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新旧対照表 Times PAY（QR コード決済）利用規約（2020 年 10 月 6 日改正） 

 

旧条文 新条文 

 

第１条 （定義） 

本規約において、以下の用語は以下に定める意味を有するものとしま

す。 

(1) 「Times PAY（QR コード決済）」とは、加盟店が加盟店アプリを

利用して決済金額を入力し、その金額に応じて加盟店アプリに

表示されるパーク２４発行の QR コード（以下「QR コード」と

いいます。）を、利用者が利用者スマートフォンにより読み取り、

決済を承認することによって当該決済金額に係る支払を行う決

済方法をいいます。（※QR コードは(株)デンソーウェーブの登

録商標です） 

(2) 「加盟店」とは、利用者が本サービスを利用した決済を行うこ

とのできるパーク２４所定の店舗をいいます。 

(3) 「加盟店アプリ」とは、本サービス提供のために加盟店が管理

するアプリケーションをいいます。 

(4) 「加盟店タブレット」とは、加盟店が管理するタブレット等を

総称するものであって、加盟店アプリがダウンロードされ、本

サービス決済に利用されるものをいいます。 

(5) 「決済金額」とは、利用者が加盟店に対して負担する、加盟店

における商品、役務又はサービスの対価としての代金をいいま

す。 

(6) 「決済担当者」とは、利用者との間で決済金額の決済を行う加

盟店の担当者をいいます。 

(7) 「注文番号」とは、本サービス決済ごとに割り振られる番号で

あって、パーク２４が本アプリ及び加盟店アプリに通知するも

のをいいます。 

(8) 「登録カード」とは、第 2 条に基づき登録されたクレジットカ

ードをいいます。 

(9) 「パスワード」とは、タイムズクラブ会員としての認証に用い

られるパスワードであって、タイムズクラブ会員がパーク２４

所定の方法により登録したものをいいます。 

(10) 「本アプリ」とは、タイムズクラブ会員がスマートフォン端末

にダウンロードし、所定の認証を経て起動することによって本

サービスを利用することができるソフトウェアであって、パー

ク２４が提供するものをいいます。 

(11) 「本サービス決済」とは、本サービスを利用した、決済金額に

係る決済をいいます。 

(12) 「ログイン ID」とは、タイムズクラブ会員に対して個別に付与

される ID であって、タイムズクラブ会員としての認証に用いら

れるものをいいます。 

(13) 「タイムズクラブ会員」とは、タイムズクラブ会員規約に同意

の上、パーク２４所定の方法によりタイムズクラブ会員登録を

行った個人をいいます。 

(14) 「会員規約」とは、パーク２４がタイムズクラブ会員にサービ

スを提供するにあたってその諸条件を定めた「会員規約」及び

タイムズクラブ会員に関連する諸規定をいいます。 

(15) 「タイムズポイント」とは、タイムズクラブが会員に付与する

サービスポイントをいいます。 

(16) 「利用者」とは、本サービスを利用するためのタイムズクラブ

会員登録を行った者をいいます。 

(17) 「利用者スマートフォン」とは、利用者の保有するスマートフ

ォンその他の電子機器であって、本アプリがダウンロードされ、

本サービス決済に利用されるものをいいます。 
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第３条（決済方法） 

 

1. 利用者は、加盟店における商品、役務又はサービスの対価とし

て代金の支払を行う場合において、Times PAY（QR コード決済）

にて決済頂けます。 

2. 本サービスを利用する場合、利用者は、決済金額に係る支払に

あたり、第 3 項から第 6 項の手順に従って、利用者が保有する

タイムズポイントを充当することができるものとします。 

但し、パーク２４はポイント充当の対象となる商品やサービスを制

限したり、ポイント付与、及び利用に条件を付したりすることがで

きるものとし、利用者は、これを承諾するものとします。 

 

3. 利用者は、以下の手順により Times PAY（QR コード決済）決済

を行うものとします。 

⑴ 利用者は、本アプリを起動し、パーク２４所定の方法により、ロ

グイン ID 及びパスワードを用いて、タイムズクラブ会員の認証手続

を行います。 

⑵ 利用者は加盟店における決済金額の会計において、決済担当者に

対し、Times PAY（QR コード決済）により支払うことを伝えます。加

盟店が加盟店タブレットにおいて決済金額を入力し、QR コードを利

用者に提示した場合は、利用者は加盟店アプリに表示された決済金

額等を確認し、当該 QR コードを利用者スマートフォンにより読み込

み決済するものとします。本サービス決済にあたって、決済担当者

より利用者の本人認証を求める場合があり、利用者がこれに応じな

い場合、本サービスは利用できないものとし、利用者は他の決済手

段を選ぶものとします。 

⑶ 利用者は、ポイント等の充当を希望する場合には、本アプリに表

示される案内に従い、保有するポイント等の残高の中から、当該決

済金額において決済に充当するポイント等充当額を選択又は入力し

ます。 

⑷ 利用者は、本サービス決済の対象となる決済金額及びポイント等

充当額を確認し、誤りがない場合は、本アプリに表示される案内に

従い、本人認証を行うものとします。利用者による当該行為により、

利用者を介して加盟店が登録カードの発行者に対して当該決済につ

き照会を行うこととなります。 

(5)登録カードの発行者により、当該本サービスの決済が承認され、

かつパーク２４がポイント等の充当及び本サービスの利用を認めた

場合は、パーク２４は、直ちに、本アプリに対し、完了した本サービ

ス決済の金額、決済が行われた加盟店を特定する情報及び注文番号

を本アプリ内の利用履歴詳細（以下「利用履歴詳細」といいます。）

において通知することで当該本サービス決済が完了するものとし、

併せて決済完了をメールにて通知するものとします。 

 

4. 本サービス決済は、登録カードの発行者から当該登録カードに

よる決済の承認が得られない場合は、利用することができませ

ん。 

5. 本サービス決済が完了した場合は、利用者は、登録カードの発

行者とのクレジットカード会員契約等に基づき、登録カードの

発行者又はその指定する者に対し、本サービスにより決済され

た代金を支払うものとします。 

 

 

 

第３条（決済方法） 

 

1. 利用者は、加盟店における商品、役務又はサービスの対価として
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但し、パーク２４はポイント充当の対象となる商品、サービスを

制限したり、ポイント付与、及び利用に条件を付したりすること

ができるものとし、利用者は、これを承諾するものとします。 

4. 登録カードの発行者により、本サービス決済が承認され、かつパ

ーク２４がポイント等の充当及び本サービスの利用を認めた場合

は、パーク２４は、直ちに、本アプリに対し、完了した本サービス

決済の金額、決済が行われた加盟店を特定する情報及び注文番号

を本アプリ内の利用履歴詳細（以下「利用履歴詳細」といいます。）

において通知することで本サービス決済が完了するものとし、併

せて決済完了をメールにて通知するものとします。 

5. 本サービス決済は、登録カードの発行者から当該登録カードによ

る決済の承認が得られない場合は、利用することができません。 

 

6. 本サービス決済が完了した場合は、利用者は、登録カードの発行

者とのクレジットカード会員契約等に基づき、登録カードの発行

者又はその指定する者に対し、本サービスにより決済された代金

を支払うものとします。  

7. 本サービスにおいて利用できる決済方法および利用できるカード

の範囲は、パーク 24 の WEB サイトまたは本アプリ上で公表するも

のとします。なお、決済方法およびカードの範囲は利用者へ公表

することをもって変更することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


