
カケイブ利用規定 

 

株式会社イオン銀行（以下「当行」といいます。）は、この『カケイブ利用規定』（以下「本

規定」といいます。）を定め、これにより第２条第１項第１号に定める本サービスを提供し

ます。 

 

第１条（規定の適用範囲） 

本規定は、本サービスに関するお客さまと当行との間で締結される契約（以下「本契約」

といいます。）です。本規定の各条項をお読みいただき、ご同意いただいた場合のみ、本ア

プリ（第２条に定義します。）を使用いただくことができるものとします。 

 

第２条（用語の定義） 

（１）本規定において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとしま

す。 

① 「本サービス」とは、利用者が本アプリ上で家計に関する情報を記録、編集等の上、管

理することができる当行のサービスおよびこれに付随して本アプリにおいて提供する全て

のサービスをいいます。 

② 「本アプリ」とは、当行が提供するアプリケーションである「カケイブ」をいいます。 

③ 「家計に関する情報」とは、支出、収入、振替、予算その他利用者が本アプリ上で記録

または編集等した家計に関する一切の情報（レシート読み取り機能に関連して抽出され得

る商品の購入日時、商品の価格、購入した商品の名称、購入店舗の名称、購入店舗の電話

番号ならびにアグリゲーションサービスの利用により取得および表示する入出金履歴情報

を含みます。）をいいます。 

④ 「利用者情報」とは、メールアドレス、ID、パスワード、プロフィール（郵便番号、世

帯構成、職業、性別および生年を含みます。）および位置情報など利用者が本サービスおよ

び本サービスに付随して当行サイトまたは当行アプリにおいて提供する全てのサービスを

通じて当行に提供する情報をいいます。 

⑤ 「コンテンツ」とは、データ、文書、ソフトウェア、画像、文字、音等その他一切の情

報をいいます。 

⑥ 「ユーザー登録」とは、第３条に規定する利用条件に従って、本サービスの利用を希望

する者が行う本サービスの利用登録をいいます。 

⑦ 「利用者」とは、本アプリ上でユーザー登録手続を行い、本サービスを利用する方をい

います。 

⑧ 「ID」とは、パスワードと組み合わせて、当行が利用者とその他の者とを識別するため

に用いられる文字列、符号をいいます。 

⑨ 「パスワード」とは、IDと組み合わせて、当行が利用者とその他の者とを識別するため



に用いられる文字列、符号をいいます。 

⑩ 「利用者口座等情報」とは、本アプリを通じて閲覧する利用者名義の当行所定の口座（普

通預金口座・定期預金口座・投資信託口座。以下「当行所定の口座」といいます。）および

当行クレジットカードに関する情報をいいます。 

⑪「Moneytree連携」とは、当行が提供する本アプリをマネーツリー株式会社の提供する個

人資産管理アプリ「Moneytree」（以下「Moneytree」といいます。）に連携することで、

Moneytree に登録した当行以外の銀行や証券会社などの金融機関、クレジットカード会社、

電子マネー発行会社（以下「口座連携先」といいます。）から取得した利用者の口座残高お

よび取引明細データを本アプリ上で照会できるマネーツリー株式会社が提供するサービス

をいいます。 

 

第３条（本サービスの利用条件について） 

（１）本サービスの利用を希望する者は、自らの意思および責任をもって、本規定の内容

に同意した上で、本サービスを利用するものとします。 

（２）本サービスの利用にはユーザー登録が必要となります。ユーザー登録を申込む場合

には、本サービスが提供するユーザー登録画面より当行が指定する登録に必要な情報を提

供するものとし、当該情報が当行において問題なく受信され、利用者のメールアドレスの

所有確認が完了した時点で、利用者として承諾したものとします。ただし、当行は、ユー

ザー登録を申し込んだ者が過去に本規定等に違反した者である場合、本規定等に違反する

おそれがあると当行が判断する場合その他当行が不適切と判断した場合については当該申

込を承諾しないことがあります。 

（３）利用者は、利用者情報について、自己の責任の下、任意に変更、追加その他の管理

をするものとします。 

（４）本サービスのうち Moneytree連携のご利用には、Moneytreeへの登録および利用者が

利用している口座連携先の利用者名義の口座の設定（以下「口座連携設定」といいます。）

が別途必要です。Moneytree への登録、利用（残高や入出金明細の閲覧および保存等）、利

用時間および ID・パスワードの設定等はマネーツリー株式会社が規定する Moneytree に関

する利用規約等に従います。なお、当行所定の口座は、本アプリ上でのみ本アプリ上のサ

ービスと連携（以下「当行口座連携」といいます。）でき、当行口座連携中は、Moneytree

連携を継続的に利用いただけます。当行口座連携のない場合は、当行の定める期間におい

てのみ、Moneytree連携をご利用いただけます。当該ご利用条件は予告することなく変更す

る場合があります。Moneytree連携により連携した情報は、Moneytree側で削除しても削除

前の情報は本アプリ上に残りますが、退会と同時に削除します。また当行の定める期間内

に Moneytree 連携のご利用がなかった場合は、当行は利用者に対し事前に通知することな

く利用停止できるものとし、利用者はこれにあらかじめ承諾します。ただし、利用者が、

再度 Moneytree 連携した場合には、連携時点から遡って一定の範囲のデータを取得するこ



とができます。 

なお、本条に定める利用停止により利用者に何らかの不利益または損害が生じたとしても、

当行は当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。 

 

第４条（本サービスの変更等） 

（１）当行は、本サービスを必要に応じ、利用者への予告なく変更する場合があります。

また、本サービスの種類・内容は当行の都合で改廃（本サービス自体の廃止を含みます。）

することがあり、本サービスの改廃のために、一時的に利用を停止する場合があります。 

（２）当行は、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの変更等により利

用者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。 

 

第５条（当行による登録解除、サービスの利用停止について） 

（１）当行は、利用者が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することな

く、ユーザー登録を取り消すことがあります。当行は、このユーザー登録の取消しにより

利用者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。 

①不適切なコンテンツを掲載している場合 

②IDまたはパスワードの不正利用があった場合 

③本規定等に反する行為があった場合 

④その他、当行が不適切と判断する事由があった場合 

（２）前項に基づき当行がユーザー登録を取り消した場合、当行は、利用者の利用者情報、

家計に関する情報その他コンテンツについて、継続して保有する義務を負わないものとし

ます。 

 

第６条（IDおよびパスワードについて） 

（１）利用者は、自己の管理に属する使用可能なメールアドレスを ID として正確に登録

しなければならないものとします。当該メールアドレスが自己の管理に属さなくなったと

きには、利用者は、自己の管理に属する使用可能な別のメールアドレスを IDとして変更登

録しなければならないものとします。 

（２）利用者は、容易に第三者に推測されないパスワードを設定すること、第三者に対し

パスワードを公開しないことなどを遵守し、ID およびパスワードの管理について一切の責

任を持つものとします。 

（３）利用者は IDおよびパスワードを第三者に譲渡し、または使用させてはならないもの

とします。 

（４）当行は、利用者が登録したパスワードによって本サービスの利用があった場合、利

用者本人が利用したものと扱うことができ、当該利用によって生じた結果およびそれに伴

う一切の責任については、利用者本人に帰属するものとします。 



（５）ID やパスワードが第三者に利用されたことによって生じた家計に関する情報その他

コンテンツの改ざんによる損害、当行に提供するメールアドレスが不正確であったことか

ら当行から通知を受けられなくなったことによる損害、その他の損害等について、当行は、

当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。 

（６）Moneytree 連携において、当行は口座連携先に関する ID・パスワードは保有しませ

ん。 

 

第７条（利用者による登録解除について） 

利用者が、当行が定める所定の方法で登録解除申請をし、当行で当該データを受信した時

点で、当行は当該登録解除申請を承諾したものとします。この場合、当行は、登録解除し

た利用者の利用者情報、家計に関する情報その他コンテンツについて、継続して保有する

義務を負わないものとします。 

 

第８条（アプリ内ポイントについて） 

（１）利用者は、本アプリ内で特定の条件を満たした場合、当行所定のアプリ内ポイント

（以下「アプリ内ポイント」といいます。）の付与を受けることができます。 

（２）利用者が利用者名義の当行の普通預金口座を保有し、本アプリと当該口座情報を連

携している場合、アプリ内ポイントは、取得から一定期間が経過した後、自動的に WAONポ

イントに交換されます。 

（３）ユーザー登録の取消、抹消または退会等により、利用者が本アプリを利用できなく

なった場合、アプリ内ポイントは失効します。 

（４）アプリ内ポイントの有効期限は取得日より１年間とし、有効期限を過ぎたアプリ内

ポイントは失効します。 

（５）アプリ内ポイントは、当該アプリ内ポイントを付与された利用者のみが使用できる

ものとし、譲渡、売買、貸与および担保権設定等はできないものとします。 

（６）WAON ポイントに関する内容・お問い合わせについては、以下の URL よりご確認くだ

さい。https://www.waon.net/card/mobile/point_rule/ 

 

第９条（端末の管理） 

（１）本サービスを利用するために利用者が利用できる対応端末は、利用者１名につき１

台のみとします。また、本アプリでは対応端末１台につき利用者１名を登録することが可

能です。 

（２）当行は本アプリが全ての携帯端末機器に対応することを保証しません。 

（３）利用者は、本アプリをインストールした対応端末を、利用者自身の責任において厳

重に管理するものとし、第三者による利用者口座等情報の閲覧事象を含め、端末管理の不

十分、利用上の過誤または第三者による不正利用等について、当行は一切責任を負わない

https://www.waon.net/card/mobile/point_rule/


ものとします。 

 

第１０条（知的財産権等） 

（１）本アプリにかかる著作権その他一切の知的財産権（以下「知的財産権等」といいま

す。）は、当行または当行に権利の使用を許諾したライセンサーに帰属します。 

（２）本アプリを通じて利用者に提供される情報・コンテンツ等（以下「本アプリ等」と

いいます。）に係る知的財産権等は、当行または第三者に帰属します。第３条第２項に定め

るユーザー登録は、利用者に対して知的財産権等を移転させるものではなく、利用者は、

本規定の同意に基づく本サービスの利用に必要な範囲に限って、本アプリ等を利用するこ

とができるものとします。 

 

第１１条（利用者の禁止行為） 

（１）利用者は、本アプリを自身による利用のみの目的で利用するものとし、本アプリに

基づく利用者の権利について譲渡、売買、貸与および担保権設定等を行わないものとしま

す。 

（２）利用者は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならな

いものとします。当行は、利用者が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知

することなく、ユーザー登録を取り消すことがあります。 

①当行もしくは第三者の知的財産権等、プライバシーその他の権利もしくは利益を侵害す

る行為、またはそれらのおそれのある行為 

②公序良俗に反する行為もしくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、または

それらのおそれのある行為 

③本サービスを提供するために設置するサーバその他の当行の設備に対して過度な負担を

与える行為 

④当行による本サービスの提供を不能にする行為 

⑤その他当行による本サービスの提供に支障を与え、もしくはその運営を妨げる行為、ま

たはそれらのおそれのある行為 

⑥風評等、事実に反する情報またはそのおそれのある情報を提供する行為 

⑦コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、もしくは本サービ

スに関連して使用し、もしくは提供する行為、またはそれらのおそれのある行為 

⑧本アプリ等について、複製、公衆送信（自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を

含みます。）、伝達、譲渡、貸与、変形または翻案等の利用を行うなど、本アプリ等を第１

０条に定める範囲を超えて利用し、または使用する行為 

⑨対応端末にインストールした本アプリのプログラムおよび本アプリ等に付帯する情報に

ついて、転載・複製・転送・改変もしくは改ざんを行い、または逆コンパイルもしくは逆

アセンブル等のリバースエンジニアリング（主に、内容を解析して、人間が読み取り可能



な形に変換することを指します。）を行う行為 

⑩ 本アプリ等に付されている著作権表示その他の権利表示を除去し、または変更する行為 

⑪当行の定める手順に反する方法で本アプリをインストールし、使用する行為 

⑫自己または第三者のログイン情報を不正に利用する行為 

⑬その他当行が不適切と判断する行為 

（３）本条第２項の定めに基づく措置により利用者に損害が生じた場合であっても、当行

は一切責任を負わないものとします。 

 

第１２条（サービスの提供中断および停止） 

（１）当行は、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断したときは、本サービスの全

部または一部の提供を中断または停止することがあります。 

①天災地変等の不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき。 

②本サービスを提供するために設置するサーバその他本サービスに関する機器または設備

等の保守または工事等を実施する必要があるとき。 

③本サービスを提供するために設置するサーバその他本サービスの提供に使用する機器ま

たは設備等に故障または障害等が発生したとき。 

④当行の運用上または技術上、本サービスの全部または一部の供を中断または停止する必

要があるとき。 

（２）当行は、前項に基づく本サービスの全部もしくは一部の提供の中断を計画している

場合は、その旨を本サービス説明ページ上に掲載する方法により利用者に周知するものと

します。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。 

（３）本条第１項の定めに基づき本サービスの提供が中断され、当該提供中断により利用

者に損害が生じた場合であっても、当行は、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、

一切責任を負わないものとします。 

 

第１３条（利用者情報および個人情報の取扱い） 

（１）当行は、本サービスを通じて利用者から取得した利用者情報については本アプリに

掲示する『アプリケーションプライバシーポリシー』（以下「本アプリポリシー」といいま

す。）に、個人情報（個人情報の保護に関する法律第２条第１項に定める個人情報をいいま

す。）を取得する場合については、当行ホームページに掲示する『プライバシーポリシー』

および『個人情報の取扱について』に基づき、適切に取扱います。 

（２）当行は、本サービスの提供およびこれに付随する業務に必要な範囲で利用者情報の

取扱いを業務委託先に委託することができるものとします。この場合、利用者情報につい

ては暗号化を行い、個人を特定することはできない状態で取扱います。 

（３）本サービスでは、本アプリの機能向上等に役立てるため、情報収集ツールとして Adobe 

Systems Inc.（以下「Adobe 社」といいます。）が提供する Adobe Analytics を利用してい



ます。Adobe Analyticsでは、端末識別情報を使用し、個人を特定する情報を含むことなく、

本サービスの利用状況を収集します。収集された情報は Adobe 社のプライバシーポリシー

に基づき管理されます。Adobe Analyticsの利用規約および Adobe社のプライバシーポリシ

ーについては、Adobe社のサイトをご覧ください。当行は、Adobe Analyticsのサービス利

用による損害について一切責任を負わないものとします。 

（４）生体情報による認証で利用するお客さまのデータは、当行では取得・保管しません。 

（５）本サービスでは、本アプリの機能向上等に役立てるため、情報収集ツールとして

AppsFlyer, Ltd.（以下「AppsFlyer社」といいます。）が提供する AppsFlyerを利用してい

ます。AppsFlyerでは、広告識別情報を使用し、個人を特定する情報を含むことなく、本サ

ービスの利用状況を収集します。収集された情報は AppsFlyer 社のプライバシーポリシー

に基づき管理されます。AppsFlyerの利用規約および AppsFlyer社のプライバシーポリシー

については、AppsFlyer社のサイトをご覧ください。当行は、AppsFlyerのサービス利用に

よる損害について一切責任を負わないものとします。 

（６）Moneytree連携において、当行は Moneytreeへの認証情報を利用者情報として保有し

ます。当行は、本アプリと連携された Moneytree 上の家計に関する情報について、マネー

ツリー株式会社から提供を受けます。 

提供された家計に関する情報の取扱いについては、本アプリ利用規約に従います。 

 

第１４条（統計データ等の閲覧、利用） 

当行は、利用者の利用者情報、家計に関する情報その他コンテンツについて個人を識別、

特定できないように加工、集計および分析した統計データ等を作成し、当該利用履歴また

は統計データ等を何らの制限なく閲覧および利用（第三者に閲覧および利用させること、

マーケティング資料としての提供、本サービスの新機能の開発ならびに市場の調査を含み

ますが、これらに限られません。）することができるものとし、利用者はこれをあらかじめ

承諾します。 

 

第１５条（免責事項） 

（１）本アプリについて、利用者の特定の利用目的への適合性ならびに利用結果の完全性、

有用性、適格性、信頼性および即時性等について何ら保証するものではなく、これらに関

連して利用者に損害が生じたとしても、当行は一切責任を負わないものとします。 

（２）対応端末の障害、機種変更、端末初期化、電源オフおよび圏外時の利用、通信機械

およびコンピューター等の障害ならびに回線障害により、本サービスの取扱いが遅延もし

くは不能となった場合、これらに関連して利用者に損害が生じたとしても、当行は一切責

任を負わないものとします。 

（３）災害・事変等または裁判所等公的機関の措置等当行の責に帰すことのできないやむ

をえない事由により、本サービスの取扱いが遅延もしくは不能となった場合、または本サ



ービスを利用して保存した情報・データが喪失した場合、これらに関連して利用者に損害

が生じたとしても、当行は一切責任を負わないものとします。 

（４）本サービスを利用して保存した情報・データについて当行の定める保管期間が経過

した場合、これらに関連して利用者に損害が生じたとしても、当行の責に帰すべき事由が

ある場合を除き、当行は一切責任を負わないものとします。 

（５）利用者は、当行を騙った不正なサービスのみならず、マネーツリー株式会社または

Moneytree等を騙った不正なサービスに十分注意することとします。これらに関連して利用

者に損害が生じたとしても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切責任

を負わないものとします。 

 

第１６条（責任制限） 

当行が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当行が利用者に対して負う責

任の範囲は、通常生ずべき直接の損害（逸失利益を除きます。）に限られるものとします。

ただし、損害の発生が当行の故意または重過失に起因する場合はこの限りでありません。 

 

第１７条（本規定の変更および本契約の終了） 

（１）当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益

に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相

当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の

内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじ

め変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法

によりお客さまに周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとし

ます。 

（２）当行は、利用者に事前に通知することなく、また、利用者の同意を得ることなく、

本契約を終了させることができるものとします。本契約を終了する場合には、当行はあら

かじめ終了日等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに

周知し、終了日をもって本契約は終了するものとします。 

 

第１８条（規定の準用） 

本規定に定めがない事項は、当行の定める他規定を準用するものとします。 

 

第１９条（反社会的勢力等の排除） 

当行は、利用者が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、ユ

ーザー登録を取り消すことがあります。 

① 利用者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 

ア 暴力団 



イ 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 

ウ 暴力団準構成員 

エ 暴力団関係企業 

オ 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 

カ その他前各号に準ずる者 

② 利用者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 

ア 暴力的な要求行為 

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

ウ 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 

エ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業

務を妨害する行為 

オ その他前各号に準ずる行為 

 

第２０条（管轄裁判所） 

本規定に関連し当行と利用者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属

的管轄裁判所とします。 

以上 


