なる」(SNAD): PayPalで代金を支払い、商品を受け取ったが、「説

明と著しく異なる(SNAD)」場合。 

 

お客様が承認していない取引に関する問題については、下記の第 8項を参照して

ください。 

売り手のウェブサイトまたは商品リストで説明しているものと大幅に異なる商品は、「説明

と著しく異なる」(SNAD)に該当します。 以下は、そのようなケースの例です。 

 商品説明とまったく異なる商品を受け取った。例: 書籍を購入したのに、DVDまた

は空のボックスを受け取った。 

 商品の状態が説明と異なる。例: 商品購入時の説明では「新品」と表記されていた

のに中古商品を受け取った。 

 商品は本物であると説明されていたが、受け取った商品が本物ではなかった。 

 商品には、主要パーツまたは機能が欠落しており、そのことについての説明が購入

時にはなかった。 

 商品を 3個購入したのに、2個しか届かなかった。 

 配送中に商品にかなりの損傷があった。 

商品が売り手の商品ページに説明されているものとほぼ同様である場合は、「説明と著し

く異なる」(SNAD)は該当しません。以下は、そのようなケースの例です。 

 商品の不具合が売り手によって正しく説明されていた。 

 商品が正しく説明されていたが、商品を受け取った後でほしくなくなった場合。 

 商品が正しく説明されていたが、自分の期待に添っていなかった場合。 
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 商品が使用済みと説明されていて、多少の傷があった場合。 

7.2 資格要件。PayPalの買い手保護の適用を受けるには、以下の要件をすべて満たし

ている必要があります。 

1. 商品代金の全額を 1 度に支払う。複数回の支払い、または分割払いで購入

した商品は対象から外れます。 

2. 支払日から 180日以内に異議を提出し、以下の「異議の解決」に説明されて

いるオンラインの異議解決手続きに従う。 

3. 良好な状態のアカウントを持っている。 

4. 別の資金源から当該購入に関連する返金を受け取っていない。 

7.3 対象外の商品。以下の支払いは、PayPal買い手保護制度に基づく返金の対象外で

す。 

 不動産 

 事業（ビジネスを購入する場合） 

 車両（オートバイ、トレーラーハウス、航空機、および小型船舶を含む） 

 特注商品(SNADに関して) 

 PayPalの利用規定ポリシーに違反する商品  

 お客様本人が直接受け取った商品、または代理人が受け取るようにお客様が手配

した商品（小売店頭も含む） 

 製造用の工業機械 

 現金と同等の商品(プリペイドカード、ギフトカードを含む)  

 個人間の支払い 

お客様の支払いが PayPal 買い手保護制度の対象とならない場合でも、異議を申し立て、

直接売り手との問題解決を試みることはできます。ただし、お客様が PayPal買い手保護

制度の対象とならない商品について異議をクレームに変更した場合、PayPalは、お客様

に有利な判決を下すことはありません。  

 

7.4 補償金額 

PayPal買い手保護の対象であり、PayPalがクレームに対し、お客様に有利な判定を下

した場合は、商品の購入代金全額と当初の発送費用を返金します。 

 

説明と著しく異なる(SNAD)商品を売り手またはPayPal指定の第三者に返品する際の発

送費用は返金されません。売り手がお客様の住所に商品を発送したという証拠を提示し



た場合は、商品未受領(INR)のクレームに対して、お客様が商品を受け取っていない場

合でも、売り手に有利な判定を下すことがあります。 

 

7.5 異議の解決。  

売り手と直接問題を解決できない場合は、問題解決センター にアクセスし、以下の処理

を実行してください。 

 異議を提出する。商品の代金を支払った日から 180日以内に異議を提出し、売り手

と問題の解決に向け交渉します。 

 異議をクレームに変更する。売り手との同意に達しない場合は、異議を提出してか

ら 20日以内に異議をクレームに変更できます。 

 

$2,500米ドル相当以上(またはその他の通貨による相当額)の商品に対するもの

でない限り、商品未受領(INR)に対する異議をクレームに変更できるのは、支払い

日から 7日目以降となります。20日以内に異議をクレームに変更しない場合、

PayPalは異議を永久にクローズします。 

 PayPalからの情報提供要請にすみやかに応じる。クレームの処理中、PayPalは、

お客様に自らの立場を支援する文書を提出するよう求めることがあります。 

 PayPalの発送要請にすみやかに準じる。説明と著しく異なる(SNAD)クレームの場

合は、通常、商品を売り手、PayPalまたは第三者に返品していただき(発送費用

はお客様負担)、配送証明を提出していただく必要があります。  

合計が$250米ドルに満たない取引の場合、オンラインで表示できる配送証明が証明とな

ります。この配送証明には、配送先住所（少なくとも都道府県・市区町村または郵便番

号）、配送日、および配送のドロップダウンメニューから「その他」を選択した場合は配送

業者のウェブサイトの URLが含まれます。 総額$250米ドル以上（または下表の一覧に

ある通貨による相当額）の取引の場合は、配達の署名確認を取得する必要があります。 

$250米ドル以上で署名確認が必要な場合 – その他の通貨による相当額 

 

通貨 金額 

オーストラリアドル: $350 AUD 

ブラジルレアル:  R $500 BRL 

カナダドル: $325 CAD 

チェココルナ:  6,000 CZK 

デンマーククローネ 1,500 DKK 

通貨 金額 

ニュージーランドドル:  $380 NZD 

ノルウェークローネ:  1,600 NOK 

フィリピンペソ:  12500 PHP 

新ポーランドズロチ:  800 PLN 

ロシアルーブル: 8,500 RUB 



ユーロ: €200 EUR 

香港ドル:  $2,000 HKD 

ハンガリーフォリント:  55,000 HUF 

イスラエル新シェケ

ル: 
1,000 ILS 

日本円:  
¥28,000 

JPY 

マレーシアリンギット 1000 MYR 

新メキシコペソ: $2,200 MXN 
 

シンガポールドル:  $ 400 SGD 

スウェーデンクロー

ナ:  
2,000 SEK 

スイスフラン:  330 CHF 

新台湾ドル: 8250 TWD 

タイバーツ:  9000 THB 

トルコリラ: 375 TRY 

英ポンド:  £ 150 GBP 

米ドル:  
$ 250.00 

USD 
 

  

 クレームの解決手続き。異議がクレームに変更されると、PayPalは、買い手または

売り手に有利な最終決定を下します。PayPalは、受領書、第三者の評価、警察の

報告書、その他 PayPalが指定する文書の提出をお願いすることがあります。

PayPalは、買い手または売り手に有利な最終決定を下す完全な裁量を保有しま

す。 PayPalが、買い手または売り手に有利な最終決定を下した場合は、各当事

者は PayPalの決定に従わなくてはなりません。 PayPalは、通常、買い手が

SNADであると申し立てる商品を、買い手が売り手に返品するよう求めます(返品

費用は買い手の負担となります)。また、売り手に返品を受諾し、買い手に商品の

全額と当初の発送費用を払い戻すよう求めます。 クレームで売り手に不利な決

定が下された場合、取引に関連するPayPalの手数料は売り手には返金されませ

ん。売り手であるお客様が販売した商品が偽造品であるために SNADクレームで

不利な判決を受けた場合、お客様は買い手に全額を返金するよう求められ、商品

は返品されません。 

7.6 デジタルコンテンツ向けマイクロペイメントに関する異議およびクレーム。下表に記

載されている最高金額までのデジタルコンテンツの購入に関し、お客様が異議を申し立

てる場合、PayPalは、お客様に異議からクレームへの変更を求めることなく、独自の裁

量において、返金する場合があります。 

通貨 金額 

オーストラリアドル: $9.99 AUD 

ブラジルレアル:  7.99 BRL 

カナダドル: $3.99 CAD 

通貨 金額 

ニュージーランドドル:  $9.99 NZD 

ノルウェークローネ:  29.99 NOK 

フィリピンペソ:  499.99 PHP 



チェココルナ:  99.00 CZK 

デンマーククローネ 24.99 DKK 

ユーロ: €3.99 EUR 

香港ドル:  $49.99 HKD 

ハンガリーフォリント:  999 HUF 

イスラエル新シェケル: 15.99 ILS 

日本円:  ¥999 JPY 

メキシコペソ: $39.99 MXN 
 

ポーランドズロチ:  19.99 PLN 

シンガポールドル:  $9.99 SGD 

スウェーデンクローナ:  34.99 SEK 

スイスフラン:  4.99 CHF 

新台湾ドル: 249.00 TWD 

タイバーツ:  249.99 THB 

英ポンド:  £3.99 GBP 

米ドル:  $3.99 USD 
 

 

PayPalは、お客様が受け取るデジタルコンテンツに対する返金回数を制限する場合が

あります。 制限がある場合、または商品が補償の対象とならない場合でも、第 7条に記

載されている PayPalの標準的な異議解決の手続きに従い、売り手に直接連絡をして問

題解決を試みることができます。 

 

7.7 PayPalの保護プログラムとチャージバックの関係。クレジットカードのチャージバック

に関連する権利は、PayPalの保護プログラムより広範囲の商品を対象とする場合があり

ます。チャージバックでは、SNADには該当しない場合でも、期待に添わない商品は対象

となる場合があり、無形の商品も対象となる場合があります。PayPalに対し異議/クレー

ムを申し立てるか、またはクレジットカード会社に連絡して、チャージバックの権利を申し

立てることができます。 同時に両方に申し立てをしたり、二重の回収を求めることはでき

ません。PayPalに対し異議またはクレームを申し立て、またクレジットカード会社に対しチ

ャージバックを申請した場合は、PayPalはお客様の異議またはクレームをクローズし、お

客様は、チャージバック権利のみに依存することになります。  

カード発行会社に連絡する前に、または PayPalに対し異議を申し立てる前に、売り手に

連絡し、売り手のオークションまたはウェブサイトに記載されている返品条件に従って問

題を解決するようにしてください。 

 

7.8 二重回収の禁止。売り手もしくはその他の第三者からすでに直接購入に対する返金

を受けている場合、または、当該購入について売り手もしくはその他の第三者に対する

申し立てを既に行っている場合は、PayPal買い手保護制度に基づいた購入商品に対す

る異議・クレームを申し立てること、また返金を受けることはできません。 

トップへ戻る 

 

8. エラーおよび未承認取引 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#personal_top


8.1 未承認取引およびエラーに対する保護。  

クレジットカード情報の不正使用により未承認取引およびエラーが発生した場合、PayPal

は利用者が以下の手順に従っている限り、すべての対象となる未承認取引またはエラー

による全額を補償します。 

 

未承認取引とは、たとえば、何者かがあなたのパスワードを盗み、そのパスワードを使用

してお客様のアカウントにアクセスし、お客様の顧客情報を使用して支払いが処理された

場合に発生します。お客様が、何者かにアカウントへのアクセスを(ログイン情報を与える

ことで）許可し、お客様が知らないうちに、または許可なく取引が行われた場合は、お客

様にこうした利用の責任があります。 

 

8.2 通知要件 

1. 以下の状況が発生したと判断される場合は、すみやかに PayPalに通知していた

だく必要があります。 

1. ご自分のアカウントで未承認取引または不正なアクセスがあった。 

2. アカウントの履歴記述にエラーがある(アカウントにログインして「すべての取

引を表示」リンクをクリックするとアカウントの履歴にアクセスできます)、または

電子メールで送られてきた取引確認にエラーがある。  

3. パスワードまたは PayPalモバイルの暗証番号が侵害されている。 

4. PayPalモバイルが有効に設定された電話を紛失した、盗まれた、または無

効化された。 

5. 明細または取引確認に表示されている取引に関する詳細が必要である。 

2. 未承認取引が保護の対象となるには、ご自分のアカウント履歴に未認証取引が

初めて表示された日から 60日以内にPayPalに通知しなければなりません。 正

当な理由（入院中など）により 60日以内に通知ができなかった場合は、この 60

日間の通知期間を延長します。 

 

定期的にご自分のアカウントにログインし、アカウントの履歴明細を確認して、未

認証取引またはエラーが発生していないことを確かめることをお勧めします。

PayPalは、お客様のアカウントで行われた各取引の通知をお客様が指定したメ

インの電子メールアドレスに送信します。 この取引確認通知を確認し、各取引が

自分が許可した取引であること、取引の内容が正しいことを確かめてください。 

お客様のアカウントで発生した未認証取引またはエラーは以下のいずれかの方法でお知

らせください。 

 このフォームを使用して PayPalセキュリティセンターに報告する。 

https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_complaint-view&amp;nav=0.4


 PayPalに書面で知らせる（宛先: Error Resolution Department, P.O. Box 45950, 

Omaha, NE 68145-0950）。 

 PayPalカスタマーサービスに電話する（米国内: 402-935-7733）。 

通知する際は、以下に関するすべての情報をご提供ください。 

 お客様の氏名とアカウントに登録した電子メールアドレス 

 未認証取引またはエラーであると疑われる詳しい内容、不正であると判断される理

由、または取引を特定する詳しい情報が必要な理由 

 未承認取引またはエラーであると疑われる取引の金額 

口頭で情報を提供していただいた場合は、お客様のクレームまたは質問を 10営業日以

内に書面で送っていただく必要がある場合があります。調査の過程において、お客様に

追加情報の提出をお願いすることがあります。 

 

8.3 通知受領後の PayPalの措置。 疑わしい未承認取引またはエラーの通知があった

場合、またはそのいずれかについて、弊社の知るところとなった場合、以下の措置がとら

れます。 

 保護の対象となるべき未承認取引またはエラーが発生しているか判断するための

調査を実施します。 

 疑いのある未承認取引またはエラーの通知を受け取ってから原則として 10営業日

以内に調査を完了します。ただし、さらに時間が必要な場合は、調査に最大 90日

かかることがあります。  

 調査終了後、結果を 3営業日以内にご連絡いたします。 

 

弊社が未承認取引またはエラーであるという決定を下した場合は、決定後 1営業

日以内にお客様の資金源にすみやかに全額を入金します。 

 

未承認取引またはエラーではないと判断した場合、その判断に関する説明を記載

した電子メールをお客様にお送りします。 

8.4 お客様のエラー。 お客様が誤って間違った相手に支払った場合、または間違った金

額を支払った（入力ミスなど）場合、その唯一の救済方法は、支払い先に連絡して返金を

お願いすることです。PayPalは、お客様のエラーにより行われた支払いを返金または取

り消しません。 

トップへ戻る 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#personal_top


 

9. 制限されている行為 

9.1 制限されている行為。 弊社のウェブサイト、お客様のアカウント、PayPalサービス

の利用に関して、また PayPal、他のユーザー、もしくは第三者とのやりとりの過程におい

て、お客様は以下のことを行ってはなりません。 

1. 本規約、営利団体規約、利用規定ポリシーまたはその他のお客様が PayPal と合意

したポリシーに違反する。 

2. 不文法、成文法、条例または規則に違反し、パーソナルユーザーとして、外国為替及

び外国貿易法の「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」に反して、北朝鮮

やイランなどの制裁措置を受けている国への支払いや武器や核関連開発などの禁

輸品に対する支払いを行う。 

3. PayPalまたは第三者の著作権、特許権、商標、企業秘密またはその他の知的財産

権、肖像権、プライバシー権を侵害する。 

4. 偽造品を販売する。 

5. 非難、中傷、脅迫または嫌がらせ行為をおこなう。 

6. 虚偽、不正確、または誤解を招く情報を提供する。 

7. 詐欺の可能性のある、または疑わしい活動および/または取引への関与。 

8. 調査への協力、または身元証明または弊社に提供した情報の確認を拒否する。 

9. 異議を申し立てている同一の取引に対して PayPalおよび売り手、銀行、クレジットカ

ード発行会社から二重に資金を受け取る、またはそれを試みる。 

10. ここに記載された「制限されている行為」に関与している別のアカウントにリンクされ

たアカウントを管理する。  

11. 苦情、異議、クレーム、支払いの取り消し、チャージバック、手数料、罰金、罰則およ

びその他の責任を PayPal、他のユーザー、第三者、またはお客様自身にもたらすよ

うなやり方、またはもたらすおそれのあるやり方で取引を行ったり、PayPalサービス

を使用する。 

12. PayPalサービス利用に関連して高いリスクを示す信用調査機関によるクレジットス

コアをもたらす。  

13. PayPal、Visa、MasterCard、American Express、Discover、その他の電子資金振

替ネットワークにより、カードシステムの不正利用、またはカード協会またはネットワ

ーク規約の違反であると正当に判断されるやり方で、アカウントまたは PayPalサー

ビスを使用する。 

14. クレジットカードの現金貸付を利用する(または他者のこのような利用を手助けするこ

と)。 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/ceagreement-full
https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full


15. 世界の PayPalページ世界の PayPalページにリストされていない国から PayPalサ

ービスにアクセスする。 

16. 他のユーザーの情報を第三者に公開または配布する、またはその情報をマーケティ

ング目的に使用する（ユーザーからそのような行為についての明示的承諾を得てい

る場合を除く）。 

17. ユーザーに迷惑メールを送る、またはPayPalサービスを使用して第三者への迷惑メ

ールの送信または送信支援に関する支払いを回収する。 

18. 弊社のインフラストラクチャに不当にまたは過度に大量の負荷を課すような行為をお

こなう。 

19. ウイルス、トロイの木馬、ワーム、またはその他、システム、データ、ユーザー情報を

損傷、阻害、密かに傍受または収奪する可能性のあるのコンピュータプログラムル

ーチンを助長すること。 

20. 弊社の書面による事前の許可なしに弊社ウェブサイトを監視またはコピーするため

に、匿名のプロキシ、ロボット、スパイダー、その他の自動デバイスまたは手動のプ

ロセスを使用する。 

21. デバイス、ソフトウェア、またはルーチンを使用して、弊社のロボット排除ヘッダーを

迂回する、または弊社のウェブサイトまたは PayPalサービスを妨害する、または妨

害を試みる。 

22. 弊社がインターネット サービス プロバイダ、決済機関、またはその他のサプライヤ

ーのサービスを失う原因となり得る行為を行う。 

トップへ戻る 

 

0. お客様の賠償責任 - 弊社がとる処置 

10.1 お客様の賠償責任。 お客様は、すべての支払い取り消し、チャージバック、クレー

ム、手数料、罰金、違約金、および/またはお客様の本規約の違反および/または PayPal

サービスの使用により生じた PayPal、PayPalユーザー、あるいは第三者が被るその他

の賠償責任に対して責任を負っています。お客様は、かかる賠償責任の一部およびすべ

てに対して PayPal、ユーザー、または第三者に返済することに同意します。 

 

10.2 負債の返済。お客様が、PayPalに対する支払い責任がある場合、お客様は、他の

方法で PayPalに返済する義務を負います。これを怠った場合、PayPalはかかる金額を

回収するための回収手段を講じる場合があります。 

 

10.3 PayPalによる措置 – 制限されている行為。PayPalが独自の裁量において、お客

様が制限されている行為を行ったとみなす場合、支払い取り消し、チャージバック、クレー

https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_display-approved-signup-countries-outside
https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#personal_top


ム、手数料、罰金、違約金およびその他の賠償責任から PayPal、PayPalの関連会社、

PayPalのユーザー、第三者またはお客様を保護するためにさまざまな措置を講じます。

弊社が講じる措置には以下が含まれますが、これに限定されません。 

1. お客様のアカウントまたは PayPalサービスへのアクセスを終了、一時停止、または

制限することがあります。 

2. お客様の PayPal買い手保護制度の資格要件を停止することがあります。 

3. 現在および将来においてお客様に PayPalサービスを提供することを拒否することが

あります。 

4. PayPalまたは第三者への賠償責任リスクから保護するため、または、お客様が詐欺

または疑わしい活動および/または取引を行っている可能性があるとみなした場合に、

合理的期間お客様の資金を保留することがあります。 

10.4 PayPalによる措置 - アカウントの解約、サービスの終了、アカウントへのアクセス制

限、機密の基準。  

PayPalは独自の裁量で、いかなる理由でも、いつでも、PayPalサービスを終了させる権

利を保有しています。アカウントへのアクセス制限などの一定の措置を講じる PayPalの

判断は、リスク管理、ユーザーアカウントのセキュリティ、および PayPalシステムに必須

の機密基準に基づくものであることをお客様は認めます。 お客様には、PayPalにはリス

ク管理またはお客様に対するセキュリティ手順の詳細を開示する義務がないことに同意

していただきます。 

 

10.5 利用規約ポリシーの違反。利用規約ポリシーに違反した場合、前述の措置のほか

に、お客様は PayPalに対して、利用規約ポリシーの各違反行為に対し、PayPalの損害

額を賠償する責任を負います。お客様は、利用規約ポリシーの違反となる取引毎に課さ

れる 2,500米ドル（または同等額）は、現在あるすべての状況（利用規約ポリシーの違反

の性質からして、PayPalが受けると予想される範囲の損害に対する損害合計額との関

係を含む）を考慮した場合に、PayPalの実際の損害額見積りの妥当な最小額であり、実

際の損害の算出は、非現実的かつ困難であることに同意します。  

トップへ戻る 

 

11. PayPalに対する異議の提出 

11.1 まず PayPalにご連絡ください。お客様と PayPalの間に異議が発生した場合、弊

社では、お客様の懸念について知り、これに対処することを目標とします。お客様の納得

する形で、これがを行えない場合には、異議をすみやかに解決するための中立的で費用

効果の高い方法を提供します。 PayPalサービスについてお客様と PayPalの間に発生

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full
https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#personal_top


した異議は、オンラインで PayPalヘルプセンター を介していつでもカスタマーサービス

に報告できます。また、お電話でも受け付けています。（電話（米国内）(402) 935-2050、

午前 6時から深夜まで、米国中央時間） 

 

11.2 仲裁。 請求額の合計が 10,000.00米ドル(または別通貨による同等額)以下のクレ

ーム(差止その他の衡平法上の救済に関する請求を除く)では、救済を求める当事者は、

法的拘束力のある出廷をしない仲裁による、費用効果の高いやり方で、異議を解決する

ことを選ぶことができます。当事者が仲裁を選んだ場合、かかる当事者はシンガポール

国際仲裁センター、または両当事者が合意したその他の実績のある裁判外紛争処理

（ADR）プロバイダを介して仲裁を開始します。 ADRプロバイダおよび当事者は、以下の

ルールに従わなければなりません。 a) 仲裁は電話、オンラインおよび/または書類提出

のみの手段で行われ、具体的な方法は仲裁を開始した当事者が決めます。b) 仲裁には、

両当事者間に別の合意がない限り、当事者または証人本人が出廷することはありません。

c) 仲裁人による仲裁判断は、管轄裁判所に提出することができます。 

 

11.3 異議に関する法律とフォーラム。当事者により別の合意がある場合、または前述の

第 11.2条に説明されている場合を除き、お客様は、PayPalに対して申し立てたクレーム

または異議は、シンガポールにある裁判所または被告人の所在地の裁判所で解決され

なければならないことに同意します。お客様は、かかるすべてのクレームまたは異議の訴

訟をする目的でシンガポール内にある裁判所の対人管轄権に服することに同意します。

本規約は、抵触する法律条項に関わらず、合意した契約内容に適用される法律、および

シンガポール全土で執行される法律を含むシンガポール法にすべての点で準拠するもの

とします。 

 

11.4 不適切な提訴。PayPalに対してお客様が申し立てたすべてのクレームは、本規約

の第 11条に準拠して解決されなければなりません。第 11条に反して申し立てられた、ま

たはもたらされたクレームは、不適切な提訴とみなされ、本規約への違反になります。ク

レームが第 11条に反して申し立てられた場合、PayPalは弁護士費用および諸費用(社

内弁護士および弁護士補助員を含む)として最大1,000.00米ドルを回収できます。ただし、

PayPal がお客様に書面により、クレームが適切でない方法で申し立てられた旨を通知し、

お客様がすみやかにクレームを取り下げなかった場合に限られます。 

 

11.5 お客様に対する通知。お客様は、PayPalがお客様のアカウントおよび PayPalサ

ービスに関する情報を電子的にお客様に提供することに同意します。PayPalは、お客様

が電子的通信の受信への同意を取り消した場合、PayPalサービスの提供をお断りしお

客様のアカウントを解約する権利を保留します。電子的通信は、その内容を弊社ウェブ

https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_help


サイトに掲載した時点、またはお客様に送信した時点から 24時間以内にお客様が受け

取ったものとみなされます。 お客様に郵送した通知は、発送日から 3営業日でお客様が

受領したものとみなされます。 

 

11.6 PayPalに対する通知。前述の第 8条(エラーと未承認取引)および 11.1条に記述さ

れている場合を除き、PayPalへの通知は必ず PayPal Pte. Ltd.(Legal Department, 5 

Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985)宛に郵送してく

ださい。 

 

11.7 更生手続き。倒産または更生法の条項に基づいてお客様による、あるいはお客様

に対する訴訟手続きが開始された場合、PayPalには本規約の履行に関連して発生する

すべての妥当な費用または経費(妥当な弁護士費用および諸費用を含む)を回収する権

利があります。 

 

11.8 PayPalの免責。お客様が一人または複数のユーザーに対して異議を申し立てる場

合、かかる異議から、あるいはそれに何らかの関連をもって生じる、あらゆる種類または

性質のすべてのクレーム、要求、および損害(実損害と派生的損害)から、PayPalおよび

PayPalの関連会社(および弊社の役員、取締役、代理店、合弁会社、社員、サプライヤ

ー)を免責します。 

トップへ戻る 

 

12. 一般的事項 

12.1 責任制限。いかなる場合も、弊社および弊社の関連会社、弊社の役員、取締役、

代理店、合弁会社、社員またはサプライヤーは、法律で禁止されている範囲を除き、弊

社のウェブサイト、PayPalサービス、または本規約に起因する、または関連する(過失を

含み、原因が何であれ発生する)利益損失または特別、付随的、派生的損害(データ損失

や取引上の損失による損害を含むがこれに限らない)について一切責任を負いません。

お客様または第三者に対する弊社の賠償責任、および弊社の関連会社、弊社の役員、

取締役、代理店、合弁会社、社員およびサプライヤーの賠償責任は、いかなる場合にお

いても、直接的損害の実額に制限されます。 

 

12.2 サービスの制限。PayPalは銀行ではありません。またPayPalサービスは、決済処

理サービスであり、銀行サービスではありません。PayPalは、お客様の資金に対する受

託者、被信託者またはエスクローではなく、代行者および管理者としてのみ機能します。 

PayPalは、PayPalサービスで支払われた製品またはサービスを管理するものではなく、

またこれらへの責任を一切負いません。 弊社は、ユーザーの身元の保証をするもので

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#personal_top


はなく、また買い手または売り手が取引を完了することを保証するものでもありません。 

 

12.3 無保証。PayPalサービスは明記・暗示に関わらず、何の保証、何の条件もなく、法

律で許容されている限り最大限に法に準拠して「現状のまま」に提供するものです。

PayPalおよび PayPalの関連会社、PayPalの役員、取締役、代理店、合弁会社、社員

および PayPalのサプライヤーは特に、権原、商品性、特定目的との適合性、権利の非

侵害性に対するいかなる黙示的保証も否認します。PayPalはPayPalサービスで支払わ

れる商品またはサービスを管理しません。このため、PayPalではお客様が取引する買い

手または売り手が実際に取引を完了する、または取引履行の権限を持っていることの保

証はできません。 PayPalはPayPalサービスのいかなる部分に対しても継続的で、中断

されない、安全なアクセスが行えるとの保証をしません。また、弊社のサイトの運営は、

管理の及ばないさまざまな要因により妨害されることがあります。 PayPal は、銀行口座、

クレジットカードおよび小切手発行を含む電子的な引き出しおよび入金の依頼が、タイム

リーに処理されるよう合理的な努力を払いますが、PayPalサービスは、銀行業務システ

ムや郵便サービスの遅延など、弊社の管理が及ばないさまざまな外的要因に依存してい

るため、PayPalは、処理完了までの所要時間に関する表明または保証を一切行いませ

ん。 司法管轄によっては、黙示的保証の否認が認められていません。その場合、前述

の免責事項は適用されません。 本項では、お客様に具体的な法的権利を説明していま

すが、お客様は国によって異なるその他の法的権利を有する場合があります。 

 

12.4 補償。お客様は、お客様が本規約および/または PayPalサービスの使用に違反し

たことに起因するまたは生じるクレーム、要求(弁護士費用を含む)、罰金、または第三者

が負担するその他の賠償責任から PayPal、PayPalの関連会社、およびPayPalの役員、

取締役、代理店、合弁会社、社員およびサプライヤーを擁護し、補償し、損害を与えない

ことに同意します。 

 

12.5 ライセンス許可。お客様がコンピュータ、デバイス、またはその他のプラットフォーム

にダウンロードした API、開発者用ツール、その他のソフトウェアアプリケーションなどの

PayPalのソフトウェアを使用している場合、PayPalはお客様に説明書に従って PayPal

のソフトウェアを使用するための、取消可能な、非独占、譲渡不能なライセンスを許可し

ます。このライセンス許可には、ソフトウェアとすべての更新、アップグレード、新しいバー

ジョンおよび交換ソフトウェアが含まれます。 お客様は、本ソフトウェアの権利を第三者

に貸与、リース、またはその他のやり方で譲渡することはできません。お客様は、PayPal

サービスに付随するすべてのPayPal文書に記載されている導入および使用要件に準拠

しなければなりません。 PayPal の導入要件および使用要件に準拠しない場合、お客様、

PayPal、および第三者がその結果として被ったすべての損害責任はお客様が負うことに



なります。 お客様は、本ソフトウェアから派生するソースコードを改変、再生、改作、配信、

表示、公開、逆エンジニアリング、翻訳、分解、デコンパイルしないこと、あるいはその他

のやり方で作成を試みないことに同意します。お客様は、PayPalのソフトウェアに対する

すべての権利、権限、利益は PayPalが所有することを認めます。 PayPalウェブサイト

で使用する第三者のソフトウェアアプリケーションはすべて、ソフトウェアを提供する第三

者との間で合意したライセンスにしたがいます。PayPalは、PayPalウェブサイト上で、あ

るいは PayPalサービスに関連してお客様が使用することを決めた第三者のソフトウェア

アプリケーションを所有、管理することはなく、また一切の責任を負いません。PayPalウ

ェブサイトの PayPalサービス、または PayPalもしくは第三者が提供する他のウェブサイ

トまたはプラットフォームを使用している場合で、PayPalのソフトウェアをダウンロードしい

ないとき、または PayPalウェブサイトの第三者のソフトウェアアプリケーションを使用して

いるとき、本項は提供される PayPalサービスの使用には適用されません。 

 

12.6 お客様のPayPalに対するライセンス許可、知的財産権に関する保証。お客様がコ

ンテンツを弊社に提供しまたはPayPalサービスを利用してコンテンツを掲載した場合、お

客様は弊社に対して、現在または将来に知られる全てのメディアにおいて、お客様が当

該コンテンツに対して有する全ての著作権、パブリシティ権、商標権、データベース権およ

び知的財産権を実行する、非独占、世界的、無期限、取消不能、使用権無料、譲渡可能、

複数階層のサブライセンス可能な権利を付与するものとします。また、法令上許容され得

る限度において、お客様は著作者人格権を放棄し、かかる権利を PayPal、サブライセン

ス権者、またはその譲受人に対して行使しないことを約します。お客様は、以下がいかな

る知的財産権またはパブリシティ権も侵害しないことを表明および保証します: お客様の

PayPalに対するコンテンツ提供、お客様が PayPalサービスを利用してコンテンツ掲載を

行うこと、および、弊社が PayPalサービスに関連してかかるコンテンツ(かかるコンテンツ

から派生する成果物を含む)を利用すること。 

 

12.7 知的所有権。 「PayPal.com」、「PayPal」、「ペイパル」、「PayPal.com.br」、

「PayPal.com.cn」、「PayPal.com.c2」、「PayPal.com.hk」、「PayPal.co.il」、

「PayPal.co.jp」、「PayPal.com.mx」、「PayPal.com.tr」、「PayPal.com.sg」、およびその

他 PayPalサービスに関連するすべての URL、ロゴ、商標は、PayPalまたはそのライセ

ンサーの商標または登録商標のいずれかです。PayPalの書面による事前の同意がない

限り、それらを複写、模倣、使用してはなりません。 また、すべてのページのヘッダー、カ

スタムグラフィックス、ボタンアイコン、スクリプトは PayPalのサービスマーク、商標、およ

び/またはトレードドレスです。 弊社から事前に書面による許可を得ていない限り、それら

を複写、模倣、使用してはなりません。 弊社のマーチャントサービス、オークションツール

機能、またはアフィリエイトプログラムを使用してPayPalサービスへのウェブトラフィックを



操作する目的で使用する場合は、事前の書面による同意がなくても、PayPalが提供する

HTML用ロゴを使用できます。 いかなる方法においても HTMLロゴを改ざん、修正、変

更したり、PayPalまたは PayPalサービスを非難する手段に用いたり、PayPalの後援ま

たは支持を暗示する形で表示してはなりません。 PayPalウェブサイト、そのコンテンツ、

PayPalサービス、PayPalサービスに関連するテクノロジー、およびそれらから作成また

は派生するあらゆるテクノロジーおよびコンテンツに対するすべての権利、権原、利権は、

PayPalおよびそのライセンサーの独占的財産です。 

 

12.8 お客様への電話(携帯電話番号)。 PayPalに電話番号(携帯電話の番号を含む)を

提供することにより、お客様は、その番号で PayPalからの自動ダイヤルや録音メッセー

ジを含む電話を受けることに同意したことになります。お客様が弊社に提供した電話番号

が携帯電話の番号であると判断した場合、弊社のシステムとお客様のアカウント個人設

定でそのように分類付け、お客様の PayPalサービスの使用に関する弊社からのテキス

トメッセージをその番号で受け取ることにお客様は同意したことになります。 

 

12.9 マーケティング。 PayPalサービスを通じて別のユーザーに関する情報を受けた場

合、お客様はその情報の機密を守り、PayPalサービスに関連する場合にのみ使用する

必要があります。ユーザー情報は、当該ユーザーから情報の使用について明示的同意

がない限り、第三者に開示または配布したり、その情報をマーケティングの目的で使用し

たりしてはなりません。 

 

12.10 パスワード保護。PayPalサービスにアクセスする際に使用する一部およびすべて

の ID、パスワード、個人識別番号(PIN)、またはその他のコードについて、お客様は、適

切なセキュリティと管理を保持する義務があります。 

 

12.11 税金。お客様が行うまたは受ける支払いに対し、どのような税金が適用されるか

の判断は、お客様に委ねられています。また、適切な税務当局に正しく税の回収、報告、

支払いを行うことは、お客様の責任です。お客様の取引に税金が適用されるかどうかの

判断、または取引により生じる税の徴収、報告、または支払いに対し、PayPalは責任を

負いません。 

海外の方からサービスを輸入する場合に関しては、源泉徴収またはその他の税法上の

責任を負う場合があることにご注意ください。また、物品またはサービスの売り手として、

VAT、消費税、所得税、その他の納税責任を負う場合があります。 ご自分にどの税金が

適用されるかについて地域の税務顧問に確認することはお客様の責任であり、それらの

税金を適切な税務当局に支払うのはお客様の責任です。 PayPalサービスに関連する

手数料には、税金、関税またはその他の控除がまったくなく、また、そのための、またそ



れを理由にした何らかの控除または源泉徴収はありません。 かかる控除または源泉徴

収が国の法律により必要とされる場合、それらはお客様単独の責任です。 

 

12.12 完全な合意と存続。本規約および PayPalウェブサイトの規約 ページにある適用

されるポリシーは、PayPalサービスについてのお客様と PayPalの間の完全な了解事項

を規定するものです。第 6条(アカウントの解約)、第 10条(お客様の賠償責任 - 弊社が

とる処置)、第 11条(PayPalに対する異議の提出)、第 12条(一般的事項)、第 13条(定

義)、別紙 A(手数料)、およびその他の条件は、その性質からして、本規約が終了した後

も存続します。本規約の一部の条項が、無効または執行不能となった場合、かかる条項

は削除され、残存条項は有効に存続するものとします。 

 

12.13 譲渡。お客様は、PayPalの書面による事前の同意なく、本規約に基づいたいか

なる権利または義務も、移譲または譲渡することはできません。PayPalは、いつでも本

規約または本規約に基づく権利または義務を、移譲または譲渡する権利を留保します。 

 

12.14 翻訳された規約。本規約の翻訳は、お客様への便宜を図って提供されるものであ

り、本規約の条件を変更することを意図したものではありません。本規約の英語版と英語

以外の言語によるものとの間に矛盾が生じる場合、英語版が適用されます。 

 

12.15 権利不放棄。 お客様または他の者による違反に対して、弊社が処置を怠った場

合でも、その後のまたは同様の違反に対して処置をとる弊社の権利を放棄したことには

なりません。 

 

12.16 権利の引受け。お客様がお客様の支払い受取人に対して申し立てたクレーム、支

払い取り消し、チャージバックの支払いを PayPalが行った場合、お客様は、その支払い

に関連する受取人および第三者に対するお客様の権利を PayPalが引き受け、PayPal

独自の裁量で、直接またはお客様の代理としてその権利を追及することに同意します。 

トップへ戻る 
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13. 定義 

「アカウント」とは、PayPalのパーソナルアカウント、プレミアアカウント、ビジネスアカウン

トを意味します。 

 

「アカウント個人設定」とは、お客様がログインした後にご自分の設定を表示および管理

できる弊社のウェブサイト上の場所です。これには、個人情報、支払方法の詳細、認証済

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/legalhub-full
https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#personal_top


み支払いの許可、販売ツール、通知および APIアクセス許可などのアカウント設定が含

まれます。 

 

「関連会社」とは、PayPal Holdings, Inc.、PayPal Holdings, Inc.の直接または間接の子

会社、または共同所有あるいは共同支配を通じて PayPal と関連のある会社です。  

 

「承認」または「認証」とは、支払いをなすことにつきマーチャントに対して買い手の明示的

な許可を与えることです。これにより、マーチャントは買い手を代理して各支払いにつき日

本のパーソナルユーザー用ユーザー規約に同意したものとみなされます。 

 

「認証済み支払い」の定義は、本規約の第 2.4条を参照してください。 

 

「ビジネスアカウント」とは、主にビジネスの目的で使われるアカウントであり、個人、家族、

または家庭用に使用されるアカウントではなく、ビジネスおよびプレミアユーザーのお客

様のみがご利用いただけます(パーソナルユーザーのお客様はご利用いただけません)。 

 

「ビジネスおよびプレミアアカウント」とは、ビジネス目的、または個人、家族、または家庭

用に使用されるアカウントです。プレミアアカウントはビジネスおよびプレミアメンバーのお

客様のみがご利用いただけます(パーソナルユーザーのお客様はご利用いただけませ

ん)。 

 

「営業日」とは、月曜日から金曜日を意味し、シンガポールで認められている公の祝日を

除きます。 

 

「チャージバック」とは、買い手が取引のあるデビットカード会社またはクレジットカード会

社、あるいはデビットカードまたはクレジットカードを発行している銀行に、支払いの取り

消しを直接要請することです。 

 

「クレーム」とは、本規約の第 7条に基づいてユーザーがPayPalに対して直接オンライン

問題解決センターに申し立てる支払い請求のことです。 

 

「営利団体規約」とは、営利団体が PayPalの決済処理機構と直接締結することを求めら

れる規約のことです。 

 

「商用支払い」とは、下記の別紙 A(手数料)に定義されているものです。 

 

https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/customerservice/GXOLogin-outside&amp;from=resolution_center&amp;toResCtr=true&amp;fileWhat=claim
https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/customerservice/GXOLogin-outside&amp;from=resolution_center&amp;toResCtr=true&amp;fileWhat=claim


「コミュニケーション」とは、PayPalがお客様に提供するアカウントまたは取引に関する情

報を意味し、それには以下が含まれます。お客様が同意したポリシー(かかるポリシーの

更新を含む)、年次開示、取引の領収書または確認書、アカウントの明細および履歴、弊

社が提供する義務のある税金明細。 

 

「カスタマーサービス」は、お客様がいつでもPayPalヘルプセンターからオンラインでアク

セスできる、または米国中央時間午前 6時から午前 0時まで受付可能な電話(米国内: 

(402) 935-2050)サービスを提供する PayPalの顧客サポートです。 

 

「日」は、暦日のことです。 

 

「Digital Goods(デジタルコンテンツ)」とは、電子形式で配信および使用される商品のこ

とです。 

 

「異議」とは、本規約の第 7条に基づいてオンライン問題解決センターにおいてユーザー

が直接 PayPalに申し立てる異議のことです。 

 

「eBay」とは、eBay Inc.のことです。 

 

 

「eCheck」とは、支払い者の銀行口座を使って資金が供給される支払いのことです。この

支払いは、決済されるまでは、保留され、受取人が受領することはありません。eCheck

で支払いを処理すると、通常 3～4営業日の間、保留されます。 米国外の銀行口座から

の支払いの場合、保留期間はより長くなります。 

 

「エラー」は、PayPalまたはサプライヤーがお客様の資金を誤って引き落としまたは入金

する、処理上のエラーです。 

 

「手数料」とは、本規約の別紙 A(手数料)に記載されている通貨換算、クレジットカードも

しくはデビットカードの確認、請求記録または個人間の支払いに要する費用のことです。 

 

「情報」とは、お客様が弊社に提供するあらゆるアカウント情報のことで、これには個人情

報、財務情報、またはお客様またはその事業に関連するその他の情報を含みますが、こ

れに限定されません。 

 

 

https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_help
https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/customerservice/GXOLogin-outside&amp;from=resolution_center&amp;toResCtr=true&amp;fileWhat=claim


「商品未受領」とは、購入した商品が届かないと申し立てるユーザーが行う、支払いへの

異議申し立てのことです。 

 

「マーチャント」および「売り手」とは、同じ意味で使用され、物品および/またはサービスを

販売し、PayPalサービスを使って支払いを受けるユーザーのことです。 

 

「デジタルコンテンツ向けマイクロペイメント」とは、Digital Goodsを販売している特定の

資格を持つマーチャントに提供される PayPalサービスで、とりわけマイクロペイメントの

価格設定と統合ウェブサイトツールを提供します。 

 

「支払い方法」とは、取引の資金供給に使われる支払い方法のことです。 取引の資金供

給の支払方法としては、残高、即時振替、eCheck、クレジットカード、デビットカード、引き

換えコードを使用できます(使用できない場合もあります)。 

 

「PayPal」、「弊社」または「当社」とは、PayPal Pte. Ltd.(ペイパル・ピーティーイー・リミテ

ッド)のことです。 

 

「PayPalモバイル」とは、お客様の携帯電話を使って支払いの処理と受取りができる

PayPalサービスのことです。 

 

「PayPalサービス」とは、弊社が弊社ウェブサイトまたはその他の手段を介して提供する

すべての商品とサービス、その他の特性、技術および/または機能のことです。 

 

「個人間の支払い」とは、賃貸や食事の請求書のお客様分など、物品および/またはサー

ビスに対するご友人やご家族への支払いのことです。 個人間の支払いは、ギフトを送る

場合には使用できません。 個人間の支払いは、ほとんどの国でご利用いただけません。 

 

「ポリシー」とは、PayPalウェブサイトにおいて、または PayPalサービスの利用に関連し

て、お客様と PayPalの間で締結されるポリシーまたはその他の同意事項のことです。 

 

 

「引き換えコード」とは、文字、数字、および/または記号を連ねたもので、ギフト券、販促

用クーポン、またはその他の販促サービス品に付けられ、利益を得るために使用されま

す。 

 

「制限されている行為」とは、本規約の第 9条に説明される行為のことです。 



 

「支払い取り消し」とは、次のいずれかの理由によりお客様が受け取った支払いを

PayPalが取り消すことです。(a) 支払いが支払い者の銀行により無効とされている、(b) 

PayPalまたは PayPalの関連会社がエラーにより送金したものである、(c) 支払いの送

金者には支払いを行う権限がない(例: 支払い者が盗んだクレジットカードを使用した場

合)、(d) お客様が本規約、PayPal利用規定ポリシー、またはその他のポリシーに違反

する行為に対する支払いを受けた、(e) PayPalがクレームについてお客様側に不利な決

定を下した。 

 

「売り手」 – 「マーチャント」定義を参照してください。 

 

「説明と著しく異なる」の定義は、本規約の第 7.1条を参照してください。 

 

「重大な変更」とは、お客様の権利を低下させる、または責任を増大させるような本規約

条件の変更のことです。 

 

 

「パーソナルアカウント」とは、パーソナルユーザーのお客様のアカウントであり、こちらに

アクセスするとパーソナルユーザーはアカウント個人設定および取引情報を確認すること

ができますが、こちらで支払いを受け取ることはできず、また残高を保有することはできま

せん。 

 

「ユーザー」とは、お客様を含む PayPalサービスをご利用になる全ての個人および法人

のことです。 

 

「未承認取引」は、本規約の第 8.1条に定義されているものです。 

トップへ戻る 

 

別紙 A – 手数料 

1. 概要。PayPalは以下の手数料をパーソナルユーザーに課します:  

 

通貨換算手数料  

1. クレジットカードおよびデビットカードの確認手数料 

2. 記録請求料および 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#personal_top


3. 個人間の支払い手数料 

 

2. 通貨換算、クレジットカードおよびデビットカードの確認および記録請求手数料  

アクティビティ 手数料 

通貨換算 

  

国および地

域:  
手数料:  

すべての国

(以下に挙げ

る国を除く)。 

2.5%(為替レートに追加) 

メキシコ 3.5%(為替レートに追加) 

アングイラ、ア

ンティグア・バ

ーブーダ、ア

ルゼンチン、

アルバ、バハ

マ、バルバド

ス、バーミュー

ダ諸島、ボリ

ビア、 

ケイマン諸

島、チリ、コロ

ンビア、コスタ

リカ、ドミニ

カ、ドミニカ共

和国、エクアド

ル、エルサル

バドル、フォー

クランド諸島、

グレナダ、グ

アテマラ、ガイ

アナ、 

4.5%(為替レートに追加) 



ホンジュラス、

ジャマイカ、モ

ントセラト、オ

ランダ領アン

ティル、ニカラ

グア、パナ

マ、パラグア

イ、ペルー、セ

ントキッツネヴ

ィス、セントル

シア、セントビ

ンセントおよ

びグレナディ

ーン諸島、ス

リナム、トリニ

ダード・トバ

ゴ、タークス・

カイコス諸

島、ウルグア

イ、ベネズエ

ラ、バージン

諸島。 

アルジェリア、

アンゴラ、バ

ーレーン、ベ

ナン、ボツワ

ナ、ブルキナ

ファソ、ブルン

ジ、カメルー

ン、カーボベ

ルデ、チャド、

コモロ、コン

ゴ、コンゴ民

主共和国、ク

ック諸島、ジブ

チ、エジプト、

個人間支払いまたは商用支払いの際に発生す

る通貨換算: 

 

 3.5%を為替レートに追加 

 

その他の支払い(一括支払い・ペイアウトを含

む)の受け取り、該当地域の銀行口座への資金

の引き出し(当該地域の通貨と異なる通貨により

アカウント残高を保有している場合)、銀行口座

からのPayPalアカウントへの入金、異なる通貨

間での PayPal残高の振替に際して発生する通

貨換算(該当する場合): 

 



エリトリア、エ

チオピア、ガ

ボン、ガンビ

ア、ガーナ、

ギニア、ギニ

アビサウ、コ

ートジボアー

ル、ヨルダン、

カザフスタン、

ケニア、クウェ

ート、キルギ

スタン、レソ

ト、マダガスカ

ル、マラウイ、

マリ、モーリタ

ニア、モーリシ

ャス、モロッ

コ、モザンビ

ーク、ナミビ

ア、ニジェー

ル、ナイジェリ

ア、オマーン、

カタール、ル

ワンダ、サント

メ・プリンシ

ペ、サウジア

ラビア、セネガ

ル、セイシェ

ル、シエラレ

オネ、ソマリ

ア、南アフリ

カ、セントヘレ

ナ、スワジラ

ンド、タジキス

タン、タンザニ

ア、トーゴ、チ

 2.5%を為替レートに追加 



ュニジア、トル

クメニスタン、

ウガンダ、ア

ラブ首長国連

邦、イエメン、

ザンビア、ジ

ンバブエ。 

アルバニア、

アンドラ、ベラ

ルーシ、ボス

ニア・ヘルツェ

ゴビナ、クロア

チア、グルジ

ア、アイスラン

ド、マケドニ

ア、モルドバ、

モンテネグ

ロ、セルビア、

トルコ、ウクラ

イナ。 

個人間支払いまたは商用支払いの際に発生す

る通貨換算: 

 

 4%を為替レートに追加 

 

その他の支払い(一括支払い・ペイアウトを含

む)の受け取り、該当地域の銀行口座への資金

の引き出し(当該地域の通貨と異なる通貨により

アカウント残高を保有している場合)、銀行口座

からのPayPalアカウントへの入金、異なる通貨

間での PayPal残高の振替に際して発生する通

貨換算(該当する場合): 

 

 2.5%を為替レートに追加 

ブータン、カン

ボジア、中

国、ミクロネシ

ア連邦、香

港、インド、イ

ンドネシア、日

本、韓国、ラ

オス、マレー

シア、モルディ

ブ、モンゴル、

ネパール、ニ

ュージーラン

ド、フィリピン、

サモア、シン

個人間支払いまたは商用支払いの際に発生す

る通貨換算:  

 

下表のとおり、手数料は当該金額が換算される

通貨によって異なります。手数料は為替レートに

追加されます。 

通貨:  
手数

料:  

アルゼンチンペソ:  4.0% 

オーストラリアドル: 4.0% 

ブラジルレアル:  4.0% 

カナダドル: 3.5% 

チェココルナ:  4.0% 



ガポール、ス

リランカ、台

湾、タイ、トン

ガ、ベトナム。 

デンマーククローネ:  4.0% 

ユーロ: 4.0% 

香港ドル:  4.0% 

ハンガリーフォリント:  4.0% 

イスラエル新シェケル: 4.0% 

日本円:  4.0% 

マレーシアリンギット:  4.0% 

メキシコペソ: 4.0% 

ニュージーランドドル:  4.0% 

ノルウェークローネ:  4.0% 

フィリピンペソ:  4.0% 

ポーランドズロチ:  4.0% 

ロシアルーブル: 3.5% 

シンガポールドル:  4.0% 

スウェーデンクローナ:  4.0% 

スイスフラン:  4.0% 

新台湾ドル:  4.0% 

タイバーツ:  4.0% 

トルコリラ: 4.0% 

英ポンド:  4.0% 

米ドル:  3.5% 

その他の支払い(一括支払いおよびペイアウトを

含む)の受け取り、該当地域の銀行口座への資

金の引き出し(当該地域の通貨と異なる通貨に

よりアカウント残高を保有している場合)、銀行口

座からの PayPalアカウントへの入金、異なる通

貨間での PayPal残高の振替に際して発生する

通貨換算(該当する場合):  

 

2.5%を為替レートに追加 



モナコ 

個人間支払いまたは商的支払いの際に発生す

る通貨換算:  

 

2.5%をホールセール為替レートに追加 

 

その他の支払い(一括支払いおよびペイアウト

を含む)の受け取り、該当地域の銀行口座への

資金の引き出し(当該地域の通貨と異なる通貨

によりアカウント残高を保有している場合)、銀

行口座からの PayPalアカウントへの入金、異

なる通貨間での PayPal残高の振替に際して発

生する通貨換算(該当する場合): 

 

 

換算後の通貨により、下記のとおり 3.0%から

4.0%をホールセール為替レートに追加(下記の

表をご参照ください) 

通貨およびコード 手数料 

アルゼンチンペソ(ARS):  4.0% 

オーストラリアドル(AUD):  4.0% 

ブラジルレアル(BRL):  4.0% 

カナダドル(CAD):  3.0% 

チェココルナ(CZK):  3.5% 

デンマーククローネ

(DKK):  
3.5% 

ユーロ(EUR):  3.5% 

香港ドル(HKD):  4.0% 

ハンガリーフォリント

(HUF):  
3.5% 

イスラエルシェケル(ILS):  4.0% 

日本円(JPY):  4.0% 

マレーシアリンギット 4.0% 



(MYR):  

メキシコペソ(MXN):  4.0% 

ニュージーランドドル

(NZD):  
4.0% 

ノルウェークローネ

(NOK):  
3.5% 

フィリピンペソ(PHP):  4.0% 

ポーランドズロチ(PLN):  3.5% 

ロシアルーブル(RUB):  3.5% 

スウェーデンクローナ

(SEK):  
3.5% 

スイスフラン(CHF):  3.5% 

新台湾ドル(TWD):  4.0% 

タイバーツ(THB):  4.0% 

トルコリラ(TRY):  3.5% 

英ポンド(GBP):  3.5% 

米ドル(USD):  3.0% 
 

通貨換算が必要な場合は、認可を受けた金融機関により決定

され、為替市況を基に定期的に調整される海外為替レートに

よって行われます。外貨換算レートは定期的に調整され、予

告なしに即時適用される場合があります。この外貨換算レー

トには、PayPalが外国通貨を取得する際のホールセール為

替レートに上乗せした処理手数料(パーセントで表示)が含

まれており、この処理手数料は PayPalにより保持されます。

支払い時に「情報を確認」ページで[その他の通貨換算オプ

ション]を選択して取引を完了する前に、(居住国・地域およ

び資金源の種類に応じて)通貨換算のオプトアウトに対する

オプションを選択できます。 

 

販売時に PayPalによる通貨換算がある場合、お客様が支払

い取引の承認を行う前に、取引に適用される換算レートが表

示されます。支払い取引の承認により、お客様は、表示され



た換算レートに基づいた通貨換算に同意することになりま

す。販売時点で、PayPalではなくマーチャントにより通貨

換算が行われ、お客様がマーチャントの換算レートおよび請

求に基づく支払い取引を承認することにした場合、PayPal

はお客様に対し、その通貨換算の責任を一切負いません。 

 

デビットカードまたはクレジットカードを資金源とする支

払いでPayPalによる通貨換算がある場合、お客様は、PayPal

がクレジットカードまたはデビットカードの発行会社に代

わって通貨換算することに同意し、承認するものとします。 

クレジットカード

およびデビットカ

ードの確認 

通貨:  手数料:  

オーストラリアドル: $2.00 AUD 

ブラジルレアル:  R 4.00 BRL 

カナダドル: $2.45 CAD 

チェココルナ:  50.00 CZK 

デンマーククローネ:  12.50 DKK 

ユーロ: €1.50 EUR 

香港ドル:  $15.0 HKD 

ハンガリーフォリント:  400.00 HUF 

イスラエル新シェケル: 8.00 ILS 

日本円:  ¥200.00 JPY 

マレーシアリンギット:  10.00 MYR 

メキシコペソ: 20.00 MXN 

ニュージーランドドル:  $3.00 NZD 

ノルウェークローネ:  15.00 NOK 

フィリピンペソ:  100.00 PHP 

ポーランドズロチ:  6.50 PLN 

ロシアルーブル: 60 RUB 

シンガポールドル:  $3.00 SGD 

スウェーデンクローナ:  15.00 SEK 



スイスフラン:  3.00 CHF 

新台湾ドル:  $70.00 TWD 

タイバーツ:  70.00 THB 

トルコリラ: 3.00 TRY 

英ポンド:  £1.00 GBP 

米ドル:  $1.95 USD 

場合によっては、お客様にクレジットカードまたはデビットカード

の管理の確認をお願いすることがあります。その場合は、

PayPalがお客様のクレジットカードまたはデビットカードに請求

をおこない、その請求コードをお客様に確認していただきます。 

この金額は、お客様がクレジットカードまたはデビットカードの確

認プロセスを完了していただくと払戻しされます。  

記録請求料 

$10.00 SGD(1資料当たり)、または他の通貨での同等額。 

お客様がアカウントのエラーに関して善意の主張によって請求

された記録については手数料はかかりません。 

3. 個人間の支払い手数料  

1. 個人間の支払いとは、賃貸や食事の請求書のお客様分など、物品および/ま

たはサービスに対するご友人やご家族への支払いのことです。 

2. 個人間の支払いはその利用に制限があり、ほとんどの国でご利用いただけ

ません。 

3. 個人間の支払いの支払方法にクレジットカードを使用する場合、クレジットカ

ード会社が現金貸付手数料を課す場合があります。 

4. 個人間の支払いの手数料は、支払側か受取側のいずれかが支払います。 

ほとんどの場合、手数料の負担者は支払い者により決定されます。 

ア

ク

テ

ィ

ビ

テ

ィ 

受取人

の居住

国 

支払方法が残高あるい

は銀行に限られている

場合の個人間支払い手

数料 

クレジットカードやデビットカードを含み、支

払いのすべてまたは一部に別の支払方法

が使われる場合の個人間支払い手数料 

国 ご利用 無料 3.4% + 固定手数料 



内

支

払

い

の

処

理

ま

た

は

受

け

取

り 

いただけ

る場所 

海

外

支

払

い

の

処

理

ま

た

は

受

け

取

り 

オーストラリア 1% 3.4% + 固定手数料 

ブラジル 1% 5.99% + 固定手数料 

欧州諸国 
以下の表を参照してくださ

い。  

以下の表を参照してくださ

い。  

日本 0.3% 3.9% + 固定手数料 

米国、カナダ、ポーラ

ンド 
1% 3.9% + 固定手数料 

その他 0.5% 3.9% + 固定手数料 
 

固

定

手

数

料 

通貨:  手数料:  

オーストラリアドル: $0.30 AUD 

ブラジルレアル:  R$0.60 BRL 

カナダドル: $0.30 CAD 



チェココルナ:  10.00 CZK 

デンマーククローネ 2.60 DKK 

ユーロ: €0.35 EUR 

香港ドル:  $2.35 HKD 

ハンガリーフォリント:  90.00 HUF 

イスラエル新シェケル: 1.20 ILS 

日本円:  ¥40.00 JPY 

マレーシアリンギット:  2.00 MYR 

メキシコペソ: 4.00 MXN 

ニュージーランドドル:  $0.45 NZD 

ノルウェークローネ:  2.80 NOK 

フィリピンペソ:  15.00 PHP 

ポーランドズロチ:  1.35 PLN 

ロシアルーブル: 10 RUB 

シンガポールドル:  $0.50 SGD 

スウェーデンクローナ:  3.25 SEK 

スイスフラン:  0.55 CHF 

新台湾ドル: $10.00 TWD 

タイバーツ:  11.00 THB 

トルコリラ: 0.45 TRY 

英ポンド:  £0.20 GBP 

米ドル:  $0.30 USD 
 

4. 欧州各国への海外個人間支払い 

 



欧州各国のユーザーへの海外個人間支払いの手数料は、以下の手順で決定してく

ださい。  

1. 下表(一番左の列)で受取人の国を探します。 

2. 送り主の居住国の地域(2番目の列)を特定します。 

3. 使用する支払い方法に基づいて適用可能な手数料(3番目と 4番目の列)を

探します。 

  

 

受取人の居住国･地域

(適用可能な場合) 

送り主の

居住国･

地域 

以下の資金源の場

合の手数料: 全額を

PayPal残高または

銀行口座から充当 

以下の資金源の場合

の手数料: 全額あるい

は一部をデビットカード

あるいはクレジットカー

ドから充当 

アルバニア、アンドラ、オ

ーストリア、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ、ブルガリ

ア、クロアチア、キプロ

ス、チェコ共和国、デンマ

ーク、エストニア、 

フィンランド(オーランド諸

島を含む)、ジブラルタ

ル、ギリシャ、ハンガリ

ー、アイスランド、アイル

ランド、ラトビア、リヒテン

シュタイン、リトアニア、

ルクセンブルグ、マルタ、

ノルウェー、ポルトガル、

ルーマニア、ロシア、サ

ンマリノ、スロバキア、ス

ロベニア、スペイン、スウ

ェーデン、スイス、トル

コ、英国(チャネル諸島お

よびマン島を含む)。 

北欧* 0.4% 3.8% + 固定手数料 

米国、カ

ナダ、欧

州 I ** 

0.5% 3.9% + 固定手数料 

欧州 II 

*** 
1.0% 4.4% + 固定手数料 

その他

すべて

の国お

よび地

域 

1.5% 4.9% + 固定手数料 

ベルギー、フランス、仏

領ギアナ、グアドルー

北欧* 0.4% 3.8% + 固定手数料 

米国、カ 0.5% 3.9% + 固定手数料 



プ、イタリア、マルティニ

ーク島、マイヨット島、オ

ランダ、レユニオン 

ナダ、欧

州 I ** 

欧州 II 

*** 
1.3% 4.7% + 固定手数料 

その他

すべて

の国お

よび地

域 

1.8% 5.2% + 固定手数料 

ドイツ 

北欧* 1.8% 3.7% + 固定手数料 

米国、カ

ナダ、欧

州 I ** 

2.0% 3.9% + 固定手数料 

欧州 II 

*** 
3.0% 4.9% + 固定手数料 

その他

すべて

の国お

よび地

域 

3.3% 5.2% + 固定手数料 

ポーランド 

北欧* 0.9% 3.8% + 固定手数料 

米国、カ

ナダ、欧

州 I ** 

1.0% 3.9% + 固定手数料 

欧州 II 

*** 
1.5% 4.4% + 固定手数料 

その他

すべて

の国お

よび地

域 

2.0% 4.9% + 固定手数料 

 

* 北欧: デンマーク、フェロー諸島、フィンランド(オーラン

ド諸島を含む)、グリーンランド、アイスランド、ノルウェー、

スウェーデン。 



 

** 欧州 I: オーストリア、ベルギー、キプロス、エストニ

ア、フランス(仏領ギアナ、グアドループ、マルティニーク

島、レユニオン、およびマヨット島を含む)、ドイツ、ジブラ

ルタル、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブル

ク、マルタ、モナコ、モンテネグロ、オランダ、ポルトガル、

サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スペイン、英国(チャ

ネル諸島とマン島を含む)、バチカン市国。 

 

*** 欧州 II: アルバニア、アンドラ、ベラルーシ、ボスニ

ア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和

国、グルジア、ハンガリー、コソボ、ラトビア、リヒテンシュ

タイン、リトアニア、マケドニア、モルドバ、ポーランド、ル

ーマニア、ロシア、セルビア、スイス、トルコ、ウクライナ。 

 

注: 欧州連合または欧州経済地域で登録されたアカウン

ト間でのユーロおよびスウェーデンクローナによる海外支

払いは、手数料適用上、国内支払いとして処理されま

す。 

固定手数料 

  

通貨:  手数料:  

オーストラリアドル: $0.30 AUD 

ブラジルレアル:  R$0.60 BRL 

カナダドル: $0.30 CAD 

チェココルナ:  10.00 CZK 

デンマーククローネ:  2.60 DKK 

ユーロ: €0.35 EUR 

香港ドル:  $2.35 HKD 

ハンガリーフォリント:  90.00 HUF 

イスラエル新シェケル: 1.20 ILS 

日本円:  ¥40.00 JPY 



マレーシアリンギット:  2.00 MYR 

メキシコペソ: 4.00 MXN 

ニュージーランドドル:  $0.45 NZD 

ノルウェークローネ:  2.80 NOK 

フィリピンペソ:  15.00 PHP 

ポーランドズロチ:  1.35 PLN 

ロシアルーブル: 10 RUB 

シンガポールドル:  $0.50 SGD 

スウェーデンクローナ:  3.25 SEK 

スイスフラン:  0.55 CHF 

新台湾ドル:  $10.00 TWD 

タイバーツ:  11.00 THB 

トルコリラ: 0.45 TRY 

英ポンド:  £0.20 GBP 

米ドル:  $0.30 USD 
 

5. 銀行/クレジットカードの手数料。PayPalを通じて支払いをする際、銀行やクレジット/

デビットカード発行会社から手数料を請求されることがあります。たとえば通貨換算

手数料や国際取引手数料などですが、国内取引で通貨換算が不要な場合でも、な

んらかの手数料が請求されることがあります。PayPalの使用に関連して銀行やクレ

ジット/デビットカード発行会社あるいはその他の金融機関から請求され る手数料に

対し、PayPalは責任を負いません。イスラエルにお住まいのお客様は、クレジットカ

ードを資金源とする PayPal取引の場合、手数料がただちに銀行口座に請求される

ことがあります。  

トップへ戻る 

 

別紙 B – 日本における PayPalサービスの提供(パーソナルユーザー用) 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#personal_top


PayPal Pte. Ltd.は資金決済に関する法律(平成 21年 6月 24日法律第 59号)(以下「資

金決済法」といいます。)に基づき資金移動業者として登録しています。 

 

PayPalサービスをご利用になるには、18歳以上である必要があります。 

 

日本における PayPalサービスは、シンガポール法人 PayPal Pte. Ltd. が提供していま

す。PayPalは、売り手の代行として買い手から支払いを受け取ります。PayPalが買い手

から支払いを受取り後は、支払金額の更なる責任は無くなることに、売り手として合意す

る必要があります。お客様が PayPalを利用して寄付を行う場合、PayPalは、受贈者の

代行として贈与者から支払を受け取ります。PayPalが贈与者から支払を受取り後は、寄

付金額の更なる責任は無くなることに、受贈者として同意する必要があります。 

 

外国為替及び外国貿易法(昭和 24年 12月 1日法律第 228号)に基づき財務大臣また

は経済産業大臣の許可を受けなければならない支払いのために PayPalサービスを利

用することはできません。 

 

第 11条の規定にかかわらず、クレーム(差止その他の衡平法上の救済手段に関するク

レームを除く)で、請求されている仲裁判断の金額の合計が$10,000 USD ドル未満の場

合、お客様またはPayPalは、日本において拘束力を有する仲裁により争議を解決するこ

とができます。この場合、仲裁については、当事者双方の合意によって指定された

ADR(裁判外争議処理)機関を仲裁管理人とします。 この裁定は最終的なものであり、当

事者双方を拘束するものです。 仲裁人による仲裁判断に関する裁定は、管轄を有する

いずれの裁判所においても提出することができます。 

 

第 11条の規定にかかわらず、別の方法として、すべてのクレームは、日本にある管轄裁

判所で解決することができ、お客様とPayPalは、日本にある裁判所の対人管轄権に従う

ことに合意するものとします。 

 

疑義を避けるため、本条項に基づいて異議が仲裁または裁判所に提出された場合、両

当事者は本規約がシンガポール法に準拠し続けることに同意します。 

 

個人情報の取り扱い:  

 

弊社はお客様の個人情報を別途定める「パーソナルユーザーのためのプライバシーポリ

シー」に従って取得および利用等いたします。 

 



注記:  

 

本規約に同意することにより、お客様は以下の事実について確認したものとします。 

 

PayPalサービスは、銀行等が行う為替取引とは異なります。 

 

PayPalサービスは、預金もしくは貯金または定期積金等を受け入れるものではありませ

ん。 

 

PayPalサービスは、預金保険法第 53条または農水産業協同組合貯金保険法第 55条

に規定する保険金の支払の対象とはなりません。 

 

弊社はスタンダードチャータード銀行と履行保証金保全契約を締結することにより資金決

済法に基づく保全措置を講じています。 

 

お客様の保護のため、資金決済法においては履行保証金制度が設けられています。 

 

上記の還付を受けることができるお客様は売り手のお客様となります。 

 

情報提供 

 

 お客様が PayPal支払いボタンをクリックされた場合、弊社は支払金額を十分に満たす

資金源が利用可能であることを確認次第即時に送金処理を完了しますが、かかる処理

はシステムのメンテナンスおよび利用可能状況に従うものであることをご了承ください。詳

細につきましては上記第 2条および第 3条をご参照ください。 

 

 

 

PayPalサービスの利用にあたっては、別紙 A(手数料)に記載されている手数料がかかり

ます。 

 

通貨の換算が必要な場合、弊社はいずれも銀行免許を有する、The Royal Bank of 

Scotland PLCまたはCitibank N.A.の提供する TTMレートを通貨換算に利用します。換

算レートはこれらのいずれかの銀行で決定され、取引時にお客様に開示されます。弊社

はこの手数料を換算レートに加算します。 

 



支払い以外の場合で通貨換算が必要な場合、その通貨換算の方法については支払い

の場合に準じます。 

 

PayPalサービスについての苦情またはご相談につきましては下記において承っておりま

す。 

 

PayPalのウェブサイト上:https://www.paypal.com/jp/。PayPalアカウントにログインし

てご利用ください。 

 

PayPal Network Information Services (Shanghai) Co., Ltd. 

19F, Lujiazui Financial Plaza, No. 1217, DongFang Rd., Pudong, Shanghai, 200127, 

China 

 

PayPal, Worldwide Operations 

Error Resolution Department, P.O. Box 45950, Omaha, NE 68145-0950, USA 

 

Concentrix Services Corporation 

〒 135-8559 東京都江東区東陽 6-3-1 東京イースト 21 タワー3階 

 

Genpact International Inc 

No. 30 Software Park Road, East, Dalian Software Park, Dalian, Liaoning China 

-116023 

 

電話番号: 

(0120) 271-888 

(03) 6739-7360 

(03) 5767-5552 

 

 

受付時間: 午前 9時から午後 6時まで(土日祝日を除く) 

 

 

 

弊社は下記の機関を利用して苦情処理および紛争解決を図ります。 

 

苦情処理措置 

https://www.paypal.com/jp/


社団法人 日本資金決済業協会(電話番号: 03-3219-0628) 

 

紛争処理措置 

東京弁護士会 紛争解決センター(電話番号: 03-3581-0031) 

第一東京弁護士会 仲裁センター(電話番号: 03-3595-8588) 

第二東京弁護士会 仲裁センター(電話番号: 03-3581-2249) 

 

お客様はアカウントにログインすることで、取引履歴を含むアカウントの状態を確認する

ことができます。お客様のアカウントにログインした後現れる、最初のページ上でお客様

の直近の取引を見ることができます。また、そのページの最上部近くの[取引履歴]をクリ

ックすると、それ以前の取引を確認することができます。 

 

お客様は、下記の aから dのステップに従っていつでもアカウントを解約することができま

す。 

1. アカウントにログインします 

2. ページの上部近くにある[個人設定]をクリックします 

3. [設定]をクリックします 

4. 口座タイプのセクションで[アカウントの解約]をクリックしてそのセクションで示され

るステップに従います 

契約期間についての定めはありません。 

 

 

 

反社会的勢力の排除 

1. お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない

者、暴力団準構成員、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団関

係企業、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、その他これ

らに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次のい

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、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を

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、また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. 役員また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. お客様は、自らまたは第三者を利用して次の一にでも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. PayPalの法的な責任の範囲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、偽計を用いまたは威力を用いて PayPalの信用を毀損し、ま

たは PayPalの業務を妨害する行為 

5. その他前各号に準ずる行為 

3. お客様が、暴力団員等もしくは第 1項各号のいずれかの類型に該当し、もしくは前項

各号のいずれかの類型に該当する行為をし、または第 1項の規定にもとづく表明・

確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客様との取引を開始および継続す

ることが不適切である場合には、PayPalは、本規約の締結前においてはお客様と

の間の本規約の締結をお断りし、本規約の締結後においてはお客様とのお取引を

直ちに停止し、またなんらの催告を要せずにお客様に通知することにより本規約を

解除することができるものとします。 

4. 前項に規定する場合、お客様は PayPalから請求があり次第、PayPalに対するいっ

さいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 

5. 前項の規定の適用により、お客様に損害が生じた場合にも、お客様はPayPalになん

らの請求もしないものとします。また、PayPalに損害が生じたときは、お客様がその

責任を負うものとします。 

6. 第 4項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本規約は失効するものとしま

す。 

トップへ戻る 
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PayPalサービスの

「ユーザー規約」(日本

のビジネスおよびプレ

ミアユーザー用) 
 

更新日: 2015年 4月 15日 

 

お客様は、本ユーザー規約が、すべてのユーザーに対し 2015年 7月 1日に

有効になることに同意するものとします。 

 

このユーザー規約(「規約」)は、お客様と PayPal Pte. Ltd. の間の契約であり、お客様の

PayPalサービスのご利用に適用されます。お客様は、本規約に記載のすべての利用規

約および規約ページに記載の適用される契約内容およびポリシーに同意する必要があり

ます。ご利用の際には契約条件をよくお読みいただくようお願いいたします。 

 

弊社は、改訂版を弊社ウェブサイトに掲載することにより、いつでも本規約を改定すること

ができます。改訂版は、弊社が掲載した時点で有効となります。改訂版に重大な変更が

ある場合、発効日の 30日前に、弊社ウェブサイトの「ポリシーの更新」ページにお知らせ

が掲載されます。 

 

これは、PayPalサービスをご利用されるかどうかをご判断いただく際に十分にご検討い

ただく必要のある重要な文書です。PayPalサービスのご利用時に発生する可能性のあ

る以下のリスクにご注意ください。 

 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/legalhub-full


PayPalアカウントで受け取った支払いは、チャージバック、支払い取り消し、クレームの

対象になった場合や、その他の理由で無効になった場合などには、後日取り消されるこ

とがあります。すなわち、支払い者に購入商品またはサービスを提供した後に、アカウン

トになされた支払いが取り消される場合があります。 

 

お客様は、「PayPal売り手保護制度」セクションに規定されている基準および PayPalウ

ェブサイトの各ページからアクセス可能な「セキュリティセンター」に記載されているその

他のガイダンスに従っていただくことにより、アカウントから支払いが取り消されるリスク

を低減させることができます。 

 

本規約、PayPal利用規定ポリシー、またはその他のお客様が PayPal と交わした契約

に違反する行為を行った場合、弊社はお客様のアカウントまたは PayPalサービスへの

アクセスを終了、一時停止、制限したり、お客様の資金へのアクセスを制限したりするこ

とがあります。 

 

本規約は PayPalサービスを勧誘するものではありません。 

 

お客様には、PayPalサービスをご利用される際に、ビジネスおよびプレミアユーザーまた

はパーソナルユーザーのいずれかになることを選択していただきます。ビジネスおよびプ

レミアユーザーは継続的にまたは反復して PayPalサービスをご利用いただくお客様です。

パーソナルユーザーは継続的にまたは反復しては PayPalサービスをご利用いただかな

いお客様です。パーソナルユーザーをご選択いただいたお客様のご利用の上限額は 10

万円(100,000 JPY)となります。 

 

なお、パーソナルユーザーをご選択いただいたお客様であっても、一回の PayPalサービ

スのご利用額、または関連する取引についての複数回のご利用額の合計が 10万円

(100,000 JPY)相当額を超えた場合には、ビジネスおよびプレミアユーザーとして改めて

ご登録いただく必要がございます。 

 

本規約は日本のビジネスおよびプレミアユーザーのお客様のみに対して適用されます。

日本においてビジネスおよびプレミアユーザーとしてご登録された場合の特約について

は別紙 B - 日本における PayPalサービスの提供（ビジネスおよびプレミアユーザー用）

をご覧ください。 

トップへ戻る 

 

1. 支払いサービスと利用資格 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#bus_premier_top


1.1 支払いサービス。 PayPalは決済サービスプロバイダです。弊社のサービスを使用

することにより、PayPalアカウントを保有する相手への支払いを行い、該当地域において

は、支払いを受けることができます。 弊社が提供するサービスの内容は、国により異な

ります。ここをクリックして、お住まいの国において利用可能なサービスをご覧ください。 

 

1.2 利用資格。PayPalサービスを使用するには、お住まいの地域において成人とされる

年齢(少なくとも 18歳)以上であり、「世界の PayPal」ページの一覧にある国のいずれか

にお住まいである必要があります。アカウントには、お住まいの国を正しく指定していただ

かなければなりません。 本規約は、上述の第1.1条に記載されている国にお住まいのユ

ーザーのみに適用されます。 それ以外の国にお住まいの方は、お住まいの国の弊社ウ

ェブサイトからお客様に適用される規約にアクセスできます。 

 

1.3 情報。 アカウントを開設・維持するためには、正確な最新情報を弊社に提供してい

ただく必要があります。 

1. 本人確認。お客様には、PayPalがお客様の身元確認に必要とみなす照会を、直接

または第三者を介して行うことを承認していただきます。 そのため、さらに詳しい情

報または資料のご提供、納税者番号または社会保障番号のご提供、電子メールアド

レスまたは金融手段の所有者であることの確認、クレジットレポートの発注、第三者

データベースまたはその他のソースを介した情報の確認などを、弊社からお客様に

お願いすることがあります。 

2. クレジットレポートの承諾。プレミアアカウントまたはビジネスアカウントを開設する場

合、信用調査所からお客様個人および/または事業上のクレジットレポートを取得す

るため、適用法に基づいた指示および許可を書面により PayPalにご提供いただくこ

とになります。 また、以下の場合は、PayPalに対してお客様個人および/または事

業の信用調査書を得ることの許可を与えていただくものとします。 (a) お客様が特

定の新製品を要求した場合、または (b) お客様のプレミアアカウントまたはビジネス

アカウントに関連したリスクレベルが上がった可能性があると PayPalが判断した場

合。 

3. 情報の更新。お客様のクレジットカード番号または有効期限が変更された場合、弊社

は金融サービス パートナーから情報を取得してアカウントを更新する場合がありま

す。 

1.4 実質的所有者。  

お客様はアカウントの実質的所有者であり、お客様本人のためにのみをお取引いただく

必要があります。 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/residence-full
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2. 支払いの実行 

2.1 支払い限度額。 弊社は、独自の裁量により、PayPalサービスを通じて実行できる

支払い限度額を設定することがあります。 支払限度額が設定されている場合は、アカウ

ントにログインして表示することができます。認証済みアカウントをお持ちの場合は、弊社

でお客様の支払い限度額を増額させていただくことがあります。 

 

2.2 デフォルトの支払方法。 支払いの際、「優先支払い方法」を選択していない場合、

PayPalは以下の順序でお客様の資金を使用します（お客様が指定したい支払方法およ

び登録された国により異なります）。 

 

1. 残高 

2. 銀行口座からの即時振替 

3. デビットカード 

4. クレジットカード 

5. eCheck 

 

注: 残高のご使用を希望されない場合は、支払いを行う前に残高を引き出しておいてい

ただく必要があります。 

 

2.3 クレジットカードによる支払方法。デビットカードまたはクレジットカードを支払い方法

として追加することにより、お客様は、本規約に基づいて当該カードを支払い方法として

使用した場合において、PayPalが継続的かつ自動的にかかるカードに対し請求を行って

当該資金を得る権限を付与したものとします。お客様は、アカウントの個人設定において、

当該カードを「支払い方法」から削除することにより、かかるカードに係る継続的な権限を

停止することができます。 

 

2.4 優先支払方法。 「事前承認支払い」または「ログインしない支払い」以外は、お支払

いごとに「優先支払い方法」を選択することができます。 

「事前承認支払い」および「ログインしない支払い」では、ほとんどの場合、支払いに対す

る初回認証を行う際、アカウントの「個人設定」の「事前承認支払い」セクションから「優先

支払い方法」が選択できます。  

 

優先支払い方法を選択しても、アカウントに利用可能な残高がある場合は、残高から支

払われます。 ただし、優先支払い方法に eCheckを選択している場合は、残高がある場

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#bus_premier_top


合でも、eCheckが PayPalの支払いに使用されます。PayPalは、取引に利用可能な支

払い方法を制限する場合があります。 

 

2.5 支払いの拒否と返金。 お客様が支払いをされた場合、受取人が、その支払いを受

領する必要はありません。未請求の支払いや、返金または拒否された支払いは、お客様

の残高または元の支払い方法に返金されます。 未請求の支払いは、支払い日から 30

日以内に返金されます。 

 

2.6 マーチャント取引の遅延。 特定のマーチャントに支払いを行う場合、お客様はその

マーチャントに対して支払い処理を実施し、取引を完了させる権限を与えることになりま

す。このような支払いは、マーチャントが支払い処理を完了するまで保留されます。 マー

チャントによっては、支払い処理が遅くなることがあります。 このような場合、マーチャン

トに与えられた権限は最大で 30日間有効となります。 支払いに通貨換算が必要な場合、

マーチャントが支払いを処理し、取引を完了する時点で為替レートが決定されます。 

 

2.7 事前承認支払い。 「事前承認支払い」では、直接お客様の PayPalアカウントに、1

回限り、定期、または不定期の支払いを請求できる権限がマーチャントに与えられます。

事前承認支払いは、「購読」、「定期支払い」、「事前承認振替」または「自動支払い」とも

呼ばれます。 

 

2.8 事前承認支払いの停止。 事前承認支払いは、次の支払い予定日の 3営業日前ま

でに PayPalに通知することにより停止することができます。事前承認支払いを停止する

には、アカウントの「個人設定」の「事前承認支払い」セクションにアクセスし、支払いを停

止するリンクに従ってください。 事前承認支払いは、PayPalに電話（米国内 

1-402-935-2050）して停止することもできます。 PayPalに連絡して事前承認支払いを停

止すると、かかるマーチャントとの合意に基づくそれ以降の支払いすべてが停止されます。 

事前承認支払いを停止した場合でも、そのマーチャントとの契約条件下で、支払いまたは

その他の罰則に対する責任をお客様が引き続き負うことがあり、別の方法によりマーチャ

ントに支払いを行う必要がある場合があります。 

トップへ戻る 

 

3. 利用資格 

3.1 支払い受取り機能。 支払い受取り機能は国により異なります。支払い受取り機能を

使用できるかどうかを確認するには、ここをクリックしてください。 

 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#bus_premier_top
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3.2 自動振替が可能な国。 自動振替が可能な国にお住まいの方は、支払いを受け取る

ことができますが、利用可能な引出方法で、支払われた全額を引き出していただかなけ

ればなりません。これを行わないと、受け取った金額が、アカウントから定期的に指定の

引出方法で自動的に引き出されます。 自動振替に関するその他の条件については、こ

こをクリックしてください。 

 

3.3 無効な支払いに対する賠償責任。 支払いを受け取った場合、いかなる理由であれ、

その支払いが後に無効となったときは、お客様は 、お客様に支払われた支払いの全額

および手数料に対する賠償責任を PayPalに対して負います。つまり、その他の賠償責

任に加え、支払い者が支払った金額の他に、クレームまたはチャージバックについてお

客様側に問題があったと判断された場合、または支払いの取り消しがあった場合、本規

約の別紙 A（手数料）一覧に記載されている該当する手数料につき責任を負うことを意味

します。 

 

お客様には、PayPalに支払うべき金額について、PayPalがお客様の残高から引き落と

すことに同意していただきます。 賠償責任を果たすだけの十分な資金が残高にない場

合、お客様は別の手段により、PayPalに返済しなくてはなりません。 代金の支払い者が

チャージバックを申し立てた場合は、PayPalではなく、クレジットカード発行会社がチャー

ジバックをめぐる正当性がどちらにあるかの判断を行います。 

 

3.4 追加料金の非設定。お客様には、支払方法として PayPalを受け入れることに関し、

追加料金やその他の手数料を課さないことに同意していただきます。 商品またはサービ

スの販売に関連した取扱手数料を請求することはできます。ただし、かかる取扱手数料

は、追加料金としてのものではなく、また PayPal以外の取引において課される取扱手数

料額を超えるものであってはなりません。 

 

3.5 個人間支払いの受取り。 お客様が商品またはサービスを販売している場合、その

購入につき買い手に個人間の支払いを依頼してはなりません。 

 

3.6 事前承認支払い、および/または、ログインなしの支払い。 「事前承認支払い」、およ

び/または「ログインしない支払い」を受ける場合、支払い金額、頻度、支払いを行うまで

の期間について、買い手の事前承認を得る必要があります。 

 

3.7 デジタルコンテンツ向けマイクロペイメント。 Digital Goods向けマイクロペイメントを

受け取る資格を得るには、申請書を提出し、弊社による承認を受ける必要があり、また、

お客様のアカウントが良好な取引状態にあることが条件となります。Digital Goods向け

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/recpymt-full
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マイクロペイメントに申し込むことにより、お客様には複数の Digital Goodsの取引に関し

て、以下に記載する金額を上限とする支払いを受け取ることに同意していただきます。買

い手が異議を提出した場合、買い手に対して異議からクレームへの変更を求めることなく、

PayPalはその取引を取り消し、お客様のアカウントから資金を控除する場合がありま

す。 

 

通貨 金額 

オーストラリアドル: $9.99 AUD 

ブラジルレアル:  R$7.99 BRL 

カナダドル: $3.99 CAD 

チェココルナ:  99.00 CZK 

デンマーククローネ 24.99 DKK 

ユーロ: €3.99 EUR 

香港ドル:  $49.99 HKD 

ハンガリーフォリント:  999.00 HUF 

イスラエル新シェケル: 15.99 ILS 

日本円:  ¥999.00 JPY 

新メキシコペソ: $39.99 MXN 
 

通貨 金額 

ニュージーランドドル:  $9.99 NZD 

ノルウェークローネ:  29.99 NOK 

フィリピンペソ:  499.99 PHP 

ポーランドズロチ:  19.99 PLN 

シンガポールドル:  $9.99 SGD 

スウェーデンクローナ:  34.99 SEK 

スイスフラン:  4.99 CHF 

新台湾ドル: 249.00 TWD 

タイバーツ:  249.99 THB 

英ポンド:  £3.99 GBP 

米ドル:  $3.99 US 
 

トップへ戻る 

 

4. アカウント残高 

4.1 残高。 お客様のアカウントに残高がある場合、PayPalではお客様の資金をプール

アカウントに保持して PayPalの事業資金とは別に管理し、お客様の資金を PayPalの運

営費用、またはその他の事業目的に使用することはありません。PayPalは万一破産した

場合でも、PayPalの債権者に対してお客様の資金を任意に供与することはありません。 

お客様は、残高に対する利子やその他の利益を受け取ることはありません。 PayPal は、

PayPalがお客様に代わって保持する金額に対する利子を受け取ることができます。 お

客様にはお客様の資金から派生する利子に関する権利を PayPalに譲渡することに同意

していただきます。 

 

4.2 支払い期限を過ぎた未払額の相殺。PayPal、関連会社、または eBayに対して、支

払い期限を過ぎた未払額がある場合、PayPalは、支払い期限を 180日以上過ぎた金額

の支払いに充てるためお客様のアカウントから引き落とすことがあります。 

 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#bus_premier_top


4.3 残金不足と複数通貨 アカウントの残高がマイナスになった場合、PayPalはお客様

がその後アカウントにおいて入金した資金または受け取った資金をもって残高を相殺す

ることがあります。アカウントに複数通貨の残高があり、何らかの理由でそのひとつの残

高がマイナスになった場合、PayPalはお客様が保有する別の通貨の残高を使ってマイ

ナス分を相殺することがあります。また、お客様が複数のアカウントをお持ちの場合にお

いては、PayPalは、そのうちのあるアカウント残高のマイナス分を他のアカウントの残高

を使って相殺することができます。本項に従ってPayPalがアカウント残高のマイナス分を

相殺した場合において、お客様のアカウントのその他の債務もまとめて処理されることが

あります。 
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5. 資金の引き出し 

5.1 資金の引き出し方法 アカウントが登録されている国により異なりますが、お客様は

次のいずれかの方法でアカウントから資金を引き出すことができます。(a) 米国の銀行

口座またはお客様の地域の銀行口座への電子振替、(b) VISA カードへの電子振替、

(c) 登録された金融手段への PayPal 主導の自動振替、または (d) 小切手の郵送依頼。

お客様には、別紙 A（手数料）に記載された引き出し手数料が課せられます。 通常、認

証済みアカウントをお持ちでない限り、お客様の確認済み住所にのみ小切手を郵送しま

す。 小切手を私書箱宛に郵送することはありません。 これらの条件を満たさない住所に

小切手の郵送をご希望される場合は、カスタマー サービスに連絡し、その住所とお客様

との関係を確認するために必要な書類をご提出ください。 小切手の発行日から 180日

以内に小切手を換金しない場合、お客様の残高に資金（手数料を引いた金額）を戻しま

す。 

 

5.2 引出限度額 アカウントの認証度にもよりますが、弊社が要求する情報をお客様から

ご提供いただくまで、弊社はお客様の資金の引き出し能力に制限を設ける場合がありま

す。引出限度額が設定されている場合は、アカウントにログインして表示することができ

ます。さらに、多額の資金の引き出しがある場合には、リスク審査を行う間、引き出しを遅

らせることがあります。 

トップへ戻る 

 

6. アカウントの解約 

6.1 アカウントを解約する方法。 アカウントの個人設定の指示に従って、いつでもアカウ

ントを解約することができます。アカウントの解約にあたり、PayPalは保留中の取引をす

べてキャンセルすることになり、法律で禁止されていない限り、お客様は引き換えコードに

関連付けられている残高の権利を失うことになります。 アカウントを解約する前に、残高

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#bus_premier_top
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を引き出しておく必要があります。お客様のアカウントの解約に関して手数料は発生いた

しません。 

 

6.2 アカウント解約の制限。 アカウントを解約することにより調査を逃れることはできま

せん。弊社が調査を行っている間にアカウントを解約した場合、弊社は、PayPal、

PayPalの関連会社または第三者を、支払いの取り消し、チャージバック、クレーム、手数

料、罰金、違約金、またはその他の賠償責任などのリスクから保護するために、お客様

の資金を保留することができます。アカウントを解約した後でも、お客様はアカウントに関

連するすべての義務を引き続き負わなくてはなりません。 

トップへ戻る 

 

7. PayPal買い手保護 

7.1 対象となる問題の種類。PayPal買い手保護は、以下の問題のいずれかが発生した

場合にお客様を保護します。 

1. 「商品未受領」(INR): PayPalを利用して代金を支払った商品が届かなかった場

合、または 

2. 「説明と著しく異なる」(SNAD): PayPalで代金を支払い、商品を受け取ったが、

「説明と著しく異なる(SNAD)」場合。 

 

お客様が承認していない取引に関する問題については、下記の第 8項を参照し

てください。 

売り手のウェブサイトまたは商品リストで説明しているものと大幅に異なる商品は、「説明

と著しく異なる」(SNAD)に該当します。以下は、そのようなケースの例です。 

 商品説明とまったく異なる商品を受け取った。例: 書籍を購入したのに、DVDまた

は空のボックスを受け取った。 

 商品の状態が説明と異なる。例: 商品購入時の説明では「新品」と表記されていた

のに中古商品を受け取った。 

 商品は本物であると説明されていたが、受け取った商品が本物ではなかった。 

 商品には、主要パーツまたは機能が欠落しており、そのことについての説明が購入

時にはなかった。 

 商品を 3個購入したのに、2個しか届かなかった。 

 配送中に商品にかなりの損傷があった。 

商品が売り手の商品ページに説明されているものとほぼ同様である場合は、「説明と著し

く異なる」(SNAD)は該当しません。以下は、そのようなケースの例です。 
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 商品の不具合が売り手によって正しく説明されていた。 

 商品が正しく説明されていたが、商品を受け取った後でほしくなくなった場合。 

 商品が正しく説明されていたが、自分の期待に添っていなかった場合。 

 商品が使用済みと説明されていて、多少の傷があった場合。 

7.2 資格要件。 

1. PayPalの買い手保護の適用を受けるには、以下の要件をすべて満たしている必

要があります。 

 アカウントから商品代金の全額を一括で支払っていること。 複数回の支払い、

または分割払いで購入した商品は対象から外れます。 

 支払日から 180日以内に異議を提出し、以下の「異議の解決」に説明されて

いるオンラインの異議解決手続きに従う。 

 良好な状態のアカウントを持っている。 

 別の資金源から当該購入に関連する返金を受け取っていない。 

 

7.3 対象外の商品。以下の支払いは、PayPal買い手保護に基づく返金の対象外です。 

 

 不動産 

 事業（ビジネスを購入する場合） 

 車両（オートバイ、トレーラーハウス、航空機、および小型船舶を含む） 

 特注商品(SNADに関して) 

 PayPalの利用規定ポリシーPayPalの利用規定ポリシーに違反する商品。お客様

本人が直接受け取った商品、または代理人が受け取るようにお客様が手配した

商品(小売店頭も含む) 

 製造用の工業機械 

 現金と同等の商品(プリペイドカード、ギフトカードを含む)  

 個人間の支払い 

お客様の支払いが PayPal 買い手保護制度の対象とならない場合でも、異議を申し立て、

直接売り手との問題解決を試みることはできます。ただし、お客様が PayPal買い手保護

制度の対象とならない商品について異議をクレームに変更した場合、PayPalは、お客様

に有利な判決を下すことはありません。  

 

7.4 補償金額 PayPal買い手保護制度の対象であり、PayPalがクレームに対し、お客

様に有利な判定を下した場合は、商品の購入代金全額と当初の発送費用を返金します。 
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説明と著しく異なる(SNAD)商品を売り手またはPayPal指定の第三者に返品する際の発

送費用は返金されません。 売り手がお客様の住所に商品を発送したという証拠を提示

した場合は、商品未受領(INR)のクレームに対して、お客様が商品を受け取っていない場

合でも、売り手に有利な判定を下すことがあります。 

 

7.5 異議の解決。売り手と直接問題を解決できない場合は、問題解決センターにアクセ

スし、以下の処理を実行してください。 

 異議を提出する。 商品の代金を支払った日から 180日以内に異議を提出し、売り

手と問題の解決に向け交渉します。 

 異議をクレームに変更する。売り手との同意に達しない場合は、異議を提出してか

ら 20日以内に異議をクレームに変更できます。 

 

$2,500米ドル相当以上(またはその他の通貨による相当額)の商品に対するもの

でない限り、商品未受領(INR)に対する異議をクレームに変更できるのは、支払い

日から 7日目以降となります。20日以内に異議をクレームに変更しない場合、

PayPalは異議を永久にクローズします。 

 PayPalからの情報提供要請にすみやかに応じる。クレームの処理中、PayPalは、

お客様に自らの立場を支援する文書を提出するよう求めることがあります。 

 PayPalの発送要請にすみやかに準じる。説明と著しく異なる(SNAD)クレームの場

合は、通常、商品を売り手、PayPalまたは第三者に返品していただき(発送費用

はお客様負担)、配送証明を提出していただく必要があります。 

 

合計が$250米ドルに満たない取引の場合、オンラインで表示できる配送証明が

証明となります。この配送証明には、配送先住所(少なくとも都道府県・市区町村

または郵便番号)、配送日、および配送のドロップダウンメニューから「その他」を

選択した場合は配送業者のウェブサイトの URLが含まれます。総額$250米ドル

以上（または下表の一覧にある通貨による相当額）の取引の場合は、配達の署名

確認を取得する必要があります。 

 

$250米ドル以上で署名確認が必要な場合 – その他の通貨による相当額:  

通貨 金額 

オーストラリアドル: $350 AUD 

ブラジルレアル:  R $500 

通貨 金額 

ニュージーランドド

ル:  
$380 NZD 
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BRL 

カナダドル: $325 CAD 

チェココルナ:  6,000 CZK 

デンマーククロー

ネ 
1,500 DKK 

ユーロ: €200 EUR 

香港ドル:  
$2,000 

HKD 

ハンガリーフォリン

ト:  
55,000 HUF 

イスラエル新シェ

ケル: 
1,000 ILS 

日本円:  
¥28,000 

JPY 

マレーシアリンギッ

ト 
1000 MYR 

新メキシコペソ: 
$2,200 

MXN 
 

ノルウェークロー

ネ:  
1,600 NOK 

フィリピンペソ:  12500 PHP 

新ポーランドズロ

チ:  
800 PLN 

ロシアルーブル: 8,500 RUB 

シンガポールドル:  $ 400 SGD 

スウェーデンクロ

ーナ:  
2,000 SEK 

スイスフラン:  330 CHF 

新台湾ドル: 8250 TWD 

タイバーツ:  9000 THB 

トルコリラ: 375 TRY 

英ポンド:  £150 GBP 

米ドル:  
$ 250.00 

USD 
 

 クレームの解決手続き。 異議がクレームに変更されると、PayPalは、買い手また

は売り手に有利な最終決定を下します。PayPalは、受領書、第三者の評価、警察

の報告書、その他 PayPalが指定する文書の提出をお願いすることがあります。

PayPalは、買い手または売り手に有利な最終決定を下す完全な裁量を保有しま

す。 PayPalが、買い手または売り手に有利な最終決定を下した場合は、各当事

者は PayPalの決定に従わなくてはなりません。 PayPalは、通常、買い手が

SNADであると申し立てる商品を、買い手が売り手に返品するよう求めます(返品

費用は買い手の負担となります)。また、売り手に返品を受諾し、買い手に商品の

全額と当初の発送費用を払い戻すよう求めます。 クレームで売り手に不利な決

定が下された場合、取引に関連するPayPalの手数料は売り手には返金されませ

ん。売り手であるお客様が販売した商品が偽造品であるために SNADクレームで

不利な判決を受けた場合、お客様は買い手に全額を返金するよう求められ、商品

は返品されません。 



7.6 デジタルコンテンツ向けマイクロペイメントに関する異議およびクレーム。下表に記

載されている最高金額までのデジタルコンテンツの購入に関し、お客様が異議を申し立

てる場合、PayPalは、お客様に異議からクレームへの変更を求めることなく、独自の裁

量において、返金する場合があります。 

 

通貨 金額 

オーストラリアドル: $9.99 AUD 

ブラジルレアル:  7.99 BRL 

カナダドル: $3.99 CAD 

チェココルナ:  99.99 CZK 

デンマーククローネ 24.99 DKK 

ユーロ: €3.99 EUR 

香港ドル:  $49.99 HKD 

ハンガリーフォリント:  999 HUF 

イスラエル新シェケル: 15.99 ILS 

日本円:  ¥999 JPY 

メキシコペソ: $39.99 MXN 
 

通貨 金額 

ニュージーランドドル:  $9.99 NZD 

ノルウェークローネ:  29.99 NOK 

フィリピンペソ:  499.99 PHP 

ポーランドズロチ:  19.99 PLN 

シンガポールドル:  $9.99 SGD 

スウェーデンクローナ:  34.99 SEK 

スイスフラン:  4.99 CHF 

新台湾ドル: 249.00 TWD 

タイバーツ:  249.99 THB 

英ポンド:  £3.99 GBP 

米ドル:  $3.99 USD 
 

 

PayPalは、お客様が受け取るデジタルコンテンツに対する返金回数を制限する場合が

あります。 制限がある場合、または商品が補償の対象とならない場合でも、第 7条に記

載されている PayPalの標準的な異議解決の手続きに従い、売り手に直接連絡をして問

題解決を試みることができます。 

 

7.7 PayPalの保護プログラムとチャージバックの関係。クレジットカードのチャージバック

に関連する権利は、PayPalの保護プログラムより広範囲の商品を対象とする場合があり

ます。チャージバックでは、SNADには該当しない場合でも、期待に添わない商品は対象

となる場合があり、無形の商品も対象となる場合があります。PayPalに対し異議/クレー

ムを申し立てるか、またはクレジットカード会社に連絡して、チャージバックの権利を申し

立てることができます。 同時に両方に申し立てをしたり、二重の回収を求めることはでき

ません。PayPalに対し異議またはクレームを申し立て、またクレジットカード会社に対しチ

ャージバックを申請した場合は、PayPalはお客様の異議またはクレームをクローズし、お

客様は、チャージバック権利のみに依存することになります。  

 



カード発行会社に連絡する前に、または PayPalに対し異議を申し立てる前に、売り手に

連絡し、売り手のオークションまたはウェブサイトに記載されている返品条件に従って問

題を解決するようにしてください。 

 

7.8 二重回収の禁止。売り手もしくはその他の第三者からすでに直接購入に対する返金

を受けている場合、または、当該購入について売り手もしくはその他の第三者に対する

申し立てを既に行っている場合は、PayPal買い手保護制度に基づいた購入商品に対す

る異議・クレームを申し立てること、また返金を受けることはできません。 

トップへ戻る 

 

8. エラーおよび未承認取引 

8.1 未承認取引およびエラーに対する保護。 アカウントで未承認取引およびエラーが発

生した場合、PayPalは利用者が以下の手順に従っている限り、すべての対象となる未承

認取引またはエラーによる全額を補償します。 

 

未承認取引とは、アカウントからお客様が許可しない、またお客様に利益をもたらさない

支払いが行われた場合に発生します。たとえば、何者かがあなたのパスワードを盗み、

そのパスワードを使用してお客様のアカウントにアクセスし、お客様のアカウントから支払

いが行われた場合には、未承認取引となります。お客様が、何者かにアカウントへのアク

セスを（ログイン情報を与えることで）許可し、お客様が知らないうちに、または許可なく取

引が行われた場合は、お客様にこうした利用の責任があります。 

 

8.2 通知要件 

1. 以下の状況が発生したと判断される場合は、すみやかに PayPalに通知していた

だく必要があります。 

1. ご自分のアカウントで未承認取引または不正なアクセスがあった。 

2. アカウントの履歴記述にエラーがある（アカウントにログインして「すべての取

引を表示」リンクをクリックするとアカウントの履歴にアクセスできます）、または

電子メールで送られてきた取引確認にエラーがある。 

3. パスワードまたは PayPalモバイルの暗証番号が侵害されている。 

4. PayPalモバイルが有効に設定された電話を紛失した、盗まれた、または無

効化された。 

5. 明細または取引確認に表示されている取引に関する詳細が必要である。 

2. 未承認取引が保護の対象となるには、ご自分のアカウント履歴に未認証取引が

初めて表示された日から 60日以内にPayPalに通知しなければなりません。 正

当な理由（入院中など）により 60日以内に通知ができなかった場合は、この 60
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日間の通知期間を延長します。 

 

定期的にご自分のアカウントにログインし、アカウントの履歴明細を確認して、未

認証取引またはエラーが発生していないことを確かめることをお勧めします。

PayPalは、お客様のアカウントで行われた各取引の通知をお客様が指定したメ

インの電子メールアドレスに送信します。 この取引確認通知を確認し、各取引が

自分が許可した取引であること、取引の内容が正しいことを確かめてください。 

 

お客様のアカウントで発生した未認証取引またはエラーは以下のいずれかの方法でお知

らせください。 

 このフォームを使用して PayPalセキュリティセンターに報告する。 

 PayPalに書面で知らせる（宛先: Error Resolution Department, P.O. Box 45950, 

Omaha, NE 68145-0950）。 

 PayPalカスタマーサービスに電話する（米国内: 402-935-7733）。 

通知する際は、以下に関するすべての情報をご提供ください。 

 お客様の氏名とアカウントに登録した電子メールアドレス 

 未認証取引またはエラーであると疑われる詳しい内容、不正であると判断される理

由、または取引を特定する詳しい情報が必要な理由 

 未承認取引またはエラーであると疑われる取引の金額 

口頭で情報を提供していただいた場合は、お客様のクレームまたは質問を 10営業日以

内に書面で送っていただく必要がある場合があります。調査の過程において、お客様に

追加情報の提出をお願いすることがあります。 

 

8.3 通知受領後の PayPalの措置。 疑わしい未承認取引またはエラーの通知があった

場合、またはそのいずれかについて、弊社の知るところとなった場合、以下の措置がとら

れます。 

 保護の対象となるべき未承認取引またはエラーが発生しているか判断するための

調査を実施します。 

 疑いのある未承認取引またはエラーの通知を受け取ってから 10営業日以内に調

査を完了します。 新規アカウントの場合（アカウントでの最初の取引が通知日か

ら30営業日以内に行われた場合）は、調査完了に最大 20営業日かかることがあ

ります。 さらに時間が必要な場合は、調査に最大 45日（新規アカウントの場合、
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またはお客様が実際に店頭において行った取引の場合、または米国外での取引

の場合は最大 90日）かかることがあります。 

 弊社でさらに時間が必要であると判断した場合、疑わしい未承認取引またはエラー

の金額を一時的にお客様のアカウントに入金します。 お客様は、通知を受け取っ

てから10営業日（新規アカウントの場合は20営業日)以内に一時入金を受け取り

ます。 調査完了までの期間中、お客様はその資金を使用できます。 入金を行っ

てから 2営業日以内に、一時入金のお知らせをいたします。 弊社がお客様にクレ

ームまたは質問を書面で提出していただくよう依頼し、10営業日以内（新規アカウ

ントの場合は 20営業日）に書面を受け取らなかった場合は、お客様のアカウント

への一時入金は行われません。 

 調査終了後、結果を 3営業日以内にご連絡いたします。 

 

弊社が未承認取引またはエラーであるという決定を下した場合は、決定後 1営業

日以内にお客様のアカウントにすみやかに全額を入金します。または、お客様が

一時入金をすでに受け取っている場合は、その金額をそのままご利用いただけま

す。 

 

未承認取引またはエラーではないと判断した場合、その判断に関する説明を記載

した電子メールをお客様にお送りします。一時入金を受け取られている場合は、お

客様のアカウントから引き落とされ、その引き落とし日と金額を通知します。 お客

様は、弊社が調査に使用した文書の写しを請求することができます。  

8.4 PayPalのエラー。 弊社では発見したエラーを修正します。エラーの結果、実際にお

客様が受け取るべき金額よりも少ない金額を受け取った場合、PayPalがはその差額を

お客様のアカウントに入金します。 エラーの結果、お客様が実際に受け取るべき金額よ

りも多い額を受け取った場合、PayPalは過剰分をお客様のアカウントから差し引きます。 

 

8.5 お客様のエラー。 お客様が誤って間違った相手に支払った場合、または間違った金

額を支払った（入力ミスなど）場合、その唯一の救済方法は、支払い先に連絡して返金を

お願いすることです。PayPalは、お客様のエラーにより行われた支払いを返金または取

り消しません。 

トップへ戻る 

 

9. PayPal売り手保護制度 

9.1 PayPal売り手保護。PayPal売り手保護制度は、以下に基づくクレーム、チャージバ

ック、または支払いの取り消しに対して日本の売り手を保護するものです。 
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 未承認取引、または 

 商品未受領。 

PayPal売り手保護は、あらゆる国の買い手から受け取った、対象となる支払いに適用さ

れます。売り手が日本以外の国の買い手と取引を行った場合には、当該買い手の国に

該当する PayPal買い手保護ポリシーが適用されますので、該当する PayPal買い手保

護ポリシー(該当するPayPal買い手保護ポリシーについてはこちらをご確認ください)をお

読みください。 

 

9.2 保護の範囲 PayPalは、対象となるお支払い額の全額をお客様に支払うことで保護

し、チャージバック料が適用される場合には、これを免除します。 

 

9.3 資格要件。 

 

PayPal売り手保護の対象となるためには、以下のすべての資格要件を満たす必要があ

ります。 

1. 商品は物理的な有形商品(ただし、自動車およびバイクを除く)でなければなりませ

ん。 

2. PayPalサービスによる、買い手の保有する PayPalアカウントから受領した支払いで

なければなりません。 

3. 当該取引に関して単一のアカウントにおいて単一の支払いを受ける必要があります

(部分的な支払いおよび/または割賦・分割払いは除外されます)。 

4. 「取引の詳細」ページの配送先住所に商品を発送する必要があります。直接手渡しし

た商品、買い手が直接赴いて受け取った商品、または商品が異なった住所に発送さ

れた場合(たとえば、買い手がお客様に対して「勤務先住所」または「贈答先住所」等

に発送するよう依頼した場合)、お客様は PayPal売り手保護制度の対象となりませ

ん。 

5. 下記に定める発送要件に従う必要があります。 

6. 支払いは、「取引の詳細」ページで PayPal売り手保護制度の「対象」または「一部対

象」であることが記されている必要があります。「対象」と記された場合には、未承認

取引および商品未受領いずれの場合も対象となります。「一部対象」と記された場合

は、商品未受領の場合のみが対象となります。 

7. ペイパルによる資料およびその他の情報提供要請にすみやかに対応する必要があ

ります。 

8. 何らかの理由によりお客さまの資格要件が停止されていないことが必要です。 
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9.4 発送要件  

 発送要件 

商品未受領

の保護 

$750米ドル(または下記の同等額)未満の商品については発送

証明 

 

$750米ドル(または下記の同等額)およびそれ以上の商品につ

いては配達証明および署名確認 

未承認取引 発送証明 

 

通貨* 金額 通貨* 金額 

オーストラリアドル $850 AUD ニュージーランドドル $950 NZD 

ブラジルレアル $1,750 BRL ノルウェークローネ 4,600 NOK 

カナダドル $850 CAD フィリピンペソ 34,000 PHP 

チェココルナ  15,000 CZK 新ポーランドズロチ  2,300 PLN 

デンマーククローネ 4,100 DKK ロシアルーブル: 27,000 RUB 

ユーロ €550 EUR シンガポールドル $950 SGD 

香港ドル $6,000 HKD スウェーデンクローナ 4,950 SEK 

ハンガリーフォリント 170,000 HUF スイスフラン 700 CHF 

イスラエル新シェケル 2,700 ILS ニュー台湾ドル 23,000 TWD 

日本円 ¥77,000 JPY タイバーツ 24,500 THB 

マレーシアリンギット 2,500 MYR トルコリラ 1,600 TRY 

メキシコペソ $10,000 MXN 英ポンド £450 GBP 

  米国ドル $750 USD 

「発送証明」は配送会社が発行するオンラインまたは物理的な書類で、次のすべての内

容が含まれます。 

1. 発送済み(またはそれに相当するもの)の状況および発送日。 

2. 受取人の氏名および住所は「取引の詳細」ページに記載されたものと一致する必要

があります。 

3. 発送人の氏名および住所は「取引の詳細」ページに記載された売り主のものと一致

する必要があります。 

4. 発送の状況を示すオンラインのトラッキング情報。 



「配達証明」は配送会社が発行するオンラインまたは物理的な書類で、次のすべての内

容が含まれます(または発送会社が次のすべての内容を保証する必要があります)。 

1. 配達済み(またはそれに相当するもの)の状況および配達日。 

2. 受取人の氏名および住所は「取引の詳細」ページに記載されたものと一致する必要

があります。 

3. 配送会社のウェブサイトにおいて見ることができ、かつ商品の受領を署名にて確認し

たことを示すオンライン書類。 

9.5 PayPal売り手保護制度の手続き弊社は、クレーム、チャージバック、または支払いの

取り消しの全額をカバーするため、お客様のアカウントの資金を一時的に保留します。弊

社はお客様に対し、発送証明または配達証明および署名確認、当該取引が資格要件を

満たすか否かを判断するために必要な情報の提出を求めます。 

 

弊社は、合理的な裁量により、取引が PayPal売り手保護制度の資格要件を満たすか否

かを判断します。資格要件を満たす場合、一時的保留は解除され、お客様のアカウント

における資金は回復されます。 

 

支払いが PayPal売り手保護制度の保護の対象とならない場合、弊社はお客様のアカウ

ントから資金を出して買い手に支払いを返金します。チャージバック料が適用される場合

は、お客様は弊社に対してその支払いの責任を負います。 

 

9.6 PayPal売り手保護制度の資格要件停止 お客様のアカウントに関してリスクが増加

したと弊社が合理的に信じる場合には、弊社はお客様の PayPal売り手保護制度の資格

要件を停止することができます。リスクの判断に際して、弊社は以下を検討します。 

 お客様のアカウントに対するクレーム、チャージバックおよび支払いの取り消しの金

額合計および件数 

 弊社および弊社のシステムの整合性に対するお客様のアカウントの潜在的なリスク 

 弊社および弊社の他のユーザーに対する潜在的なリスク 

お客様のアカウントと関連または関係のあるアカウントが資格要件停止された場合、当

社はお客様の資格要件を停止することができます。 

 

弊社はお客様のアカウントに関するリスクが増加したと合理的に信じることがなくなった

場合、資格要件の停止を解除します。 

 



弊社が依然としてリスクが存在すると合理的に信じる場合、その完全な裁量により、お客

様に対して PayPal売り手保護制度の資格要件停止を解除しうるよう特定の行動を取る

よう要求することができます。お客さまは特定の期間内に、弊社が合理的に要求する指

示に従う必要があります。 

 

資格要件を停止または停止の解除をする場合には、弊社からお客様に対してメールによ

る通知を行います。 

 

9.7 PayPal売り手保護制度の対象とならない商品または取引の例  

PayPal売り手保護制度の対象とならない商品または取引の例を以下に示します。 

 説明と著しく異なる商品に対するクレームまたはチャージバック 

 直接手渡しした商品（店頭販売を含む） 

 事業、デジタルコンテンツ、旅行チケット、ギフトカードおよびサービスなどの無形商

品 

 PayPalダイレクト決済(バーチャルターミナル決済およびウェブ ペイメント プロ/プラ

ス決済を含む)、PayPal Hereによる支払い(チェックイン支払い、請求書支払いを

含むがこれに限らない)、PayPalキャリアビリング製品およびメール決済 

 受取人の住所に発送されていない商品。最初は受取人住所に発送されたが、その

後で商品が別の住所に転送された場合はPayPal売り手保護の対象となりません。 

したがって、買い手が手配した配送サービスは使用しないようお勧めします。配送

サービスを買い手が手配した場合、有効な発送証明および配達証明を提供でき

なくなることがあります。 

 ペイパルが発送しないように伝えた後に発送した商品 

9.8 PayPal売り手保護制度からの除外。  

 すべての関連する状況を検討のうえ、お客様が同制度を濫用したと弊社が合理的に判

断した場合、弊社はその完全な裁量により、お客様をPayPal売り手保護制度から除外し、

ユーザー規約に従いその他の措置を取ることができます。お客様が除外された場合には

弊社より通知します。 

 

お客様が権限または資格なしに PayPal売り手保護制度に基づき支払いを受けた場合、

かかる支払いにつき、お客様は弊社に対して直ちに返済する義務を負うものとし、弊社に

対して支払い期限の到来した債権として取り扱うものとします。 

トップへ戻る 

トップへ戻る 
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10. 制限されている行為 

10.1 制限される行為。 弊社のウェブサイト、お客様のアカウント、PayPalサービスの利

用に関して、また PayPal、他のユーザー、もしくは第三者とのやりとりの過程において、

お客様は以下のことを行ってはなりません。 

1. 本規約、営利団体規約、利用規定ポリシーまたはその他のお客様が PayPal と合意

したポリシーに違反する。 

2. 不文法、成文法、条例または規則に違反し、ビジネスおよびプレミアユーザーとして、

外国為替及び外国貿易法の「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」に反

して、北朝鮮やイランなどの制裁措置を受けている国への支払いや武器や核関連開

発などの禁輸品に対する支払いを行う。 

3. PayPalまたは第三者の著作権、特許権、商標、企業秘密またはその他の知的財産

権、肖像権、プライバシー権を侵害する。 

4. 偽造品を販売する。 

5. 非難、中傷、脅迫または嫌がらせ行為をおこなう。 

6. 虚偽、不正確、または誤解を招く情報を提供する。 

7. 詐欺の可能性のある、または疑わしい活動および/または取引への関与。 

8. 調査への協力、または身元証明または弊社に提供した情報の確認を拒否する。 

9. 異議を申し立てている同一の取引に対して PayPalおよび売り手、銀行、クレジットカ

ード発行会社から二重に資金を受け取る、またはそれを試みる。 

10. ここに記載された「制限されている行為」に関与している別のアカウントにリンクされ

たアカウントを管理する。  

11. 苦情、異議、クレーム、支払いの取り消し、チャージバック、手数料、罰金、罰則およ

びその他の責任を PayPal、他のユーザー、第三者、またはお客様自身にもたらすよ

うなやり方、またはもたらすおそれのあるやり方で取引を行ったり、PayPalサービス

を使用する。 

12. PayPalサービス利用に関連して高いリスクを示す信用調査機関によるクレジットス

コアをもたらす。  

13. PayPal、Visa、MasterCard、American Express、Discover、その他の電子資金振

替ネットワークにより、カードシステムの不正利用、またはカード協会またはネットワ

ーク規約の違反であると正当に判断されるやり方で、アカウントまたは PayPalサー

ビスを使用する。 

14. アカウントの残高をマイナスにする。 

15. クレジットカードの現金貸付を利用する(または他者のこのような利用を手助けするこ

と)。 
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16. 世界の PayPalページ世界の PayPalページにリストされていない国から PayPalサ

ービスにアクセスする。 

17. 他のユーザーの情報を第三者に公開または配布する、またはその情報をマーケティ

ング目的に使用する（ユーザーからそのような行為についての明示的承諾を得てい

る場合を除く）。 

18. ユーザーに迷惑メールを送る、またはPayPalサービスを使用して第三者への迷惑メ

ールの送信または送信支援に関する支払いを回収する。 

19. 弊社のインフラストラクチャに不当にまたは過度に大量の負荷を課すような行為をお

こなう。 

20. ウイルス、トロイの木馬、ワーム、またはその他、システム、データ、ユーザー情報を

損傷、阻害、密かに傍受または収奪する可能性のあるのコンピュータプログラムル

ーチンを助長すること。 

21. 弊社の書面による事前の許可なしに弊社ウェブサイトを監視またはコピーするため

に、匿名のプロキシ、ロボット、スパイダー、その他の自動デバイスまたは手動のプ

ロセスを使用する。 

22. デバイス、ソフトウェア、またはルーチンを使用して、弊社のロボット排除ヘッダーを

迂回する、または弊社のウェブサイトまたは PayPalサービスを妨害する、または妨

害を試みる。 

23. 弊社がインターネット サービス プロバイダ、決済機関、またはその他のサプライヤ

ーのサービスを失う原因となり得る行為を行う。 

トップへ戻る 

 

11. お客様の賠償責任 - 弊社がとる処置 

11.1 お客様の賠償責任。 

1. 一般。 お客様は、すべての支払い取り消し、チャージバック、クレーム、手数料、罰

金、違約金、および/またはお客様の本規約の違反および/または PayPalサービス

の使用により生じた PayPal、PayPalユーザー、あるいは第三者が被るその他の賠

償責任に対して責任を負っています。お客様は、かかる賠償責任の一部およびすべ

てに対して PayPal、ユーザー、または第三者に返済することに同意します。 

2. PayPal買い手保護制度に基づくクレームに対する賠償責任。 お客様が売り手であ

り、PayPalに直接提出されたクレームでお客様側に問題があったと判断された場合

には、賠償責任として PayPalへの払い戻しを求められます。お客様が日本以外の

国における PayPalアカウント保有者から支払いを受け取った場合において、

PayPalが該当する PayPal買い手保護ポリシーに基づきかかる支払いが返還また

https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_display-approved-signup-countries-outside
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は取り消されるべきであると判断したときは、お客様は PayPalに対してかかる支払

いの払い戻しを求められます(日本以外の国の PayPalアカウント保有者から支払い

を受け取る前に、こちらの PayPal買い手保護ポリシーをご確認ください)。お客様の

賠償責任には、商品の購入額の全額と当初の配送料(返品がない場合もある)、およ

びかかる取引でお客様に課せられた PayPal手数料が含まれます。PayPal売り手

保護制度では、商品未受領に基づいて対象となるクレームおよび対象となる未承認

取引に対する賠償責任を補償しています。上記の第 9条(PayPal売り手保護制度)

をご参照ください。 

 

買い手がお客様から購入した商品に対して説明と著しく異なる(SNAD)クレームを提

出した場合、通常、お客様は商品の返品を承諾し、買い手に購入価格の全額と当初

の配送料を返金するよう求められます。PayPal手数料の払い戻しはありません。 さ

らに、お客様により販売された商品が偽造品であると、弊社が独自の裁量で合理的

に判断したため、SNAD クレームでお客様側に問題があったとの判断がなされた場

合は、お客様は買い手に全額を返金するよう求められますが、商品はお客様に返却

されません(商品は処分されるか、その他の不可逆的処理がなされる等の可能性が

あります)。PayPal売り手保護では、SNAD クレームに対するお客様の賠償責任は

補償しません。 

3. eBayのマネーバックギャランティープログラムに基づいて提出されたクレームに対す

る賠償責任。お客様が eBayの売り手で、eBay マネーバックギャランティプログ

ラムに従って、お客様が買い手に対して返金を行う責任があると eBayにより最

終的に判断された場合、お客様は、PayPalがお客様のアカウントからクレーム

対象金額を超えない資金を引き落とし、それを eBayに支払うことを承認する

ものとします。残高がクレーム対象金額に満たない場合、PayPalはお客様のア

カウントを保留します。アカウントの保留期限は次のとおりです: (1)クレーム対

象金額を支払える十分な資金が用意できた日、その時点で対象金額がアカウン

トから引き落とされます。(2) eBayの最終判断から 20日後、その時点で対象金

額を超えない金額がアカウントから引き落とされます。 

4. アカウントに関するお客様からの指示の責任。アカウントに関するお客様からの(口

頭および書面による)指示をお客様が認証すると、PayPalはそれに従います。PayPal

がそれらの指示に基づいて誠意を持って行動している場合にお客様または他者が

被ったいかなる損失または損害についても、PayPalの過失であることが証明され

ない限り、PayPalは責任を負いません。  

11.2 負債の返済。 お客様に、PayPalに対する支払い責任がある場合、PayPalは即座

にお客様のアカウントからかかる金額を差し引きます。その支払い責任を果たすのに十

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/ua-table


分な残高がない場合、あるだけの残高(ある場合)が差し引かれ、支払い額を上限として

アカウントの残高がマイナスとなり、お客様は、直ちに残高に資金を追加するか、他の方

法で PayPalに返済する義務を負います。これを怠った場合、PayPalはかかる金額を回

収するための回収手段を講じる場合があります。 

 

11.3 PayPalによる措置 – 制限されている行為 PayPalが独自の裁量において、お客

様が制限されている行為を行ったとみなす場合、支払い取り消し、チャージバック、クレー

ム、手数料、罰金、違約金およびその他の賠償責任から PayPal、PayPalの関連会社、

PayPalのユーザー、第三者またはお客様を保護するためにさまざまな措置を講じます。

弊社が講じる措置には以下が含まれますが、これに限定されません。 

1. お客様のアカウントまたは PayPalサービスへのアクセスを終了、一時停止、または

制限することがあります。 

2. PayPalは、PayPal買い手保護/PayPal売り手保護についてのお客様の資格要件を

停止することがあります。 

3. 現在および将来においてお客様に PayPalサービスを提供することを拒否することが

あります。 

4. PayPalまたは第三者への賠償責任リスクから保護するため、または、お客様が詐欺

または疑わしい活動および/または取引を行っている可能性があるとみなした場合に、

合理的期間お客様の資金を保留することがあります。 

11.4 PayPalの措置 - 保留。  

1. リスクベースの保留。 PayPalは、独自の裁量において、お客様、そのアカウント、ま

たはすべてもしくは一部の取引に関連してリスクが高いと判断した場合、お客様が受

け取る支払いの一部またはすべてを保留することがあります。PayPalの決定は異な

る要因に基づき、PayPalは第三者から受け取った情報に依存することができます。

PayPalが支払いを保留すると、その資金は「未決済残高」となり、支払いステータス

は「完了 - 資金は使用不可」のように表示されます。お客様が受け取る支払いの一

部または全部を保留した場合、PayPalはその措置をお客様に通知いたします。

PayPalは、お客様のアカウントに支払いがあった日から 30日後に保留を解除しま

す。ただし、たとえば(a)異議、クレーム、チャージバック、または支払い取り消しなど

の受け取りである場合、(b)お客様が本利用規約またはその他のポリシーに違反し

たと PayPalがみなし、かかる違反により引き続き資金の保留が必要であると判断し

た場合、または(c)お客様が詐欺または疑わしい活動および/または取引に関与して

いる可能性があると PayPalがみなす場合など、PayPalが支払いを引き続き保留す

る理由がある場合を除きます。 このような場合、PayPalは本規約に従って問題が



解決されるまで、お客様のアカウントへの支払いを保留し続けます。PayPalは、独

自の裁量において、特定の状況下で予定より早く保留を解除する場合があります。

たとえば、発送した商品に関するトラッキング情報がお客様からアップロードされた

場合などがこれに該当します。 

2. 異議対象取引の保留。 ユーザーがお客様への支払いに対して異議、クレーム、チャ

ージバック、または支払い取り消しを申し立てた場合、PayPalは賠償金額の補償の

ためにお客様のアカウントを一時的に保留します。お客様に対する異議の申し立て

が却下される、またはその取引が PayPal売り手保護制度の対象となる場合、

PayPalは一時保留を解除します。 異議申し立てでお客様側に問題があったという

判断がなされた場合、PayPalはお客様のアカウントから資金を差し引きます。 この

手続きは、買い手が eBayマネーバックギャランティープログラムにより eBayに直接

クレームを申し立てた場合にも適用されます。ただし、eBayマネーバックギャランティ

ープログラムの規定に基づき、お客様のアカウントが、eBayまたは買い手(場合に応

じて)に支払うべき返金の支払方法として使用される場合に限ります。 

11.5 PayPalによる措置 - 保留金。  

PayPalが独自の裁量でお客様のアカウントに関してリスクが高いと判断した場合は、

PayPalはプレミアアカウントまたはビジネス アカウントの資金に保留金を設けることがあ

ります。 PayPalがお客様のアカウントの資金に保留金を設けると、取引はお客様の

PayPal残高において「未決済」と表示され、「未決済」ステータスが解除されるまでその

資金にアクセスできなくなります。 アカウントが保留金の対象となると、PayPalから保留

条件を特定する通知が送られます。 保留条件として、お客様のアカウントで受け取る金

額の一定割合をある期間保留する、または一定の金額を保留する、またはお客様のアカ

ウントに関するリスクから保護するために PayPalが必要であると判断するその他の手段

を講じます。 PayPalは、お客様に新しい条件を通知することにより、いつでも保留条件

を変更することができます。 

 

11.6 PayPalによる措置 - アカウントの解約、サービスの終了、アカウントへのアクセス

制限、機密の基準。 PayPalは独自の裁量で、いかなる理由でも、いつでも、通知により

本規約および/または PayPalサービスへのアクセス、ならびに、お客様の残高にある制

限されていない資金のお客様への支払いを終了させる権利を保有しています。保留金を

設けるまたは保留するなどにより、お客様のアカウントへのアクセスを制限する場合、弊

社は、かかる措置についてお客様に通知し、独自の裁量で、適切であるとみなす場合に

は、アクセスの回復を要求する機会を提供します。 また、アカウントへのアクセス制限、

資金の保留または保留金を課すなどの一定の措置を講じる PayPalの判断は、リスク管

理、ユーザー アカウントのセキュリティ、および PayPalシステムに必須の機密基準に基



づくものであることをお客様に認めていただきます。 お客様には、PayPalにはリスク管

理またはお客様に対するセキュリティ手順の詳細を開示する義務がないことに同意して

いただきます。 

 

11.7 利用規約ポリシーの違反。 利用規約ポリシーに違反した場合、前述の措置のほ

かに、お客様は PayPalに対して、利用規約ポリシーの各違反行為に対し、PayPalの損

害額を賠償する責任を負います。お客様は、利用規約ポリシーの違反となる取引毎に課

される 2,500米ドル（または同等額）は、現在あるすべての状況（利用規約ポリシーの違

反の性質からして、PayPalが受けると予想される範囲の損害に対する損害合計額との

関係を含む）を考慮した場合に、PayPalの実際の損害額見積りの妥当な最小額であり、

実際の損害の算出は、非現実的または困難であることに同意します。 PayPalは、これ

らの違反が認められたアカウント、またはお客様が管理するその他の PayPalアカウント

にある残高から直接かかる損害額を差し引くことができます。 

トップへ戻る 

 

12. PayPalに対する異議の提出 

12.1 まず PayPalにご連絡ください。お客様と PayPalの間に異議が発生した場合、弊

社では、お客様の懸念について知り、これに対処することを目標とします。お客様の納得

する形でこれをおこなえない場合は、異議をすみやかに解決するための中立的で費用効

果の高い方法を提供します。 PayPalサービスについてお客様と PayPalの間に発生し

た異議は、オンラインで PayPalヘルプセンターを介していつでもカスタマーサービスに報

告できます。また、お電話でも受け付けています。（電話（米国内）(402) 935-2050、午前 

6時から深夜まで、米国中央時間） 

 

12.2 仲裁。 請求額の合計が 10,000.00米ドル（または別通貨による同等額）以下のク

レーム（差止その他の衡平法上の救済に関する請求を除く）では、救済を求める当事者

は、法的拘束力のある出廷をしない仲裁による、費用効果の高いやり方で、異議を解決

することを選ぶことができます。当事者が仲裁を選んだ場合、かかる当事者はシンガポー

ル国際仲裁センター、または両当事者が合意したその他の実績のある裁判外紛争処理

（ADR）プロバイダを介して仲裁を開始します。 ADRプロバイダおよび当事者は、以下の

ルールに従わなければなりません。 a) 仲裁は電話、オンラインおよび/または書類提出

のみの手段で行われ、具体的な方法は仲裁を開始した当事者が決めます。b) 仲裁には、

両当事者間に別の合意がない限り、当事者または証人本人が出廷することはありません。

c) 仲裁人による仲裁判断は、管轄裁判所に提出することができます。 

 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full
https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#bus_premier_top
https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_help


12.3 異議に関する法律とフォーラム。 事者により別の合意がある場合、または前述の

第 12.2条に説明されている場合を除き、お客様は、PayPalに対して申し立てたクレー

ムまたは異議は、シンガポールにある裁判所または被告人の所在地の裁判所で解決さ

れなければならないことに同意します。お客様は、かかるすべてのクレームまたは異議の

訴訟をする目的でシンガポール内にある裁判所の対人管轄権に服することに同意します。

本規約は、抵触する法律条項に関わらず、合意した契約内容に適用される法律、および

シンガポール全土で執行される法律を含むシンガポール法にすべての点で準拠するもの

とします。 

 

12.4 不適切な提訴。 PayPalに対してお客様が申し立てたすべてのクレームは、本規

約の第 12条に準拠して解決されなければなりません。第 12条に反して申し立てられた、

またはもたらされたクレームは、不適切な提訴とみなされ、本規約への違反になります。 

クレームが第 12条に反して申し立てられた場合、PayPalは弁護士費用および諸費用

（社内弁護士および弁護士補助員を含む）として最大 1,000.00米ドル を回収できます。

ただし、PayPalがお客様に書面により、クレームが適切でない方法で申し立てられた旨

を通知し、お客様がすみやかにクレームを取り下げなかった場合に限られます。 

 

12.5 お客様に対する通知。 お客様には、PayPalがお客様のアカウントおよび PayPal

サービスに関する情報を電子的にお客様に提供することに同意していただきます。

PayPalは、お客様が電子的通信の受信への同意を取り消した場合、お客様のアカウン

トを解約する権利を保留します。 電子的通信は、その内容を弊社ウェブサイトに掲載し

た時点、またはお客様に送信した時点から 24時間以内にお客様が受け取ったものとみ

なされます。 お客様に郵送した通知は、発送日から 3営業日でお客様が受領したものと

みなされます。 

 

12.6 PayPalに対する通知。 前述の第 8条（エラーと未承認取引）および第 12.1条に記

述されている場合を除き、PayPalへの通知は必ず PayPal Pte. Ltd.（Legal Department, 

5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985）宛に郵送して

ください。 

 

12.7 更生手続き。 倒産または更生法の条項に基づいてお客様による、あるいはお客

様に対する訴訟手続きが開始された場合、PayPalには本規約の履行に関連して発生す

るすべての合理的な費用または経費（合理的な弁護士費用および諸費用を含む）を回収

する権利があります。 

 



12.8 PayPalの免責。 お客様が一人または複数のユーザーに対して異議を申し立てる

場合、かかる異議から、あるいはそれに何らかの関連をもって生じる、あらゆる種類また

は性質のすべてのクレーム、要求、および損害(実損害と派生的損害)から、PayPalおよ

び PayPalの関連会社(および弊社の役員、取締役、代理店、合弁会社、社員、サプライ

ヤー)を免責します。 

トップへ戻る 

 

13. 一般的事項 

13.1 責任制限。 

いかなる場合も、弊社、弊社の関連会社、弊社の役員、取締役、代理店、合弁会社、社

員またはサプライヤーは、法律で禁止されている範囲を除き、弊社のウェブサイト、

PayPalサービス、または本規約に起因する、または関連する(過失を含み、原因が何で

あれ発生する)利益損失または特別、付随的、派生的損害(データ損失や取引上の損失

による損害を含むがこれに限らない)について一切責任を負いません。お客様または第

三者に対する弊社の賠償責任、および弊社の関連会社、弊社の役員、取締役、代理店、

合弁会社、社員およびサプライヤーの賠償責任は、いかなる場合においても、直接的損

害の実額に制限されます。 

 

13.2 サービスの制限。 PayPalは銀行ではありません。また PayPalサービスは、決済

処理サービスであり、銀行サービスではありません。PayPalは、お客様の資金に対する

受託者、被信託者またはエスクローではなく、代行者および管理者としてのみ機能します。 

PayPalは、PayPalサービスで支払われた製品またはサービスを管理するものではなく、

またこれらへの責任を一切負いません。 弊社は、ユーザーの身元の保証をするもので

はなく、また買い手または売り手が取引を完了することを保証するものでもありません。 

 

13.3 無保証。 PayPalサービスは明記・暗示に関わらず、何の保証、何の条件もなく、

法律で許容されている限り最大限に法に準拠して「現状のまま」に提供するものです。弊

社および弊社の関連会社、弊社の役員、取締役、代理店、合弁会社、社員およびサプラ

イヤーは特に、権原、商品性、特定目的との適合性、権利の非侵害性に対するいかなる

黙示的保証も否認します。PayPalはPayPalサービスで支払われる商品またはサービス

を管理しません。このため、PayPalではお客様が取引する買い手または売り手が実際に

取引を完了する、または取引履行の権限を持っていることの保証はできません。 

PayPalは PayPalサービスのいかなる部分に対しても継続的で、中断されない、安全な

アクセスが行えるとの保証をしません。また、弊社のサイトの運営は、管理の及ばないさ

まざまな要因により妨害されることがあります。 PayPalは、銀行口座、クレジットカード

および小切手発行を含む電子的な引き出しおよび入金の依頼が、タイムリーに処理され

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#bus_premier_top


るよう合理的な努力を払いますが、PayPalサービスは、銀行業務システムや郵便サービ

スの遅延など、弊社の管理が及ばないさまざまな外的要因に依存しているため、PayPal

は、処理完了までの所要時間に関する表明または保証を一切行いません。 司法管轄に

よっては、黙示的保証の否認が認められていません。その場合、前述の免責事項は適用

されません。 本項では、お客様に具体的な法的権利を説明していますが、お客様は国

によって異なるその他の法的権利を有する場合があります。 

 

13.4 補償。お客様は、お客様が本規約および/または PayPalサービスの使用に違反し

たことに起因するまたは生じるクレーム、要求(弁護士費用を含む)、罰金、または第三者

が負担するその他の賠償責任から PayPalおよび PayPalの関連会社、および PayPal

の役員、取締役、代理店、合弁会社、社員およびサプライヤーを擁護し、補償し、損害を

与えないことに同意します。 

 

13.5 ライセンス許可。 お客様がコンピュータ、デバイス、またはその他のプラットフォー

ムにダウンロードした API、開発者用ツール、その他のソフトウェアアプリケーションなど

の PayPalのソフトウェアを使用している場合、PayPalはお客様に説明書に従って

PayPalのソフトウェアを使用するための、取消可能な、非独占、譲渡不能なライセンスを

許可します。このライセンス許可には、ソフトウェアとすべての更新、アップグレード、新し

いバージョンおよび交換ソフトウェアが含まれます。 お客様は、本ソフトウェアの権利を

第三者に貸与、リース、またはその他のやり方で譲渡することはできません。お客様は、

PayPalサービスに付随するすべての PayPal文書に記載されている導入および使用要

件に準拠しなければなりません。 PayPalの導入要件および使用要件に準拠しない場合、

お客様、PayPal、および第三者がその結果として被ったすべての損害責任はお客様が

負うことになります。 お客様は、本ソフトウェアから派生するソースコードを改変、再生、

改作、配信、表示、公開、逆エンジニアリング、翻訳、分解、デコンパイルしないこと、ある

いはその他のやり方で作成を試みないことに同意します。お客様は、PayPalのソフトウェ

アに対するすべての権利、権限、利益はPayPalが所有することを認めます。 PayPalウ

ェブサイトで使用する第三者のソフトウェアアプリケーションはすべて、ソフトウェアを提供

する第三者との間で合意したライセンスにしたがいます。PayPalは、PayPalウェブサイト

上で、あるいは PayPalサービスに関連してお客様が使用することを決めた第三者のソフ

トウェアアプリケーションを所有、管理することはなく、また一切の責任を負いません。

PayPalウェブサイトの PayPalサービス、または PayPal もしくは第三者が提供する他の

ウェブサイトまたはプラットフォームを使用している場合で、PayPalのソフトウェアをダウ

ンロードしいないとき、または PayPalウェブサイトの第三者のソフトウェアアプリケーショ

ンを使用しているとき、本項は提供される PayPalサービスの使用には適用されません。 

 



13.6 お客様のPayPalに対するライセンス許可、知的財産権に関する保証。お客様がコ

ンテンツを弊社に提供しまたはPayPalサービスを利用してコンテンツを掲載した場合、お

客様は弊社に対して、第 13.7条の規定に従い、現在または将来に知られる全てのメディ

アにおいて、お客様が当該コンテンツに対して有する全ての著作権、パブリシティ権、商

標権、データベース権および知的財産権を実行する、非独占、全世界的、無期限、取消

不能、使用権無料、譲渡可能、複数階層のサブライセンス可能な権利を、付与するもの

とします。また、法令上許容され得る限度において、お客様は著作者人格権を放棄し、か

かる権利をPayPal、サブライセンス権者、またはその譲受人に対して行使しないことを約

します。お客様は、以下がいかなる知的財産権またはパブリシティ権も侵害しないことを

表明および保証します: お客様の PayPalに対するコンテンツ提供、お客様が PayPalサ

ービスを利用してコンテンツ掲載を行うこと、および、弊社が PayPalサービスに関連して

かかるコンテンツ(かかるコンテンツから派生する成果物を含む)を利用すること。 

 

13.7 マーチャントのPayPalに対するライセンス許可。第 13.6条の規定にかかわらず、

お客様がPayPalサービスを利用するマーチャントである場合においては、お客様は弊社

に対して、お客様の商標権(登録済および未登録の商標、商号、サービスマーク、ロゴ、ド

メインネームならびにその他のお客様が保有し、使用権を有しまたは使用している称号を

含むがこれらに限りません)につき、(1)お客様が PayPalサービスを決済手段として利用

するマーチャントであることを示すため、および(2)その他お客様が特に同意する目的の

ため、非独占、全世界的、使用権無料、譲渡可能、複数階層のサブライセンス可能な使

用権ならびに本規約の期間中これらを公に表示する権利を付与するものとします。 

 

13.8 知的所有権。 「PayPal.com」、「PayPal」、「ペイパル」、「PayPal.com.br」、

「PayPal.com.cn」、「PayPal.com.c2」、「PayPal.com.hk」、「PayPal.co.il」、

「PayPal.co.jp」、「PayPal.com.mx」、「PayPal.com.tr」、「PayPal.com.sg」、およびその

他 PayPalサービスに関連するすべての URL、ロゴ、商標は、PayPalまたはそのライセ

ンサーの商標または登録商標のいずれかです。PayPalの書面による事前の同意がない

限り、それらを複写、模倣、使用してはなりません。 また、すべてのページのヘッダー、カ

スタムグラフィックス、ボタンアイコン、スクリプトは PayPalのサービスマーク、商標、およ

び/またはトレードドレスです。 弊社から事前に書面による許可を得ていない限り、それら

を複写、模倣、使用してはなりません。 弊社のマーチャントサービス、オークションツール

機能、またはアフィリエイトプログラムを使用してPayPalサービスへのウェブトラフィックを

操作する目的で使用する場合は、事前の書面による同意がなくても、PayPalが提供する

HTML用ロゴを使用できます。 いかなる方法においても HTMLロゴを改ざん、修正、変

更したり、PayPalまたは PayPalサービスを非難する手段に用いたり、PayPalの後援ま

たは支持を暗示する形で表示してはなりません。 PayPalウェブサイト、そのコンテンツ、



PayPalサービス、PayPalサービスに関連するテクノロジー、およびそれらから作成また

は派生するあらゆるテクノロジーおよびコンテンツに対するすべての権利、権原、利権は、

PayPalおよびそのライセンサーの独占的財産です。 

 

13.9 お客様への電話(携帯電話番号)。 PayPalに電話番号（携帯電話の番号を含む）

を提供することにより、お客様は、その番号で PayPalからの自動ダイヤルや録音メッセ

ージを含む電話を受けることに同意したことになります。お客様が弊社に提供した電話番

号が携帯電話の番号であると判断した場合、弊社のシステムとお客様のアカウント個人

設定でそのように分類付け、お客様の PayPalサービスの使用に関する弊社からのテキ

ストメッセージをその番号で受け取ることにお客様は同意したことになります。 

 

13.10 マーケティング。 PayPalサービスを通じて別のユーザーに関する情報を受けた

場合、お客様はその情報の機密を守り、PayPalサービスに関連する場合にのみ使用す

る必要があります。ユーザー情報は、当該ユーザーから情報の使用について明示的同

意がない限り、第三者に開示または配布したり、その情報をマーケティングの目的で使用

したりしてはなりません。 

13.11 パスワード保護。 PayPalサービスにアクセスする際に使用する一部およびすべ

ての ID、パスワード、個人識別番号（PIN）、またはその他のコードについて、お客様は、

適切なセキュリティと管理を保持する義務があります。 

 

13.12 税金。 お客様が行うまたは受ける支払いに対し、どのような税金が適用されるか

の判断は、お客様に委ねられています。また、適切な税務当局に正しく税の徴収、報告、

支払いを行うことは、お客様の責任です。お客様の取引に税金が適用されるかどうかの

判断、または取引により生じる税の徴収、報告、または支払いに対し、PayPalは責任を

負いません。 

 

海外の方からサービスを輸入する場合に関しては、源泉徴収またはその他の税法上の

責任を負う場合があることにご注意ください。 また、物品またはサービスの売り手として、

VAT、消費税、所得税、その他の納税責任を負う場合があります。 ご自分にどの税金が

適用されるかについて地域の税務顧問に確認することはお客様の責任であり、それらの

税金を適切な税務当局に支払うのはお客様の責任です。 PayPalサービスに関連する

手数料には、税金、関税またはその他の控除がまったくなく、また、そのための、またそ

れを理由にした何らかの控除または源泉徴収はありません。 かかる控除または源泉徴

収が国の法律により必要とされる場合、それらはお客様単独の責任です。 

 

13.13 完全な合意と存続。 本規約および PayPalウェブサイトの規約ページにある適用

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/legalhub-full


されるポリシーは、PayPalサービスについてのお客様と PayPalの間の完全な了解事項

を規定するものです。第6条（アカウントの解約）、第 11条（お客様の賠償責任 - 弊社が

とる処置）、第 12条（PayPalに対する異議の申し立て）、第 13条（一般事項)、第 14条

（定義）、別紙 A（手数料）、およびその性質からして本規約終了後も存続するその他の規

定は、本規約が終了した後も存続します。 本規約の一部の条項が、無効または執行不

能となった場合、かかる条項は削除され、残存条項は有効に存続するものとします。 

 

13.14 譲渡。 お客様は、PayPalの書面による事前の同意なく、本規約に基づいたいか

なる権利または義務も、移譲または譲渡することはできません。PayPalは、いつでも本

規約または本規約に基づく権利または義務を、移譲または譲渡する権利を留保します。 

 

13.15 翻訳された規約。 本規約の翻訳は、お客様への便宜を図って提供されるもので

あり、本規約の条件を変更することを意図したものではありません。本規約の英語版と英

語以外の言語によるものとの間に矛盾が生じる場合、英語版が適用されます。 

 

13.16 権利不放棄。 お客様または他の者による違反に対して、弊社が処置を怠った場

合でも、その後のまたは同様の違反に対して処置をとる弊社の権利を放棄したことには

なりません。 

 

13.17 権利の引受け。 お客様がお客様の支払い受取人に対して申し立てたクレーム、

支払い取り消し、チャージバックの支払いを PayPalが行った場合、お客様は、その支払

いに関連する受取人および第三者に対するお客様の権利を PayPalが引き受け、

PayPal独自の裁量で、直接またはお客様の代理としてその権利を追及することに同意し

ます。 

トップへ戻る 

 

14. 定義 

「アカウント」とは、PayPalのパーソナルアカウント、プレミアアカウントまたはビジネスア

カウントを意味します。 

 

「アカウント個人設定」とは、お客様がログインした後にご自分の設定を表示および管理

できる弊社のウェブサイト上の場所です。これには、個人情報、支払方法の詳細、事前承

認支払いの許可、販売ツール、通知の優先順位および APIアクセス許可などのアカウン

ト設定が含まれます。 

 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#bus_premier_top


「資金の追加」とは、お客様が自分の銀行口座から PayPalアカウントへと資金を振り替

えることです。 

 

「関連会社」とは、PayPal Holdings, Inc.、PayPal Holdings, Inc.の直接または間接

の子会社、または共同所有あるいは共同支配を通じて PayPalと関連のある会社で

す。 

 

「承認」または「認証」とは、マーチャントに買い手が次のいずれかにつき明示的な許可を

与えることです: (i) 買い手の PayPalアカウントから支払いを回収すること。(ii) 支払いを

行うこと。これにより、マーチャントは買い手を代理して当該各支払いにつき日本のパーソ

ナルユーザー用ユーザー規約に同意したものとみなされます。 

 

「自動振替」とは、PayPalにより行われるお客様のアカウントからの引き落としのことです。

お客様のアカウントが、自動振替可能な国において登録されている場合、お客様のアカ

ウントに登録されている金融機関の利用規約に従って、アカウントから定期的な引き落と

しがおこなわれます。 

 

「自動振替が可能な国」には、アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブーダ、バー

レーン、バルバドス、ベリーズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、クロアチア、ドミニカ

国、フィジー、フランス領ポリネシア、グレナダ、ホンジュラス、ヨルダン、レソト、マラウイ、

モロッコ、モザンビーク、ニューカレドニア、オマーン、パラオ、セントクリストファー・ネイビ

ス、セントルシア、サウジアラビア、セイシェル、バハマ、トリニダード・トバゴ、タークス・カ

イコス諸島があります。 

 

「ビジネスアカウント」とは、主にビジネスの目的で使われるアカウントであり、個人、家族、

または家庭用に使用されるアカウントではなく、ビジネスおよびプレミアユーザーのお客

様のみがご利用いただけます(パーソナルユーザーのお客様はご利用いただけません)。 

 

「ビジネスおよびプレミアアカウント」とは、ビジネス目的、または個人、家族、または家庭

用に使用されるアカウントです。プレミアアカウントはビジネスおよびプレミアメンバーのお

客様のみがご利用いただけます(パーソナルユーザーのお客様はご利用いただけませ

ん)。 

 

「営業日」とは、月曜日から金曜日を意味し、シンガポールで認められている公の祝日を

除きます。 

 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/recpymt-full


「チャージバック」とは、買い手が取引のあるデビットカード会社またはクレジットカード会

社、あるいはデビットカードまたはクレジットカードを発行している銀行に、支払いの取り

消しを直接要請することです。 

 

「クレーム」とは、本規約の第 7条に基づいてユーザーがPayPalに対して直接オンライン

問題解決センターに申し立てる支払い請求のことです。 

 

「営利団体規約」とは、営利団体が PayPalの決済処理機構と直接締結することを求めら

れる規約のことです。 

 

「商用支払い」とは、下記の別紙 A(手数料)に定義されているものです。 

 

「コミュニケーション」とは、PayPalがお客様に提供するアカウントまたは取引に関する情

報を意味し、それには以下が含まれます。お客様が同意したポリシー(かかるポリシーの

更新を含む)、年次開示、取引の領収書または確認書、アカウントの明細および履歴、弊

社が提供する義務のある税金明細。 

 

「カスタマーサービス」は、お客様がいつでもPayPalヘルプセンターからオンラインでアク

セスできる、または米国中央時間午前 6時から午前 0時まで受付可能な電話(米国内: 

(402) 935-2050)サービスを提供する PayPalの顧客サポートです。 

 

「日」は、暦日のことです。 

 

「デフォルトの支払方法」とは、お客様が優先支払方法を選択されていない場合に、取引

の資金を供給するために PayPalが使用するお客様の支払方法を指図しているもので

す。 

 

「Digital Goods(デジタルコンテンツ)」とは、電子形式で配信および使用される商品のこ

とです。 

 

「異議」とは、本規約の第 7条に基づいてオンライン問題解決センターにおいてユーザー

が直接 PayPalに申し立てる異議のことです。 

 

「eBay」とは、eBay Inc. のことです。 

 

https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/customerservice/GXOLogin-outside&amp;from=resolution_center&amp;toResCtr=true&amp;fileWhat=claim
https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/customerservice/GXOLogin-outside&amp;from=resolution_center&amp;toResCtr=true&amp;fileWhat=claim
https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_help
https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/customerservice/GXOLogin-outside&amp;from=resolution_center&amp;toResCtr=true&amp;fileWhat=claim


「eCheck」とは、支払い者の銀行口座を使って資金が供給される支払いのことです。この

支払いは、決済されるまでは、保留され、受取人が受領することはありません。eCheck

で支払いを処理すると、通常 3～4営業日の間、保留されます。 米国外の銀行口座から

支払いが処理された場合は、保留期間が長くなります。 

 

「エラー」とは、PayPalまたはそのサプライヤーにより、お客様のアカウントに誤って出入

金が行われることによる処理エラーのことです。 

 

「手数料」とは、本規約の別紙 A(手数料)に記載されている金額のことです。 

 

「情報」とは、お客様が弊社に提供するあらゆるアカウント情報のことで、これには個人情

報、財務情報、またはお客様またはその事業に関連するその他の情報を含みますが、こ

れに限定されません。 

 

「即時振替」とは、支払い者の銀行口座を使って資金が供給される支払いのことで、この

支払いでは、PayPalが受取人に即座に入金します。 

 

「商品未受領」とは、購入した商品が届かないと申し立てるユーザーが行う、支払いへの

異議申し立てのことです。 

 

「一括支払い」とは、PayPal classic APIを用いて同時に複数の支払いを送信できること

です。 

 

「マーチャント」および「売り手」とは、同じ意味で使用され、物品および/またはサービスを

販売し、PayPalサービスを使って支払いを受けるユーザーのことです。 

 

「デジタルコンテンツ向けマイクロペイメント」とは、Digital Goodsを販売している特定の

資格を持つマーチャントに提供される PayPalサービスで、とりわけマイクロペイメントの

価格設定と統合ウェブサイトツールを提供します。 

 

「ログインしない支払い」とは、支払い者が自分のアカウントにログインすることなく行うこ

とができる PayPalの支払いのことです。 

 

「支払方法」とは、取引の資金供給に使われる支払方法のことです。取引の資金供給の

支払方法としては、残高、即時振替、eCheck、クレジットカード、デビットカード、引き換え

コードを使用できます(使用できない場合もあります)。 



 

「ペイアウト」とは、REST APIを用いて同時に複数の支払いを送信できることです。 

 

「PayPal」、「弊社」または「当社」とは、PayPal Pte. Ltd.(ペイパル・ピーティーイー・リミテ

ッド)のことです。 

 

「PayPalダイレクト決済」とは、買い手のクレジットカードまたはデビットカードから直接行

われる支払いのことで、PayPalアカウントを介してではなく、ウェブ ペイメント プロなどを

介して行われる支払いのことです。 

 

「PayPalモバイル」とは、お客様の携帯電話を使って支払いの処理と受取りができる

PayPalサービスのことです。 

 

「PayPal売り手保護」とは、第 9条(PayPal売り手保護制度)に説明されている PayPal

が売り手に提供する保護プログラムのことです。 

 

「PayPalサービス」とは、弊社が弊社ウェブサイトまたはその他の手段を介して提供する

すべての製品とサービス、その他の特性、技術および/または機能のことです。 

 

「個人間の支払い」とは、賃貸や食事の請求書のお客様ご負担分など、物品および/また

はサービスに対するご友人やご家族への支払いのことです。 個人間の支払いは、ギフト

を送る場合には使用できません。 個人間の支払いは、ほとんどの国でご利用いただけ

ません。 

 

「ポリシー」とは、PayPalウェブサイトにおいて、または PayPalサービスの利用に関連し

て、お客様と PayPalの間で締結されるポリシーまたはその他の同意事項のことです。 

 

「事前承認支払い」の定義は、本規約の第 2.6条を参照してください。 

 

「優先支払方法」とは、デフォルト支払方法を使わずに、支払いの資金供給の仕方を選択

する支払方法のことです。 

 

 

「引き換えコード」とは、文字、数字、および/または記号を連ねたもので、ギフト券、販促

用クーポン、またはその他の販促サービス品に付けられ、利益を得るために使用されま

す。 



 

「保留分」とは、支払い取り消し、チャージバック、クレームまたはお客様のアカウントおよ

び/または PayPalサービスの使用に関連したその他の賠償責任などのリスクに対する保

護のために、お客様のアカウントに入金される資金のうち弊社が保留する割合のことで

す。 

 

「制限されている行為」とは、本規約の第 10条に説明される行為のことです。 

 

「支払い取り消し」とは、次のいずれかの理由によりお客様が受け取った支払いを

PayPalが取り消すことです。(a) 支払いが支払い者の銀行により無効とされている、(b) 

PayPalまたはその関連会社がエラーにより送金したものである、(c) 支払いの送金者に

は支払いを行う権限がない(例: 支払い者が盗んだクレジットカードを使用した場合)、(d) 

お客様が本規約、PayPal利用規定ポリシー、またはその他のポリシーに違反する行為

に対する支払いを受けた、(e) PayPalがクレームについてお客様側に不利な決定を下し

た。 

 

「売り手」 – 「マーチャント」の定義を参照してください。 

 

「説明と著しく異なる」の定義は、本規約の第 7.1条を参照してください。 

 

「重大な変更」とは、お客様の権利を低下させる、または責任を増大させるような本規約

条件の変更のことです。 

 

 

「取引の詳細ページ」とは、取引に関する情報を表示している「取引の詳細」と題された

PayPalウェブサイト上のページのことです。 このページは、PayPalウェブサイトのアカ

ウントの各取引から開くことができます。 

 

「パーソナルアカウント」とは、パーソナルユーザーのお客様のアカウントであり、こちらに

アクセスするとパーソナルユーザーはアカウント個人設定および取引情報を確認すること

ができますが、こちらで支払いを受け取ることはできず、また残高を保有することはできま

せん。 

 

「認証済みアカウント」とは、アカウント所有者がひとつ以上の支払方法を適法に管理で

きることを PayPalが認証したことを反映しているアカウントステータスのことです。認証済

みアカウントステータスは、ユーザーの保証、またはユーザーのビジネス慣行の保証とな



るものではありません。 

 

「バーチャルターミナル決済」とは、アカウントを介さずに、クレジットカードまたはデビット

カードから直接資金を供給するバーチャルターミナルフローを使って PayPalが処理する

支払いのことです。 「ユーザー」とは、お客様を含む PayPalサービスを利用する個人ま

たは団体のことです。 

 

「未承認取引」は、本規約の第 8.1条に定義されているものです。 

トップへ戻る 

 

別紙 A – 手数料 

1. 概要。 PayPalは以下の手数料を課します。  

1. 商用支払い手数料 

2. 追加手数料:   

 通貨換算手数料 

 引き出し手数料 

 eCheck手数料 

 チャージバック料 

 クレジットカードおよびデビットカードの確認手数料 

 記録請求料 

3. その他の価格設定分類に関する手数料:   

 マイクロペイメントの手数料 

 デジタルコンテンツ向けマイクロペイメントの手数料 

 一括支払い・ペイアウト手数料 

 個人間の支払い手数料 

 メキシコにおける分割払い手数料 

お客様に適用される手数料に関するその他の情報については、該当する国の手

数料ページをご覧ください。 

2. 商用支払い手数料 

商用支払いには以下が含まれます。 

 物品またはサービスの販売に対する支払い、 

 PayPalウェブサイトの[支払い要求]タブを売り手が使用した後に支払いを受

領、または 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#bus_premier_top
https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_display-fees-outside
https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_display-fees-outside


 会社、またはその他の商業団体、または非営利団体との間で交わされた支

払いおよび支払いの受取り。 

アクティ

ビティ 
国 商用支払い手数料 

商用支

払いの

受領 

すべての

国(以下に

挙げる国

を除く) 

国内支払い:  

標準レート:  3.4% + 固定手数料 

マーチャントレ

ート*:  

2.4%～3.4% + 固定

手数料 

海外支払い:  

標準レート:  3.9% + 固定手数料 

マーチャントレ

ート**:  

2.9%～3.9% + 固定

手数料 
 

アルバニ

ア 

アンドラ 

ボスニア・

ヘルツェゴ

ビナ 

クロアチア 

グルジア 

アイスラン

ド 

モルドバ 

モナコ 

セルビア 

トルコ 

国内支払い:  

標準レート:  3.4% + 固定手数料 

マーチャントレ

ート*:  

2.4%～3.4% + 固定

手数料 

海外支払い:  以下の表を参照してください。 
 

アルゼン

チン(海外

支払いの

み) 

バハマ 

バーミュー

ダ諸島 

ケイマン諸

島 

国内支払いと海外支払い: 

標準レート: 5.4% + 固定手

数料 

 

マーチャントレート: 4.4%～

5.4% + 固定手数料 
 



チリ 

コロンビア 

コスタリカ 

ドミニカ共

和国 

エクアドル 

エルサル

バドル 

グアテマラ 

ホンジュラ

ス 

ジャマイカ 

ニカラグア 

パナマ 

ペルー 

ウルグアイ 

ベネズエラ 

中国 

香港 

インド 

インドネシ

ア 

マレーシア 

フィリピン 

シンガポー

ル 

台湾 

タイ 

ベトナム 

国内支払い: (適用可

能な場合) 

標準レート#:  3.9% + 固定手数料   

マーチャントレ

ート#*:  

2.9%～3.9% + 固定

手数料 

  

海外支払い:  

標準レート#:  4.4% + 固定手数料 

  

マーチャントレ

ート#*:  

3.4%～4.4% + 固定手

数料 

  

 

以下を除

いた自動

振替対象

国: アル

バニア、ボ

スニア・ヘ

国内支払いと海外支払い: 

標準レート:  
4.9% + 固定手

数料 

マーチャント

レート*:  

3.9%～4.9% + 

固定手数料 
 



ルツェゴビ

ナ、エジプ

ト 

日本 

国内支払い:  

標準レート:  3.6% + 固定手数料 

マーチャントレ

ート*:  

2.9%～3.6% + 固定

手数料 

海外支払い:  

標準レート:  3.9% + 固定手数料 

マーチャントレ

ート*:  

2.9%～3.9% + 固定

手数料 
 

メキシコ 

国内支払い:  

標準レート:  4.0% + 固定手数料 

マーチャントレ

ート*:  

3.0%～4.0% + 固定

手数料 

海外支払い:  

標準レート:  4.5% + 固定手数料 

マーチャントレ

ート*:  

3.5%～4.5% + 固定

手数料 
 

固定手

数料 

すべての

国 

通貨:  手数料:  

オーストラリアドル: $0.30 AUD 

ブラジルレアル:  R$0.60 BRL 

カナダドル: $0.30 CAD 

チェココルナ:  10.00 CZK 

デンマーククローネ:  2.60 DKK 

ユーロ: €0.35 EUR 

香港ドル:  $2.35 HKD 

ハンガリーフォリント:  90.00 HUF 

イスラエル新シェケル: 1.20 ILS 

日本円:  ¥40.00 JPY 



マレーシアリンギット:  2.00 MYR 

メキシコペソ: 4.00 MXN 

ニュージーランドドル:  $0.45 NZD 

ノルウェークローネ:  2.80 NOK 

フィリピンペソ:  15.00 PHP 

ポーランドズロチ:  1.35 PLN 

ロシアルーブル: 10 RUB 

シンガポールドル:  $0.50 SGD 

スウェーデンクローナ:  3.25 SEK 

スイスフラン:  0.55 CHF 

新台湾ドル:  $10.00 TWD 

タイバーツ:  11.00 THB 

トルコリラ: 0.45 TRY 

英ポンド:  £0.20 GBP 

米ドル:  $0.30 USD 
 

*マーチャントレートの適用資格を得るには、一回限りの申請を提出し、所定の月

別販売量を満たし、良好な状態のアカウントを維持している必要があります。 マ

ーチャントレート基準をご覧になるには、ここをクリックしてください。マーチャント

レートに申し込むには、ここをクリックしてください。 

 

#ウェブ ペイメント プロ ホスト型ソリューション、バーチャルターミナル、PayPal 

Here、およびキャリアビリング製品での取引を除きます。 

 

アルバニア、アンドラ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、グルジア、アイスラ

ンド、モルドバ、モナコ、セルビア、トルコにおける、海外の商用支払い受取り。 

手数料は、買い手の居住国または地域によって異なります。 

アク

ティ

ビテ

売り手の居住

国･地域 

買い手

の居

住国･

手数料 

https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_fees-rate-about&bn_r=o
https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_merchant-app


ィ 地域 

 

商

用 

支

払

い

の

受

領 

アンドラ、アイス

ランド、トルコ、

モナコ 

 

北欧*:  

標準レート:  3.8% + 固定手数料 

マーチャントレート^:  2.8%～3.8% + 固定手数料 
 

米国、

カナ

ダ、欧

州 I **:  

標準レート:  3.9% + 固定手数料 

マーチャントレート^:  2.9%～3.9% + 固定手数料 
 

欧州 II 

***:  

標準レート:  4.4% + 固定手数料 

マーチャントレート^:  3.4%～4.4% + 固定手数料 
 

その他

の国お

よび地

域:  

標準レート:  4.9% + 固定手数料 

マーチャントレート^:  3.9%～4.9% + 固定手数料 
 

アルバニア、ボ

スニア・ヘルツェ

ゴビナ、クロアチ

ア、グルジア、モ

ルドバ、セルビ

ア 

 

北欧*:  

標準レート:  3.8% + 固定手数料 

マーチャントレート^:  2.8%～3.8% + 固定手数料 
 

米国、

カナ

ダ、欧

州 I **:  

標準レート:  3.9% + 固定手数料 

マーチャントレート^:  2.9%～3.9% + 固定手数料 
 

欧州 II 

***:  

標準レート:  4.4% + 固定手数料 

マーチャントレート^:  3.4%～4.4% + 固定手数料 
 

その他

の国お

よび地

域:  

標準レート:  5.2% + 固定手数料 

マーチャントレート^:  4.2%～5.2% + 固定手数料 
 

固

定

手

数

料 

 上記の表を参照してください 



* 北欧: デンマーク、フェロー諸島、フィンランド(オーランド諸島を含む)、グリーン

ランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン。 

 

** 欧州 I: オーストリア、ベルギー、キプロス、エストニア、フランス(仏領ギアナ、

グアドループ、マルティニーク島、レユニオン、およびマヨット島を含む)、ドイツ、

ジブラルタル、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、

モンテネグロ、オランダ、ポルトガル、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スペイ

ン、英国(チャネル諸島とマン島を含む)、バチカン市国。 

 

*** 欧州 II: アルバニア、アンドラ、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブル

ガリア、クロアチア、チェコ共和国、グルジア、ハンガリー、コソボ^^、ラトビア、リヒ

テンシュタイン、リトアニア、マケドニア、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、

セルビア、スイス、トルコ、ウクライナ。 

 

^マーチャントレート: マーチャントレートの適用資格を得るには、一回限りの申請

を提出し、所定の月別販売量を満たし、良好な状態のアカウントを維持している

必要があります。マーチャントレート基準をご覧になるには、ここをクリックしてくだ

さい。マーチャントレートに申し込むには、ここをクリックしてください。 

 

^^ これらの国の買い手は PayPalアカウントを開設することはできませんが、特

定のマーチャントのウェブサイトでクレジットカードによる買い物をすることができ

ます。 

 

注: 欧州連合または欧州経済地域で登録されたアカウント間でのユーロおよび

スウェーデンクローナによる海外支払いは、手数料適用上、国内の個人間支払

いとして処理されます。 

 

3. 追加手数料。 

アクティ

ビティ 
追加手数料 

通貨換算 

国および地

域:  
手数料:  

すべての国

(以下に挙げ

る国を除く)。 

2.5%(為替レートに追加) 

https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_fees-rate-about&amp;bn_r=o
https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_merchant-app


メキシコ 3.5%(為替レートに追加) 

アングイラ、ア

ンティグア・バ

ーブーダ、ア

ルゼンチン、

アルバ、バハ

マ、バルバド

ス、ベリーズ、

バーミューダ

諸島、ケイマ

ン諸島、チリ、

コロンビア、コ

スタリカ、ドミ

ニカ、ドミニカ

共和国、エク

アドル、エル

サルバドル、

フォークランド

諸島、グレナ

ダ、グアテマ

ラ、ガイアナ、

ホンジュラス、

ジャマイカ、モ

ンセラト島、オ

ランダ領アン

ティル、ニカラ

グア、パナマ、

パラグアイ、ペ

ルー、セントキ

ッツネヴィス、

セントルシア、

セントビンセン

トおよびグレ

ナディーン諸

島、スリナム、

4.5%(為替レートに追加) 



トリニダード・ト

バゴ、ターク

ス・カイコス諸

島、ウルグア

イ、ベネズエ

ラ、バージン

諸島。 

アルジェリア、

アンゴラ、バー

レーン、ベナ

ン、ボツワナ、

ブルキナファ

ソ、ブルンジ、

カメルーン、カ

ーボベルデ、

チャド、コモ

ロ、コンゴ、コ

ンゴ民主共和

国、クック諸

島、ジブチ、エ

ジプト、エリト

リア、エチオピ

ア、ガボン、ガ

ンビア、ガー

ナ、ギニア、ギ

ニアビサウ、コ

ートジボアー

ル、ヨルダン、

カザフスタン、

ケニア、クウェ

ート、キルギス

タン、レソト、

マダガスカ

ル、マラウイ、

マリ、モーリタ

個人間支払いまたは商用支払いの際に発生する通貨換

算: 

 

 3.5%を為替レートに追加 

 

その他の支払い(一括支払い・ペイアウトを含む)の受け取

り、該当地域の銀行口座への資金の引き出し(当該地域の

通貨と異なる通貨によりアカウント残高を保有している場

合)、銀行口座からの PayPalアカウントへの入金、異なる

通貨間での PayPal残高の振替に際して発生する通貨換

算(該当する場合): 

 

 2.5%を為替レートに追加 



ニア、モーリシ

ャス、モロッ

コ、モザンビー

ク、ナミビア、

ニジェール、

ナイジェリア、

オマーン、カタ

ール、ルワン

ダ、サントメ・

プリンシペ、サ

ウジアラビア、

セネガル、セ

イシェル、シエ

ラレオネ、ソマ

リア、南アフリ

カ、セントヘレ

ナ、スワジラン

ド、タジキスタ

ン、タンザニ

ア、トーゴ、チ

ュニジア、トル

クメニスタン、

ウガンダ、アラ

ブ首長国連

邦、イエメン、

ザンビア、ジン

バブエ。 

アルバニア、

アンドラ、ベラ

ルーシ、ボス

ニア・ヘルツェ

ゴビナ、クロア

チア、グルジ

ア、アイスラン

ド、マケドニ

個人間支払いまたは商用支払いの際に発生する通貨換

算: 

 

 4%を為替レートに追加 

 

その他の支払い(一括支払い・ペイアウトを含む)の受け取

り、該当地域の銀行口座への資金の引き出し(当該地域の

通貨と異なる通貨によりアカウント残高を保有している場



ア、モルドバ、

モンテネグロ、

セルビア、トル

コ、ウクライ

ナ。 

合)、銀行口座からの PayPalアカウントへの入金、異なる

通貨間での PayPal残高の振替に際して発生する通貨換

算(該当する場合): 

 

 2.5%を為替レートに追加 

ブータン、カン

ボジア、中国、

ミクロネシア連

邦、香港、イン

ド、インドネシ

ア、日本、韓

国、ラオス、マ

レーシア、モ

ルディブ、モン

ゴル、ネパー

ル、ニュージ

ーランド、フィ

リピン、サモ

ア、シンガポ

ール、スリラン

カ、台湾、タ

イ、トンガ、ベ

トナム。 

個人間支払いまたは商用支払いの際に発生する通貨換

算:  

 

下表のとおり、手数料は当該金額が換算される通貨によっ

て異なります。手数料は為替レートに追加されます。 

通貨 
手数

料 

アルゼンチンペソ:  4.0% 

オーストラリアドル: 4.0% 

ブラジルレアル:  4.0% 

カナダドル: 3.5% 

チェココルナ:  4.0% 

デンマーククローネ:  4.0% 

ユーロ: 4.0% 

香港ドル:  4.0% 

ハンガリーフォリント:  4.0% 

イスラエル新シェケル: 4.0% 

日本円:  4.0% 

マレーシアリンギット:  4.0% 

メキシコペソ: 4.0% 

ニュージーランドドル:  4.0% 

ノルウェークローネ:  4.0% 

フィリピンペソ:  4.0% 

ポーランドズロチ:  4.0% 

ロシアルーブル: 3.5% 



シンガポールドル:  4.0% 

スウェーデンクローナ:  4.0% 

スイスフラン:  4.0% 

新台湾ドル:  4.0% 

タイバーツ:  4.0% 

トルコリラ: 4.0% 

英ポンド:  4.0% 

米ドル:  3.5% 

その他の支払い(一括支払い・ペイアウトを含む)の受け取

り、該当地域の銀行口座への資金の引き出し(当該地域の

通貨と異なる通貨によりアカウント残高を保有している場

合)、銀行口座からの PayPalアカウントへの入金、異なる

通貨間でのPayPal残高の振替に際して発生する通貨換算

(該当する場合): 

 

 2.5%を為替レートに追加 

モナコ 

個人間支払いまたは商用支払いの際に発生する通貨換

算:  

 

2.5%をホールセール為替レートに追加 

 

 

その他の支払い(一括支払い・ペイアウトを含む)の受け取

り、該当地域の銀行口座への資金の引き出し(当該地域の

通貨と異なる通貨によりアカウント残高を保有している場

合)、銀行口座からの PayPalアカウントへの入金、異なる

通貨間での PayPal残高の振替に際して発生する通貨換

算(該当する場合):  

 

換算後の通貨により、下記のとおり 3.0%から 4.0%をホー

ルセール為替レートに追加(下記の表をご参照ください) 

通貨およびコード 手数料 



アルゼンチンペソ(ARS):  4.0% 

オーストラリアドル(AUD):  4.0% 

ブラジルレアル(BRL):  4.0% 

カナダドル(CAD):  3.0% 

チェココルナ(CZK):  3.5% 

デンマーククローネ(DKK):  3.5% 

ユーロ(EUR):  3.5% 

香港ドル(HKD):  4.0% 

ハンガリーフォリント(HUF):  3.5% 

イスラエルシェケル(ILS):  4.0% 

日本円(JPY):  4.0% 

マレーシアリンギット(MYR):  4.0% 

メキシコペソ(MXN):  4.0% 

ニュージーランドドル(NZD):  4.0% 

ノルウェークローネ(NOK):  3.5% 

フィリピンペソ(PHP):  4.0% 

ポーランドズロチ(PLN):  3.5% 

ロシアルーブル(RUB):  3.5% 

スウェーデンクローナ(SEK):  3.5% 

スイスフラン(CHF):  3.5% 

新台湾ドル(TWD):  4.0% 

タイバーツ(THB):  4.0% 

トルコリラ(TRY):  3.5% 

英ポンド(GBP):  3.5% 

米ドル(USD):  3.0% 
 

通貨換算が必要な場合は、認可を受けた金融機関により決定され、為

替市況を基に定期的に調整される海外為替レートによって行われま

す。外貨換算レートは定期的に調整され、予告なしに即時適用される

場合があります。この外貨換算レートには、PayPalが外国通貨を取得



する際のホールセール為替レートに上乗せした処理手数料(パーセン

トで表示)が含まれており、この処理手数料は PayPalにより保持され

ます。支払い時に「情報を確認」ページで[その他の通貨換算オプショ

ン]を選択して取引を完了する前に、(居住国・地域および資金源の種

類に応じて)通貨換算のオプトアウトに対するオプションを選択でき

ます。 

 

販売時に PayPalによる通貨換算がある場合、お客様が支払い取引の

承認を行う前に、取引に適用される換算レートが表示されます。支払

い取引の承認により、お客様は、表示された換算レートに基づいた通

貨換算に同意することになります。販売時点で、PayPalではなくマー

チャントにより通貨換算が行われ、お客様がマーチャントの換算レー

トおよび請求に基づく支払い取引を承認することにした場合、PayPal

はお客様に対し、その通貨換算の責任を一切負いません。 

 

デビットカードまたはクレジットカードを資金源とする支払いで

PayPalによる通貨換算がある場合、お客様は、PayPalがクレジット

カードまたはデビットカードの発行会社に代わって通貨換算するこ

とに同意し、承認するものとします。 

資金の引

き出し 

引き出し方法:  手数料:  

米国の銀行口座宛てにお客様が行

う引き出し 
無料 

クレジットカードまたは米国の銀行

口座宛てに弊社が行う自動振替 
無料 

地域銀行口座宛てにお客様が行う

引き出し 

 

クレジットカード宛てにお客様が行う

引き出し 

 

お客様宛てに送られる実際の小切

手を介した引き出し 

 

お客様が提供した引き出し情報が

手数料は国によって異なります。手数

料ページから、該当する国を選択し

て、手数料をご覧ください。 

https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_display-fees-outside
https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_display-fees-outside


正しくない、または完全でない場合

は、払戻し手数料がかかります。 
 

eCheck

の受け取

り 

次に挙げる国の売り手の場合、eCheckによる資金支払いを受け取るたび

に以下を上限とする手数料がかかります。手数料の上限は、支払いがお

こなわれた通貨によって異なります。 

中国、香港、インド、インドネシア、韓国、マレー

シア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポー

ル、台湾、タイ、ベトナム 

 

アルバニア、アンドラ、ボスニア・ヘルツェゴビ

ナ、クロアチア、グルジア、アイスランド、モルド

バ、モナコ、セルビア、トルコ 

通貨:  手数料:  

  

オーストラリア

ドル: 

50.00 

AUD 

ブラジルレア

ル:  

75.00 

BRL 

カナダドル: 
45.00 

CAD 

チェココルナ:  
850.00 

CZK 

デンマークク

ローネ 

250.00 

DKK 

ユーロ: 
35.00 

EUR 

香港ドル:  
330.00 

HKD 

ハンガリーフ

ォリント:  

9250 

HUF 

イスラエル新

シェケル: 

160.00 

ILS 

日本円:  4000 JPY 

マレーシアリ

ンギット:  

150.00 

MYR 

メキシコペソ: 
540.00 

MXN 



ニュージーラ

ンドドル:  

60.00 

NZD 

ノルウェークロ

ーネ:  

270.00 

NOK 

フィリピンペソ:  
1900.00 

PHP 

ポーランドズ

ロチ:  

140.00 

PLN 

ロシアルーブ

ル: 

1400.00 

RUB^ 

シンガポール

ドル:  

60.00 

SGD 

スウェーデン

クローナ:  

320.00 

SEK 

スイスフラン:  
50.00 

CHF 

新台湾ドル: 
1350.00 

TWD 

タイバーツ:  
1400.00 

THB 

トルコリラ: 
80.00 

TRY 

英ポンド:  
30.00 

GBP 

米ドル:  
45.00 

USD 
 

チャージ

バック 
すべての国(以下に挙げる国を除く) 

通貨:  手数料:  

オーストラリアドル: $15.00 AUD 

ブラジルレアル:  R$20.00 BRL 

カナダドル: $15.00 CAD 



チェココルナ:  250.00 CZK 

デンマーククローネ:  60.00 DKK 

ユーロ: €11.25 EUR 

香港ドル:  $75.00 HKD 

ハンガリーフォリント:  2000.00 HUF 

イスラエル新シェケ

ル: 
40.00 ILS 

日本円:  
¥1300.00 

JPY 

マレーシアリンギット:  40.00 MYR 

メキシコペソ: 110.00 MXN 

ニュージーランドドル:  $15.00 NZD 

ノルウェークローネ:  65.00 NOK 

フィリピンペソ:  500.00 PHP 

ポーランドズロチ:  30.00 PLN 

ロシアルーブル: 320.00 RUB 

シンガポールドル:  $15.00 SGD 

スウェーデンクローナ:  80.00 SEK 

スイスフラン:  10.00 CHF 

新台湾ドル:  $330.00 TWD 

タイバーツ:  360.00 THB 

トルコリラ: 15.00 TRY 

英ポンド:  £7.00 GBP 

米ドル:  $10.00 USD 

アルバニア、アンドラ、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ、クロアチア、グルジ

ア、アイスランド、モルドバ、モナ

通貨:  手数料:  

オーストラリアドル: $22.00 AUD 

ブラジルレアル:  R$35.00 BRL 



コ、セルビア、トルコ カナダドル: $20.00 CAD 

チェココルナ:  400.00 CZK 

デンマーククローネ:  120.00 DKK 

ユーロ: €16.00 EUR 

香港ドル:  $155.00 HKD 

ハンガリーフォリント:  4325.00 HUF 

イスラエル新シェケ

ル: 
75.00 ILS 

日本円:  
¥1875.00 

JPY 

マレーシアリンギット:  65.00 MYR 

メキシコペソ: 250.00 MXN 

ニュージーランドドル:  $28.00 NZD 

ノルウェークローネ:  125.00 NOK 

フィリピンペソ:  900.00 PHP 

ポーランドズロチ:  65.00 PLN 

ロシアルーブル: 640.00 RUB 

シンガポールドル:  $28.00 SGD 

スウェーデンクローナ:  150.00 SEK 

スイスフラン:  22.00 CHF 

新台湾ドル:  $625.00 TWD 

タイバーツ:  650.00 THB 

トルコリラ: 30.00 TRY 

英ポンド:  £14.00 GBP 

米ドル:  $20.00 USD 

 

チャージバック手数料は、お客様が受け取られた支払いに対し、チャージ

バックがアカウントに適用された時点で課されます。かかる支払いに関し、



お客様が PayPal売り手保護制度の対象となる場合には、手数料は免除

されます。 手数料は受け取った通貨に基づくものです。 

クレジット

カードお

よびデビ

ットカード

の確認 

 

通貨:  手数料:  

オーストラリアドル: $2.00 AUD 

ブラジルレアル:  R 4.00 BRL 

カナダドル: $2.45 CAD 

チェココルナ:  50.00 CZK 

デンマーククローネ:  12.50 DKK 

ユーロ: €1.50 EUR 

香港ドル:  $15.00 HKD 

ハンガリーフォリント:  400.00 HUF 

イスラエル新シェケル: 8.00 ILS 

日本円:  ¥200.00 JPY 

マレーシアリンギット:  10.00 MYR 

メキシコペソ: 20.00 MXN 

ニュージーランドドル:  $3.00 NZD 

ノルウェークローネ:  15.00 NOK 

フィリピンペソ:  100.00 PHP 

ポーランドズロチ:  6.50 PLN 

ロシアルーブル: 60 RUB 

シンガポールドル:  $3.00 SGD 

スウェーデンクローナ:  15.00 SEK 

スイスフラン:  3.00 CHF 

新台湾ドル:  $70.00 TWD 

タイバーツ:  70.00 THB 

トルコリラ: 3.00 TRY 

英ポンド:  £1.00 GBP 

米ドル:  $1.95 USD 



場合によっては、お客様にクレジットカードまたはデビットカードの管理の

確認をお願いすることがあります。その場合は、PayPalがお客様のクレジ

ットカードまたはデビットカードに請求をおこない、その請求コードをお客様

に確認していただきます。 この金額は、お客様がクレジットカードまたはデ

ビットカードの確認手続きを問題なく完了された時に払い戻されます。 

記録請求

料 

$10.00 SGD(1資料当たり)、または他の通貨での同等額。 

 

お客様がアカウントのエラーに関して善意の主張によって請求された記録

については手数料はかかりません。 

4. その他の価格設定分類に関する手数料 

マイクロペイメントの手数料。 PayPalでは (i) マイクロペイメント手数料と (ii) 

Digital Goods向けマイクロペイメント手数料の 2つのマイクロペイメント価格設

定プログラムを提供しています。 

 

(i) マイクロペイメント手数料マイクロペイメント手数料に登録してある場合は、

お客様が受け取るすべての商用支払いに以下の手数料が適用されます。マイ

クロペイメント手数料が適用されているアカウントと標準価格設定のアカウント

の両方をお持ちの場合、支払いを適切なアカウントに適正に割り振るのはお客

様の責任です。選択されたアカウントで取引が処理されると、別のアカウントで

の取引を処理するよう要請することはできません。 

  

アクティビ

ティ 
国 マイクロペイメント手数料 

商用支払

いの受領 

すべての国(マ

イクロペイメント

手数料が利用

できる国) 

国内支払い:  

5% + マイクロペイメントの固定手数料 

海外への支払い:  

6% + マイクロペイメントの固定手数料 
 

マイクロ

ペイメント

の固定手

数料 

ご利用いただけ

るすべての国 

通貨:  手数料:  

オーストラリアドル: $0.05 AUD 

ブラジルレアル:  R 0.10 BRL 



カナダドル: $0.05 CAD 

チェココルナ:  1.67 CZK 

デンマーククローネ:  0.43 DKK 

ユーロ: €0.05 EUR 

香港ドル:  $0.39 HKD 

ハンガリーフォリント:  15.00 HUF 

イスラエル新シェケル: 0.20 ILS 

日本円:  ¥7.00 JPY 

マレーシアリンギット:  0.20 MYR 

メキシコペソ: $0.55 MXN 

ニュージーランドドル:  $0.08 NZD 

ノルウェークローネ:  0.47 NOK 

フィリピンペソ:  2.50 PHP 

ポーランドズロチ:  0.23 PLN 

ロシアルーブル: 2.00 RUB 

シンガポールドル:  $0.08 SGD 

スウェーデンクローナ:  0.54 SEK 

スイスフラン:  0.09 CHF 

新台湾ドル:  2.00 TWD 

タイバーツ:  1.80 THB 

トルコリラ: 0.08 TRY 

英ポンド:  £0.05 GBP 

米ドル:  $0.05 USD 
 

0. (ii) デジタルコンテンツ向けマイクロペイメント手数料。Digital Goods向けマ

イクロペイメントに申し込んで資格を得る場合、それが Digital Goodsの取引の



みを目的とするのであれば取引 1件ごとに、(i) 上記の第 2条に記載されてい

る商用支払い手数料、または(ii) Digital Goods向けマイクロペイメント手数料

のうち、当該の取引に課せられる金額が少ない方を支払うことに同意するもの

とします。   

ア

ク

テ

ィ

ビ

テ

ィ 

国 デジタルコンテンツ向けマイクロペイメント手数料 

デ

ジ

タ

ル

コ

ン

テ

ン

ツ

向

け

マ

イ

ク

ロ

ペ

イ

メ

ン

ト

の

受

け

以下

を除く

すべ

ての

国

(Digit

al 

Good

s向け

マイク

ロペイ

メント

がご

利用

いただ

ける

国) 

国内支払い:  

5% + マイクロペイメントの固定手数料 

海外への支払い:  

5.5% + マイクロペイメントの固定手数料 
 

日本 

国内支払い:  

5% + マイクロペイメントの固定手数料 

海外への支払い: 

5^%～5.3 % + マイクロペイメントの固定手数料 
 

アル 国内支払い:  



取

り 

バニ

ア、ア

ンド

ラ、ボ

スニ

ア・ヘ

ルツェ

ゴビ

ナ、ク

ロアチ

ア、ア

イスラ

ンド、

モルド

バ、モ

ナコ、

セルビ

ア、ト

ルコ

(適用

可能

な場

合) 

5% + マイクロペイメントの固定手数料 

海外への支払い:  

手数料は、買い手の居住国または地域によって異なります 

  

買い手の居住国･地域 手数料 

北欧* 
5.4% + マイクロペイメント固定手

数料 

米国、カナダ、欧州 I ** 
5.5% + マイクロペイメント固定手

数料 

欧州 II *** 
6.0% + マイクロペイメント固定手

数料 

その他すべての国および

地域 

6.5% + マイクロペイメント固定手

数料 
 

 

中国、

香港、

イン

ド、イ

ンドネ

シア、

マレー

シア、

フィリ

ピン、

シンガ

ポー

ル、台

国内支払い: 

 5.5% + マイクロペイメントの固定手数料 

海外への支払い: 

 6.0% + マイクロペイメントの固定手数料 
 



湾、タ

イ、ベ

トナム 

マ

イ

ク

ロ

ペ

イ

メ

ン

ト

の

固

定

手

数

料 

ご利

用い

ただけ

るす

べて

の国 

通貨:  手数料:  

オーストラリアドル: $0.05 AUD 

ブラジルレアル:  R 0.10 BRL 

カナダドル: $0.05 CAD 

チェココルナ:  1.67 CZK 

デンマーククローネ:  0.43 DKK 

ユーロ: €0.05 EUR 

香港ドル:  $0.39 HKD 

ハンガリーフォリント:  15.00 HUF 

イスラエル新シェケル: 0.20 ILS 

日本円:  ¥7.00 JPY 

マレーシアリンギット:  0.20 MYR 

メキシコペソ: $0.55 MXN 

ニュージーランドドル:  $0.08 NZD 

ノルウェークローネ:  0.47 NOK 

フィリピンペソ:  2.50 PHP 

ポーランドズロチ:  0.23 PLN 

ロシアルーブル: 2.00 RUB 

シンガポールドル:  $0.08 SGD 

スウェーデンクローナ:  0.54 SEK 

スイスフラン:  0.09 CHF 

新台湾ドル:  2.00 TWD 



タイバーツ:  1.80 THB 

トルコリラ: 0.08 TRY 

英ポンド:  £0.05 GBP 

米ドル:  $0.05 USD 
 

* 北欧: デンマーク、フェロー諸島、フィンランド(オーランド諸島を含む)、グリ

ーンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン。 

 

** 欧州 I: オーストリア、ベルギー、キプロス、エストニア、フランス(仏領ギア

ナ、グアドループ、マルティニーク島、レユニオン、およびマヨット島を含む)、ド

イツ、ジブラルタル、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、マルタ、

モナコ、モンテネグロ、オランダ、ポルトガル、サンマリノ、スロバキア、スロベ

ニア、スペイン、英国(チャネル諸島とマン島を含む)、バチカン市国。 

 

*** 欧州 II: アルバニア、アンドラ、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブ

ルガリア、クロアチア、チェコ共和国、グルジア、ハンガリー、コソボ^^、ラトビ

ア、リヒテンシュタイン、リトアニア、マケドニア、モルドバ、ポーランド、ルーマ

ニア、ロシア、セルビア、スイス、トルコ、ウクライナ。 

 

^マーチャントレート: マーチャントレートの適用資格を得るには、一回限りの

申請を提出し、所定の月別販売量を満たし、良好な状態のアカウントを維持し

ている必要があります。 マーチャントレート基準をご覧になるには、ここをクリ

ックしてください。マーチャントレートに申し込むには、ここをクリックしてくださ

い。 

 

^^ これらの国の買い手は PayPalアカウントを開設することはできませんが、

特定のマーチャントのウェブサイトでクレジットカードによる買い物をすること

ができます。 

 

注: 欧州連合または欧州経済地域で登録されたアカウント間でのユーロおよ

びスウェーデンクローナによる海外支払いは、手数料適用上、国内個人間取

引の支払いとして処理されます。 

一括支払い・ペイアウト手数料。 

アクティビ

ティ 
国 一括支払い手数料 

https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_fees-rate-about&amp;bn_r=o
https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_fees-rate-about&amp;bn_r=o
https://www.paypal.com/jp/cgi-bin/webscr?cmd=_merchant-app


一括支払

い・ペイア

ウトの実行 

す

べ

て

の

国

(以

下

に

挙

げる

国を

除

く) 

国内支払い:  支払い金額の 2%の手数料は、下記の

「一括支払い・ペイアウト手数料の上限

*」に記載された額を受取人あたりの上

限とします。 

海外の支払い:  

 

ア

ル

バ

ニ

ア、

アン

ド

ラ、

ボス

ニ

ア・

ヘ

ルツ

ェゴ

ビ

ナ、

クロ

アチ

ア、

グ

ル

ジ

ア、

国内支払い:  

支払い金額の 2%の手数料は、下記の

「一括支払い・ペイアウト手数料の上限」

**に記載された額を受取人あたりの上

限とします。 

海外の支払い:  

支払い金額の 2%の手数料は、下記の

「一括支払い・ペイアウト手数料の上限」

***に記載された額を受取人あたりの上

限とします。 
 



アイ

スラ

ン

ド、

モ

ルド

バ、

モナ

コ、

セ

ルビ

ア、

トル

コ、

ウク

ライ

ナ 

香

港、

中

国、

イン

ド、

日

本、

マレ

ーシ

ア、

ニュ

ージ

ーラ

ン

ド、

フィ

リピ

ン、

国内支払い(適用

可能な場合):  

支払い金額の 2%の手数料は、下記

の「一括支払い・ペイアウト手数料の

上限*」に記載された額を受取人あた

りの上限とします。 

海外支払い:  

支払い金額の 2%の手数料は、下記

の「一括支払い・ペイアウト手数料の

上限」****に記載された額を受取人あ

たりの上限とします。 
 



シン

ガ

ポ

ー

ル、

台

湾、

タイ 

*一括支払

い・ペイア

ウト手数料

の上限 

 

通貨:  受取人ごとの手数料上限:  

オーストラリアドル: $1.25 AUD 

ブラジルレアル:  R$2.00 BRL 

カナダドル: $1.25 CAD 

チェココルナ:  24.00 CZK 

デンマーククローネ:  6.00 DKK 

ユーロ: €0.85 EUR 

香港ドル:  $7.00 HKD 

ハンガリーフォリント:  210.00 HUF 

イスラエル新シェケル: 4.00 ILS 

日本円:  ¥120.00 JPY 

マレーシアリンギット:  4.00 MYR  

メキシコペソ: 11.00 MXN 

ニュージーランドドル:  $1.50 NZD 

ノルウェークローネ:  6.75 NOK 

フィリピンペソ:  50.00 PHP 

ポーランドズロチ:  3.00 PLN  

ロシアルーブル: 30 RUB 

シンガポールドル:  $1.60 SGD 



スウェーデンクローナ:  9.00 SEK 

スイスフラン:  1.30 CHF 

トルコリラ: 1.50 TRY 

英ポンド:  £0.65 GBP 

米ドル:  $1.00 USD 
 

**以下の

国からの

国内の一

括支払い・

ペイアウト

手数料の

上限: ア

ルバニア、

アンドラ、

ボスニア・

ヘルツェゴ

ビナ、クロ

アチア、グ

ルジア、ア

イスラン

ド、モルド

バ、モナ

コ、セルビ

ア、トルコ、

ウクライナ 

 

通貨:  受取人ごとの手数料上限:  

オーストラリアドル: $8 AUD 

ブラジルレアル:  R $12 BRL 

カナダドル: $7 CAD 

チェココルナ:  140 CZK 

デンマーククローネ 42 DKK 

ユーロ: €6 EUR 

香港ドル:  $55 HKD 

ハンガリーフォリント:  1540 HUF 

イスラエルシェケル:  25 ILS 

日本円:  ¥600 JPY 

マレーシアリンギット:  25 MYR 

メキシコペソ: 85 MXN 

ニュージーランドドル:  $10 NZD 

ノルウェークローネ:  45 NOK 

フィリピンペソ:  320 PHP 

ポーランドズロチ:  23 PLN 

ロシアルーブル: 240 RUB 

シンガポールドル:  $10 SGD 



スウェーデンクローナ:  50 SEK 

スイスフラン:  8 CHF 

新台湾ドル: $220 TWD 

タイバーツ:  230 THB 

トルコリラ: 12 TRY 

英ポンド:  £5 GBP 

米ドル:  $7 USD 
 

***以下の

国から海

外への一

括支払い・

ペイアウト

手数料の

上限: ア

ルバニア、

アンドラ、

ボスニア・

ヘルツェゴ

ビナ、クロ

アチア、グ

ルジア、ア

イスラン

ド、モルド

バ、モナ

コ、セルビ

ア、トルコ、

ウクライナ 

 

通貨:  受取人ごとの手数料上限:  

オーストラリアドル: $50 AUD 

ブラジルレアル:  R $75 BRL 

カナダドル: $45 CAD 

チェココルナ:  850 CZK 

デンマーククローネ 250 DKK 

ユーロ: €35 EUR 

香港ドル:  $330 HKD 

ハンガリーフォリント:  9250 HUF 

イスラエルシェケル:  160 ILS 

日本円:  ¥4000 JPY 

マレーシアリンギット:  150 MYR 

メキシコペソ: 540 MXN 

ニュージーランドドル:  $60 NZD 

ノルウェークローネ:  270 NOK 

フィリピンペソ:  1900 PHP 

ポーランドズロチ:  140 PLN 



ロシアルーブル: 1400 RUB 

シンガポールドル:  $60 SGD 

スウェーデンクローナ:  320 SEK 

スイスフラン:  50 CHF 

新台湾ドル: $1350 TWD 

タイバーツ:  1400 THB 

トルコリラ: 80 TRY 

英ポンド:  £30 GBP 

米ドル:  $45 USD 
 

****以下の

国からの

海外一括

支払い・ペ

イアウト手

数料の上

限: 中国、

香港、イン

ド、日本、

マレーシ

ア、ニュー

ジーラン

ド、フィリピ

ン、シンガ

ポール、台

湾、タイ 

 

通貨:  受取人ごとの手数料上限:  

オーストラリアドル: $60 AUD 

ブラジルレアル:  R$100 BRL 

カナダドル: $60 CAD 

チェココルナ:  1000 CZK 

デンマーククローネ:  300 DKK 

ユーロ: €40 EUR 

香港ドル:  $400 HKD 

ハンガリーフォリント:  15,000 HUF 

イスラエルシェケル:  200 ILS 

日本円:  ¥5,000 JPY 

マレーシアリンギット:  200 MYR 

メキシコペソ: 750 MXN 

ニュージーランドドル:  $75 NZD 

ノルウェークローネ:  300 NOK 



フィリピンペソ:  2,500 PHP 

ポーランドズロチ:  150 PLN 

ロシアルーブル: 1500 RUB 

シンガポールドル:  $80 SGD 

スウェーデンクローナ:  400 SEK 

スイスフラン:  50 CHF 

新台湾ドル:  $2,000 TWD 

タイバーツ:  2,000 THB 

トルコリラ: 75 TRY 

英ポンド:  £35 GBP 

米ドル:  $50 USD 
 

個人間の支払い手数料 

1. 個人間の支払いとは、賃貸や食事の請求書のお客様分など、物品および/

またはサービスに対するご友人やご家族への支払いのことです。 

2. 個人間の支払いはその利用に制限があり、ほとんどの国でご利用いただ

けません。 

3. 個人間の支払いの支払方法にクレジットカードを使用する場合、クレジット

カード会社が現金貸付手数料を課す場合があります。 

4. 個人間の支払いの手数料は、支払側か受取側のいずれかが支払います。 

ほとんどの場合、手数料の負担者は支払い者により決定されます。 

アクティ

ビティ 

受取人

の居住

国 

支払方法が残高ある

いは銀行に限られて

いる場合の個人間支

払い手数料 

クレジットカードやデビットカードを

含み、支払いのすべてまたは一部

に別の支払方法が使われる場合

の個人間支払い手数料 

国内支

払いの

処理ま

たは受

け取り 

ご利用

いただけ

る場所 

無料 3.4% + 固定手数料 



海外支

払いの

処理ま

たは受

け取り 

オースト

ラリア 
1% 3.4% + 固定手数料 

ブラジル 1% 5.99% + 固定手数料 

欧州諸

国 
以下の表を参照してください。 

日本 0.3% 3.9% + 固定手数料 

米国、カ

ナダ、ポ

ーランド 

1% 3.9% + 固定手数料 

その他 0.5% 3.9% + 固定手数料 

固定手

数料 

通貨:  手数料:  

オーストラリアドル: $0.30 AUD 

ブラジルレアル:  R$0.60 BRL 

カナダドル: $0.30 CAD 

チェココルナ:  10.00 CZK 

デンマーククローネ:  2.60 DKK 

ユーロ: €0.35 EUR 

香港ドル:  $2.35 HKD 

ハンガリーフォリント:  90.00 HUF 

イスラエル新シェケル: 1.20 ILS 

日本円:  ¥40.00 JPY 

マレーシアリンギット:  2.00 MYR 

メキシコペソ: 4.00 MXN 

ニュージーランドドル:  $0.45 NZD 

ノルウェークローネ:  2.80 NOK 

フィリピンペソ:  15.00 PHP 

ポーランドズロチ:  1.35 PLN 



ロシアルーブル: 10.00 RUB 

シンガポールドル:  $0.50 SGD 

スウェーデンクローナ:  3.25 SEK 

スイスフラン:  0.55 CHF 

新台湾ドル:  $10.00 TWD 

タイバーツ:  11.00 THB 

トルコリラ: 0.45 TRY 

英ポンド:  £0.20 GBP 

米ドル:  $0.30 USD 
 

欧州各国への海外個人間支払い 

 

欧州各国のユーザーへの海外個人間支払いの手数料は、以下の手順で決

定してください。 

 

1. 下表(一番左の列)で受取人の国を探します。 

2. 送り主の居住国の地域(2番目の列)を特定します。 

3. 使用する支払い方法に基づいて適用可能な手数料(3番目と 4番目の

列)を探します。 

 

受取人の居住国･地域(適用可能な

場合) 

送り

主の

居住

国･地

域 

以下の資金源

の場合の手数

料: 全額を

PayPal残高

または銀行口

座から充当 

以下の資金源

の場合の手数

料: 全額ある

いは一部をデ

ビットカードあ

るいはクレジッ

トカードから充

当 

アルバニア、アンドラ、オーストリア、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリ

ア、クロアチア、キプロス、チェコ共和

国、デンマーク、エストニア、フィンラ

ンド(オーランド諸島を含む)、ジブラ

北欧* 0.4% 
3.8% + 固定

手数料 

米国、

カナ

ダ、欧

0.5% 
3.9% + 固定

手数料 



ルタル、ギリシャ、ハンガリー、アイス

ランド、アイルランド、ラトビア、リヒテ

ンシュタイン、リトアニア、ルクセンブ

ルグ、マルタ、ポルトガル、ルーマニ

ア、ロシア、サンマリノ、スロバキア、

スロベニア、スペイン、スウェーデン、

スイス、トルコ、英国(チャネル諸島お

よびマン島を含む)。 

州 I ** 

欧州 II 

*** 
1.0% 

4.4% + 固定

手数料 

その

他す

べて

の国

およ

び地

域 

1.5% 
4.9% + 固定

手数料 

ベルギー、フランス、仏領ギアナ、グ

アドループ、イタリア、マルティニーク

島、マイヨット島、オランダ、レユニオ

ン 

北欧* 0.4% 
3.8% + 固定

手数料 

米国、

カナ

ダ、欧

州 I ** 

0.5% 
3.9% + 固定

手数料 

欧州 II 

*** 
1.3% 

4.7% + 固定

手数料 

その

他す

べて

の国

およ

び地

域 

1.8% 
5.2% + 固定

手数料 

ドイツ 

北欧* 1.8% 
3.7% + 固定

手数料 

米国、

カナ

ダ、欧

州 I ** 

2.0% 
3.9% + 固定

手数料 

欧州 II 

*** 
3.0% 

4.9% + 固定

手数料 



その

他す

べて

の国

およ

び地

域 

3.3% 
5.2% + 固定

手数料 

ポーランド 

北欧* 0.9% 
3.8% + 固定

手数料 

米国、

カナ

ダ、欧

州 I ** 

1.0% 
3.9% + 固定

手数料 

欧州 II 

*** 
1.5% 

4.4% + 固定

手数料 

その

他す

べて

の国

およ

び地

域 

2.0% 
4.9% + 固定

手数料 

1. * 北欧: デンマーク、フェロー諸島、フィンランド(オーランド諸島を含む)、

グリーンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン。 

 

** 欧州 I: オーストリア、ベルギー、キプロス、エストニア、フランス(仏領ギ

アナ、グアドループ、マルティニーク島、レユニオン、およびマヨット島を含む)、

ドイツ、ジブラルタル、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、マ

ルタ、モナコ、モンテネグロ、オランダ、ポルトガル、サンマリノ、スロバキア、

スロベニア、スペイン、英国(チャネル諸島とマン島を含む)、バチカン市国。 

 

*** 欧州 II: アルバニア、アンドラ、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、

ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、グルジア、ハンガリー、コソボ、ラトビ

ア、リヒテンシュタイン、リトアニア、マケドニア、モルドバ、ポーランド、ルー



マニア、ロシア、セルビア、スイス、トルコ、ウクライナ。 

 

注: 欧州連合または欧州経済地域で登録されたアカウント間でのユーロお

よびスウェーデンクローナによる海外支払いは、手数料適用上、国内支払

いとして処理されます。  

固定手数料 

  

通貨:  手数料:  

オーストラリアドル: $0.30 AUD 

ブラジルレアル:  R$0.60 BRL 

カナダドル: $0.30 CAD 

チェココルナ:  10.00 CZK 

デンマーククローネ:  2.60 DKK 

ユーロ: €0.35 EUR 

香港ドル:  $2.35 HKD 

ハンガリーフォリント:  90.00 HUF 

イスラエル新シェケル: 1.20 ILS 

日本円:  ¥40.00 JPY 

マレーシアリンギット:  2.00 MYR 

メキシコペソ: 4.00 MXN 

ニュージーランドドル:  $0.45 NZD 

ノルウェークローネ:  2.80 NOK 

フィリピンペソ:  15.00 PHP 

ポーランドズロチ:  1.35 PLN 

ロシアルーブル: 10 RUB 

シンガポールドル:  $0.50 SGD 

スウェーデンクローナ:  3.25 SEK 



スイスフラン:  0.55 CHF 

新台湾ドル:  $10.00 TWD 

タイバーツ:  11.00 THB 

トルコリラ: 0.45 TRY 

英ポンド:  £0.20 GBP 

米ドル:  $0.30 USD 
 

 

メキシコにおける分割払い手数料 買い手が分割払いを希望した場合、お

客様は、買い手が選択した分割回数に基づく手数料を支払います。手数料

は、前述の第2条に挙げられている適用される国内商用支払い手数料に以

下に記載する率(%)が加算されます。 PayPalは、お客様に対し、いつでも

事前通知なしに、お客様がPayPalサービスを使用して分割払い行う権限を

否定する権利を留保します。 

 

支払回数 メキシコにおける分割払い手数料 

2回払い 3.25% 

3回払い 4.55% 

4回払い 5.55% 

5 回払い 6.90% 

6回払い 7.25% 

7 回払い 9.10% 

8回払い 10.45% 

9回払い 11.25% 

10 回払い 12.45% 

11 回払い 13.25% 

12 回払い 13.50% 

 

返金手数料 

アク

ティ
国 手数料 



ビテ

ィ 

商用

支払

いの

返金 

中国、香港、インド、インド

ネシア、韓国、マレーシア、

ニュージーランド、フィリピ

ン、シンガポール、台湾、タ

イ、ベトナム。 

 

アルバニア、アンドラ、ボス

ニア・ヘルツェゴビナ、クロ

アチア、グルジア、アイスラ

ンド、モルドバ、モナコ、セ

ルビア、トルコ。 

商用支払いの全額を返金する場合、商用

支払い手数料の固定手数料の全額部分

は PayPalが保持します。 

 

商用支払いの一部を返金する場合、かか

る返金の割合に応じた商用支払い手数料

の固定手数料は、PayPalが保持します。 

 

全額返金の場合、買い手のアカウントに

は、商用支払い全額が入金されます。一

部返金の場合、買い手のアカウントには、

かかる商用支払い金額の一部が入金され

ます。 

 

お客様のアカウントには、返金割合に応

じ、お客様のアカウントに当初入金された

商用支払い金額の当該割合部分と、手数

料の固定手数料の当該割合部分に関して

請求がなされます。 

2. 銀行/クレジットカードの手数料。PayPalを通じて支払いや支払いの受け

取りをする際、銀行やクレジット/デビットカード発行会社から手数料を請求さ

れることがあります。たとえば通貨換算手数料や国際取引手数料などです

が、国内取引で通貨換算が不要な場合でも、なんらかの手数料が請求され

ることがあります。PayPalの使用に関連して銀行やクレジット/デビットカード

発行会社あるいはその他の金融機関から請求され る手数料に対し、

PayPalは責任を負いません。イスラエルにお住まいのお客様は、クレジット

カードを資金源とする PayPal取引の場合、手数料がただちに銀行口座に

請求されることがあります。  

トップへ戻る 

 

別紙 B –日本のビジネスおよびプレミアユーザーに特に適用される条件 

PayPal Pte. Ltd.は資金決済に関する法律(平成 21年 6月 24日法律第 59号)(以下「資

金決済法」といいます。)に基づき資金移動業者として登録しています。 

 

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_JP#bus_premier_top


PayPalサービスをご利用になるには、18歳以上である必要があります。 

 

日本における PayPalサービスは、シンガポール法人 PayPal Pte. Ltd. が提供していま

す。PayPalは、売り手の代行として買い手から支払いを受け取ります。PayPalが買い手

から支払いを受取り後は、支払金額の更なる責任は無くなることに、売り手として合意す

る必要があります。お客様が PayPalを利用して寄付を行う場合、PayPalは、受贈者の

代行として贈与者から支払を受け取ります。PayPalが贈与者から支払を受取り後は、寄

付金額の更なる責任は無くなることに、受贈者として同意する必要があります。 

 

外国為替及び外国貿易法(昭和 24年 12月 1日法律第 228号)に基づき財務大臣また

は経済産業大臣の許可を受けなければならない支払いのために PayPalサービスを利

用することはできません。 

 

第 12条の規定にかかわらず、クレーム(差止その他の衡平法上の救済手段に関するク

レームを除く)で、請求されている仲裁判断の金額の合計が$ 10,000 USD ドル未満の場

合、お客様またはPayPalは、日本において拘束力を有する仲裁により争議を解決するこ

とができます。この場合、仲裁については、当事者双方の合意によって指定された

ADR(裁判外争議処理)機関を仲裁管理人とします。 この裁定は最終的なものであり、当

事者双方を拘束するものです。 仲裁人による仲裁判断に関する裁定は、管轄を有する

いずれの裁判所においても提出することができます。 

 

第 12条の規定にかかわらず、別の方法として、すべてのクレームは、日本にある管轄裁

判所で解決することができ、お客様とPayPalは、日本にある裁判所の対人管轄権にした

がうことに合意するものとします。 

疑義を避けるため、本条項に基づいて異議が仲裁または裁判所に提出された場合、両

当事者は本規約がシンガポール法に準拠し続けることに同意します。 

 

個人情報の取り扱い:  

 

弊社はお客様の個人情報を別途定める「ビジネスおよびプレミアユーザーのためのプラ

イバシーポリシー」に従って取得および利用等いたします。 

 

注記:  

 

本規約に同意することにより、お客様は以下の事実について確認したものとします。 

 



PayPalサービスは、銀行等が行う為替取引とは異なります。 

 

PayPalサービスは、預金もしくは貯金または定期積金等を受け入れるものではありませ

ん。 

 

PayPalサービスは、預金保険法第 53条または農水産業協同組合貯金保険法第 55条

に規定する保険金の支払の対象とはなりません。 

 

弊社はスタンダードチャータード銀行と履行保証金保全契約を締結することにより資金決

済法に基づく保全措置を講じています。 

 

お客様の保護のため、資金決済法においては履行保証金制度が設けられています。 

 

上記の還付を受けることができるお客様は売り手のお客様となります。買い手のアカウン

ト残高を資金として支払いが行われる場合においては、上記の還付を受けることができ

る権利は、支払いの実行がなされた時点において、買い手のお客様から売り手のお客様

に移転します。 

 

情報提供 

 

 お客様が PayPal支払いボタンをクリックされた場合、弊社は支払金額を十分に満たす

資金源が利用可能であることを確認次第即時に送金処理を完了しますが、かかる処理

はシステムのメンテナンスおよび利用可能状況に従うものであることをご了承ください。詳

細につきましては上記第 2条および第 3条をご参照ください。 

 

以下の引出し手続きに従って、米国銀行口座または［日本の］銀行口座に電子送金する

ことにより、お客様のアカウントから資金を引き出すことができます。引き出し手続きは、

PayPalウェブサイトの[マイ アカウント]のサブタブの[引き出し]にリンクする[銀行口座へ

引き出し]から行うことができます。お客様がかかる手続きの最後にPayPal取引データボ

タン(「引き出しボタン」といいます)をクリックした場合、引き出された資金は 3銀行営業日

経過後（これには、お客様が引き出しボタンをクリックした銀行営業日および当該 3銀行

営業日が経過する最後の銀行営業日も含まれません）にお客様が指定した銀行口座に

入金されます。かかる処理は、システムのメンテナンスや同様に適用される引出限度額

および PayPalの保留や保留金による利用可能状況に従うものであることをご了承くださ

い。銀行営業日とは、米国(お客様のアカウントから米国の銀行口座へ資金を引き出され

る場合)または日本(お客様のアカウントから［日本の］銀行口座へ資金を引き出される場



合)においてに銀行が慣習的に営業している日を意味するものとします。より詳しいことに

ついては第 5条 2項および第 11条をご参照ください。 

 

PayPalサービスの利用にあたっては、別紙 A(手数料)に記載されている手数料がかかり

ます。 

 

通貨の換算が必要な場合、弊社はいずれも銀行免許を有する、The Royal Bank of 

Scotland PLCまたはCitibank N.A.の提供する TTMレートを通貨換算に利用します。換

算レートはこれらのいずれかの銀行で決定され、取引時にお客様に開示されます。弊社

はこの手数料を換算レートに加算します。 

 

支払い以外の場合で通貨換算が必要な場合、その通貨換算の方法については支払い

の場合に準じます。 

 

PayPalサービスについての苦情またはご相談につきましては下記において承っておりま

す。 

 

PayPalのウェブサイト上:https://www.paypal.com/jp/。PayPalアカウントにログインし

てご利用ください。 

 

PayPal Network Information Services (Shanghai) Co., Ltd. 

19F, Lujiazui Financial Plaza, No. 1217, DongFang Rd., Pudong, Shanghai, 200127, 

China 

 

PayPal, Worldwide Operations 

Error Resolution Department, P.O. Box 45950, Omaha, NE 68145-0950, USA 

 

Concentrix Services Corporation 

〒135-8559 東京都江東区東陽 6-3-1 東京イースト 21 タワー3階 

 

Genpact International Inc 

No. 30 Software Park Road, East, Dalian Software Park, Dalian, Liaoning China 

-116023 

 

電話番号: 

(0120) 271-888 

https://www.paypal.com/jp/


(03) 6739-7360 

(03) 5767-5552 

 

受付時間: 午前 9時から午後 6時まで(土日祝日を除く) 

 

 

弊社は下記の機関を利用して苦情処理および紛争解決を図ります。 

 

苦情処理措置 

社団法人 日本資金決済業協会(電話番号: 03-3219-0628) 

 

紛争処理措置 

東京弁護士会 紛争解決センター(電話番号: 03-3581-0031) 

第一東京弁護士会 仲裁センター(電話番号: 03-3595-8588) 

第二東京弁護士会 仲裁センター(電話番号: 03-3581-2249) 

 

PayPalサービスを使用した取引あたりの最高金額は 100万円またはこれに相当する金

額とします。 

 

お客様はアカウントにログインすることで、取引履歴を含むアカウントの状態を確認する

ことができます。お客様のアカウントにログインした後現れる、最初のページ上でお客様

の直近の取引を見ることができます。また、そのページの最上部近くの[取引履歴]をクリ

ックすると、それ以前の取引を確認することができます。 

 

お客様は、下記の 1から 4のステップに従っていつでもアカウントを解約することができま

す。 

1. アカウントにログインします 

2. ページの上部近くにある[個人設定]をクリックします 

3. [設定]をクリックします 

4. 口座タイプのセクションで[アカウントの解約]をクリックしてそのセクションで示されるス

テップに従います 

契約期間についての定めはありません。 

 

本人確認 



ビジネスおよびプレミアユーザーのお客様については、犯罪による収益の移転防止に関

する法律(平成 19年 3月 31日法律第 22号)並びに外国為替および外国貿易法(昭和

24年 12月 1日法律第 228号)に基づき弊社が定める方法により本人確認を行います。

お客様は、本人確認に係る事項を最新のものとするべく、本人確認に係る事項につき変

更があった場合には弊社に当該事項を遅滞なく伝えるものとします。また、弊社が本人

確認事項の変更の有無について確認を求めた場合には、お客様は当該確認に協力する

ものとします。  

 

簡易的な本人確認によるビジネスおよびプレミアアカウントについて 

本規約の他の規定にかかわらず、簡易的な本人確認(以下に定義)によるビジネスおよび

プレミアアカウントについては、以下の規定が適用されるものとします。 

1. 本規約別紙 B(日本のビジネスおよびプレミアユーザーに特に適用される条件)の本

人確認についての規定はお客様のアカウントに適用されません。但し、お客様のア

カウントを開設・維持するには、お客様の本人確認のために PayPalが必要とみなす

情報を正確かつ完全な状態で提供してください(「簡易的な本人確認」)。また、お客

様の提供した情報に変更があった場合、遅滞なく最新情報に更新していただく必要

があります。 

2. 下記 3、4、7および 8を条件として、お客様のアカウントの残高の保有および利用に

関する本規約の規定は、簡易的な本人確認のみを完了したアカウントには適用され

ないことを確認するものとします。 

3. 第 2条の規定にかかわらず、お客様は、同条に規定するアカウント残高を使用した支

払いを行うことはできません。お客様のアカウントに払い込まれた資金がある場合で

も、かかる資金から支払いが行われることはありません。 

4. 本規約第 5条(資金の引き出し)の規定はお客様のアカウントに適用されません。第 5

条の規定にかかわらず、PayPalはその判断により、お客様の銀行口座に対してアカ

ウントの資金を定期的に引き落とすまたは送金するよう要求できるものとします。か

かる引き落としまたは送金に際し、PayPalはお客様に対して適用される手数料を課

すことができます。 

5. お客様のアカウントに関する PayPalサービスはいわゆる収納代行サービスであり、

資金決済法に基づく資金移動業に該当しません。 

6. お客様は、資金決済法に基づく履行保証金制度の還付の対象となりません。 

7. PayPalは適用法令または規則により必要とされる範囲内においてお客様のアカウン

トの機能または活動を制限することができます。 

8. お客様がアカウントの残高を支払いに使用することを希望される場合、または本条に

定めるいずれかの規定からの除外を希望される場合には、犯罪収益移転防止法等



に基づき弊社が定める方法によりビジネスおよびプレミアユーザーについて本人確

認を完了していただく必要があります。かかる本人確認を完了した後は、以後はお

客様のアカウントに対し、本条(簡易的な本人確認によるビジネスおよびプレミアアカ

ウントについて)に定める規定は適用されないものとします。 

9. 第 1項から第 8項に定められた規定を除き、本規約その他の全ての規定がお客様の

アカウントに適用されるものとします。 

反社会的勢力の排除 

1. お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない

者、暴力団準構成員、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団関

係企業、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、その他これ

らに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次のい

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、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を

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、また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. 役員また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. お客様は、自らまたは第三者を利用して次の一にでも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. PayPalの法的な責任の範囲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、偽計を用いまたは威力を用いて PayPalの信用を毀損し、ま

たは PayPalの業務を妨害する行為 

5. その他前各号に準ずる行為 

3. お客様が、暴力団員等もしくは第 1項各号のいずれかの類型に該当し、もしくは前項

各号のいずれかの類型に該当する行為をし、または第 1項の規定にもとづく表明・

確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客様との取引を開始および継続す

ることが不適切である場合には、PayPalは、本規約の締結前においてはお客様と



の間の本規約の締結をお断りし、本規約の締結後においてはお客様とのお取引を

直ちに停止し、またなんらの催告を要せずにお客様に通知することにより本規約を

解除することができるものとします。 

4. 前項に規定する場合、お客様は PayPalから請求があり次第、PayPalに対するいっ

さいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 

5. 前項の規定の適用により、お客様に損害が生じた場合にも、お客様はPayPalになん

らの請求もしないものとします。また、PayPalに損害が生じたときは、お客様がその

責任を負うものとします。 

6. 第 4項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本規約は失効するものとしま

す。 

情報の取得・保有・利用 

 

1. お客様は、お客様に関する、取引開始に係る審査、取引開始後の管理および取引継

続に係る審査(かかる管理および審査を総称して「加盟審査等」といいます)のために、

(i)お客様に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「お客様情報」といいます)

を弊社が適当と認める保護措置を講じたうえで弊社が取得・保有・利用すること、およ

び、(ii)クレジットカード会社および弊社が包括契約を締結するクレジットカード会社等

(以下、総称して「クレジットカード会社等」といいます)に提供すること、(iii)お客様情報

がクレジットカード会社等により取得・保有・利用されることに同意します。また、お客

様は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店またはビジネスもしくは

プレミアユーザーに係る加盟審査等のために、弊社およびクレジットカード会社等が

お客様情報を利用することに同意します。  

a. お客様の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、

性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、お客様が弊社に届け出たお客様

に関する情報。 

b. 申込日、契約日、契約終了日およびお客様と弊社との取引に関する情報なら

びにお客様とクレジットカード会社等との取引に関する情報。 

c. 弊社またはお客様のカードの取扱状況に関する情報。 

d. クレジットカード会社等が取得した弊社またはお客様のクレジットカードの利

用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。 

e. お客様の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。 



f. クレジットカード会社等が弊社または公的機関から適法かつ適正な方法によ

り取得したお客様の登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関す

る情報。 

g. 官報、電話帳、住宅地図等において公開されているお客様に関する情報。 

h. 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表したお客様に関する情報および

当該内容について弊社またはクレジットカード会社等が調査して得た内容。 

i. 破産、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

し立て、その他のお客様に関する信用情報。 

2. 第 1項の定めは、お客様と弊社との契約終了後も有効とします。 

加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意 

 

1. お客様は、(i)弊社との契約に基づく取引により生じたお客様についての客観的事実

に関する情報が、クレジットカード会社等の加盟する加盟店情報交換センターに登録

されること(以下、かかる情報を「登録情報」といい、かかるセンターを「センター」とい

います)、ならびに(ii)登録情報(既に登録されている情報を含みます)が、お客様に関

する加盟審査等のため、弊社またはセンターの加盟会員会社によって利用されるこ

とに同意します。なお、クレジットカード会社等が利用するセンターは以下「加盟店情

報機関」のとおりですが、センターが追加変更された場合には、弊社またはクレジット

カード会社等が適切と認める方法によりお客様に通知または公表することにより、お

客様の弊社との契約におけるセンターとして追加変更されるものとします。 

2. お客様は、登録情報を、クレジットカード会社等が加盟審査等のために利用すること

について、同意します。 

3. お客様は、登録情報が、センターを通じて、センターの加盟会員会社に提供され、お

客様に関する加盟審査等のため利用されることについて、同意します。 

4. お客様は、登録情報が、次の「センター、共同利用の範囲および目的等について」で

定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内でセンターの加盟会員

会社相互によって共同利用されることについて同意します。  

センター、共同利用の範囲および目的等について 

 

1. お客様は、下記第 2項のチャートに定めるセンターに、そのチャート内にある情報項

目を登録すること、また、当該センターに登録されている情報があるときは、下記第 2



項に定める目的の範囲内でセンターの加盟会員会社がその情報を利用することにつ

いて、同意します。 

2. 加盟店情報機関:  

 

名前 
日本クレジットカード協会 

加盟店信用情報センター(JIM) 

一般社団法人日本クレジット協会 

加盟店情報交換センター 

(JDMセンター) 

住所 

〒105-0004 

東京都港区新橋 2-12-17 

新橋 I-Nビル 1階 

〒103-0016 

東京都中央区日本橋小網町 14-1 

住生日本橋小網町ビル 6階 

電話 03-6738-6626 03-5643-0011 

営業時間 

月～金曜日 

(祝日、年末・年始は除く) 

午前 10時～正午/ 

午後 1時～午後 4時 

月～金曜日 

午前 10時～午後 5時 

(年末年始等を除く) 

*詳細はお問い合わせください。 

共同利用の目

的 

加盟会員会社が行う不正取引の排

除・消費者保護のための加盟店入

会審査、加盟店契約締結後の管

理、その他加盟店契約継続の判

断、ならびに加盟店情報正確性維

持のための開示・訂正・利用停止等

のため 

 
 

割賦販売法に規定される認定割賦販

売協会の業務として運用される加盟店

情報交換制度において、クレジット取

引の健全な発展と消費者保護に資す

るために行う加盟会員会社による加盟

審査、加盟後の加盟店管理および取

引継続にかかる審査等のため 

 

共同利用され

る情報の範囲 

- クレジット会社等に届け出たお客

様の代表者の氏名・生年月日・住

所等の個人情報 

- お客様の名称、所在地、電話番

号、業種、取引情報等のクレジッ

トカード会社等とお客様との取引

情報 

- 加盟会員会社がお客様情報を利

用した日付 

(1) 包括信用購入あっせん取引また

は個別信用購入あっせん取引にお

ける、当該加盟店等にかかる苦情

処理のために必要な調査の事実お

よび事由 

(2) 包括信用購入あっせんまたは個

別信用購入あっせんにかかる業務

に関し利用者等の保護に欠ける行

為をしたことを理由として包括信用

購入あっせんまたは個別信用購入

あっせんにかかる契約を解除した事

実および事由 

 



共同利用され

る情報の範囲 
 

(3) 利用者等の保護に欠ける行為に

該当したまたは該当すると疑われる

もしくは該当するかどうか判断がで

きないものにかかる、センターの加

盟会員各社・利用者等に不当な損

害を与える行為に関する客観的事

実である情報 

(4) 利用者等(契約済みのものに限ら

ない)からセンターの加盟会員各社

に申出のあった内容および当該内

容のうち、利用者等の保護に欠ける

行為であると判断した情報および当

該行為と疑われる情報ならびに当

該行為が行われたかどうか判断す

ることが困難な情報 

(5) 行政機関が公表した事実とその内

容(特定商取引に関する法律等につ

いて違反し、公表された情報等)に

ついて、当センターが収集した情報 

(6) 上記の他利用者等の保護に欠け

る行為に関する情報 

(7) 前記各号にかかるお客様の氏名、

住所、電話番号および生年月日(法

人の場合は、名称、住所、電話番号

ならびに代表者の氏名および生年

月日)。但し、上記(4)の情報のうち、

当該行為が行われたかどうか判断

することが困難な情報については、

氏名、住所、電話番号および生年月

日(法人の場合は、代表者の氏名お

よび生年月日)を除く。 

 
 

共同利用の範

囲 

日本クレジットカード協会加盟各社

のうち日本クレジットカード協会加盟

店信用情報センターを利用している

加盟会員会社 

(加盟会員会社は下記のホームペ

ージに掲載する) 

http://www.jcca-office.gr.jp/ 

一般社団法人日本クレジット協会会員

であり、かつ、当センターの加盟会員

各社である、包括信用購入あっせん業

者、個別信用購入あっせん業者、立替

払取次業者および当センター 

(加盟会員会社は一般社団法人日本ク

レジット協会のホームページに掲載す

る) 

http://www.j-credit.or.jp/ 

登録される期

間 

当センターに登録されてから 5年を

超えない期間(但し加盟会員会社が

お客様情報を利用した情報につい

ては 6 ヶ月を超えない期間) 

登録日から 5年を超えない期間 

 



共同利用責任

者 
日本クレジットカード協会 

一般社団法人日本クレジット協会 

 加盟店情報交換センター 

 

3. 情報の開示、訂正および削除: お客様は、弊社、クレジットカード会社等およびセンタ

ーに対して、個人情報の保護に関する法律(平成 15年 5月 30日法律第 57号)に定

めるところにより、自己に関する個人情報を開示、訂正および削除するよう請求する

ことができるものとします。 

PayPal Here利用条件 

 

PayPal Here利用条件(以下「本利用条件」といいます)は、PayPal Hereカードリーダー

およびソフトウェア(以下「PayPal Here」といいます)をご利用いただき支払いおよびクレ

ジットカードでの支払いを PayPalアカウントにおいて受け取るため PayPalアカウントを

お持ちのビジネスおよびプレミアユーザーのお客様および PayPalサービスをご利用いた

だくことを弊社から承認させていただいたお客様に対して、ご提供させていただくものです。

PayPal Hereをご利用いただくため、お客様は、ビジネスおよびプレミアユーザーとなり、

PayPalアカウントを適切な状態に保っていただくこと、弊社の承認を得ていただくこと、お

よび、日本のビジネスおよびプレミアユーザーのためのこのユーザー規約(以下「本ユー

ザー規約」といいます)に同意していただくことが必要となります。本利用条件は本ユーザ

ー規約に組み込まれるものとし、本ユーザー規約とともに、PayPal Hereを含む PayPal

のご利用条件を一般的に定めるものです。 

1. サービスの概要。PayPal Hereは、PayPal支払いおよびクレジットカードでの支払い

をお客様の PayPalアカウントで支払いを受取ることができるサービスです。このサ

ービスをご利用いただきますと、現金取引を含む、取引の履歴を保存することができ

ます。当該サービスをご利用いただくには PayPal Hereアプリのご利用に関する各

条件に同意していただき、PayPal Hereアカウントの登録に必要なお客様の個人情

報をご提供いただく必要がございます。加えまして、当該サービスをご利用いただく

には、ビジネスおよびプレミアユーザーとなり、ビジネスアカウントまたはプレミアアカ

ウントを適切な状態に保っていただくこと PayPal Hereのご利用につき弊社の承認

を得ていただくことが必要となります。 

2. PayPal Hereデバイスの取得、使用および交換。PayPal Hereのご利用につき承認

を得ていただきますと、デバイスをお客様のお選びいただいたご住所に郵送させて

いただきます。もしお客様が複数のご住所をご登録されている場合、お客様はデバ

イスの郵送先をお選びいただくことができます。もしお客様が複数のデバイスをご希



望される場合、お客様は複数の異なるご住所にデバイスを郵送するよう指示するこ

とができます。もしお客様のデバイスに不具合がある場合、新しいデバイスをご希望

される旨を弊社にお伝えください。弊社は、随時、お客様が受取ることのできるデバ

イスの数を制限させていただくことがございます。これには、お客様が過去にお受取

りになられたデバイスの交換の数も含むものとさせていただきます。 

3. 複数のデバイスおよび認定利用者。お客様は、お客様の PayPalアカウントにリンク

されている PayPal Hereデバイスを他の適切な利用者に利用する権限を認めること

ができます。当該利用を認定するため、お客様には、お客様の店頭での需要に応じ

てお客様がご希望される追加のデバイスをご自身で請求していただく必要がござい

ます。また、お客様は、各認定利用者を PayPalに登録し、お客様の PayPalアカウ

ントを利用する権限があることを各認定利用者が証明できるようにパスワードを作成

していただく必要がございます。認定利用者として登録できるのは 18歳以上の方に

限ります。認定利用者はお客様のアカウントに関連付けられたアカウント基本情報

にアクセスすることはできません。同様に、認定利用者はお客さまが認定利用者の

ために設定した認証情報を利用してお客さまの PayPalアカウントから資金を引き出

すことはできません。認定利用者にデバイスをお渡しする前に、弊社では PayPalの

登録条件に従ってスクリーニングを行う場合がございます。弊社が行うスクリーニン

グのため、お客様には、全ての認定利用者の識別に関する適切かつ正確な情報を

弊社に提供することに同意していただきます。弊社は、何人に対しても PayPal Here

へのアクセスを拒否する権限を留保いたします。お客様は、常に、お客様が登録した

認定利用者の作為および不作為について責任を負うものとします。 

4. PayPal Hereのご利用。PayPal Hereアプリのダウンロードに料金はかかりません。 

 

お客様には、全てのクレジットカード取引につき取引先の署名を取得していただきま

す。取引先は、書面の領収書ではなく、Emailまたは SMS(利用可能な場合)を介し

て電子的な領収書を受け取ることを選ぶことができます。 

 

お客様には、PayPal Hereを介してお客様が行う全ての取引は販売される商品及び

サービスにつき正確かつ真正な説明がなされることに同意していただきます。また、

お客様には、お客様の PayPal Hereデバイスと共にお客様に提供させていただく指

示に従うことに同意していただきます。 

5. モバイルの互換性。PayPal Hereは互換性のあるモバイル・デバイスを用いてカード

払いの取引を実現します。製造業者のソフトウェアまたはハードウェアに反して改造

されたデバイスは互換性のあるモバイル・デバイスではありません。改造されたデバ

イスを PayPal Hereにご利用いただくことはできません。PayPalはお客様のモバイ

ル・デバイスと PayPal Hereが互換性を有することを保証いたしません。 



6. 料金設定。PayPalがPayPal Hereをお客さまに提供させていただくにあたり、お客さ

まは、申込み手続きの際にお客さまに提供させていただく手数料明細に規定される

金額および計算方法で算出される手数料を支払うことに同意するものといたします。 

7. プライバシー。ビジネスおよびプレミアユーザーに適用されるプライバシーポリシーは、

お客様の PayPal Hereのご利用にも適用されます。お客さまの情報を保護すること

は PayPalにとって重要です。同様に、お客様が受取る支払者およびその他利用者

の情報は、秘密として扱われ、安全な形で保管され、PayPal Hereに関連する目的

にのみ利用され、その利用はプライバシーポリシー(ビジネスおよびプレミアユーザー

用)において合意されたところに従うものとします。なお、既にお伝えしておりますが、

お客様がお受取になる情報は、ご利用者の方の明示的同意なくして、広告のための

Emailまたは SMS(利用可能な場合)を利用者の方に送るために利用されることはあ

りません。 

8. 信用報告。お客様は、本PayPal Here利用条件に基づくお客様の義務を履行する能

力に関して、プライバシーポリシー(ビジネスおよびプレミアユーザー用)に定める方

法で、PayPalが第三者からお客様の信用情報および財務情報を取得することを認

めることに同意するものとします。PayPalはお客様の PayPalアカウントに関するお

客様の信用リスクその他のリスク要因(取消し、チャージバック、苦情、異議など)を継

続的に審査します。PayPalはプライバシーポリシー(ビジネスおよびプレミアユーザ

ー用)に従って取得した情報を保管し、利用し、開示します。お客様は、PayPalがお

客様のコマーシャル・クレジットの申請を評価するのに適切であると判断した場合に

は、PayPalから提供させていただくコマーシャル・クレジットに関連するお客様の個

人的信用情報含む信用報告をPayPalが信用報告機関から取得することに同意して

いただきます。 

9. ライセンスの付与。PayPalはお客様に対して、電子的に PayPal Hereにアクセスし

て PayPal Here を支払いの承認及び受取りに利用し当該受取資金を管理するため、

個人的、限定的、非排他的かつ、取消可能な、譲渡制限付きのライセンスを、サブラ

イセンス権を伴うことなく、付与します。PayPal Hereには、弊社がお客様に提供する、

弊社のウェブサイト、いかなるソフトウェア、プログラム、文書、ツール、インターネット

によるサービス、内容及びこれらのアップデートを含みます(ソフトウェアの保守、サ

ービス、バグの修正、保守のリリースを含みます)。PayPalがPayPal Hereサービス

の更新を利用可能にした場合、お客様には、その時点でお客様にお知らせされた追

加条件に従って当該 PayPal Hereサービスの更新をダウンロードする権利が与えら

れます。 

 

弊社はお客様に PayPal Hereをご利用していただきたいと望んでおりますが、お客

様は、次のいかなる行為も行ってはならず、またいかなる第三者に対しても行うこと

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/privacy-full


を許可してはなりません。(i)何らかのマニュアルプロセス、ロボット、スパイダー、スク

レイパーその他の自動手段を用いて PayPalシステム上の資料または情報にアクセ

スしまたは監視すること、(ii)PayPalからの資料または情報をコピー、再生、改変、修

正、二次創作、公的展示、再公開、アップロード、郵送、送信、転売または配布する

こと、(iii)レンタル、リース、タイムシェア、サービスビューロまたはその他の取り決め

により PayPal Hereを使用し利益を享受することを第三者に許可すること、(iv)本

PayPal Here利用条件に基づいてお客に付与された権利を譲渡すること、(v)当該制

限が法により明示的に禁止されている場合を除き、PayPal Here上のロボット排除

ヘッダーにおける制限に違反すること、PayPal Hereの技術的制限を回避、無視、

迂回すること、PayPal Hereにおいて特に認められていない性能や機能を可能とす

るために何らかのツールを使用すること、PayPal Hereのソフトウェアまたはハード

ウェアをデコンパイル、解体またはその他逆行分析すること、(vi)PayPal Hereの適

正な運営を妨げるおそれのある行為を行うことまたは行おうと試みること、他のお客

様の PayPal Hereへのアクセスまたは利用を妨げること、弊社の設備に不合理また

は過剰な大きさの負荷をかけること、(vii)その他本セクションにおいて明示的に認め

られていない方法で PayPal Hereを使用すること。 

10. 所有権。PayPal Hereはライセンスが付与されるものであり、販売されるものではあ

りません。PayPalは、本 PayPal Here利用条件において明示的にお客様に付与さ

れていない全ての権利を留保します。PayPal Hereは、著作権、トレード・シークレッ

トその他の知的財産権に関する法律により保護されています。PayPalは、PayPal 

Hereのサービスおよびすべてのコピーにつき所有権、著作権その他全世界中に渡

る知的財産権(以下に定義します。)を保有しています。PayPal Here利用条件により

弊社の商標またはサービスマークがお客様に対して使用許諾されることはありませ

ん。 

 

本 PayPal Here利用条件において、「知的財産権」とは、あらゆる司法管轄における

法令に基づき、現存しまたは今後発生しうる、すべての特許権、著作権、マスク・ワ

ーク権、著作者人格権、パブリシティ権、商標、トレードドレス及び商標権、サービス

マーク、営業権、トレード・シークレットその他の知的財産権並びにそれらに関する全

ての申請、登録、更新及び延長を意味します。 

11. 優先順位。ここに明示的に規定されていない全ての条件はお客様と PayPal との間

のその他の契約において提示されるものとします。本 PayPal Here利用条件と日本

のビジネスおよびプレミアユーザーのための本ユーザー規約に規定される条件の間

に齟齬が生じた場合、当該齟齬は本 PayPal Here利用条件の規定が優先されるこ

とにより解決されるものとします。 



12. 利用禁止物品およびサービス。既にお伝えしているとおり、PayPal利用規定ポリシ

ーに違反して PayPalを使用することはできません。 

 


