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海外で発行されたクレジットカードでの支援について

対応発行国

以下のクレジットカードが発行できる国であればご利用いただけます。
（欧州経済領域（EEA）、及びインドで発行されたクレジットカードを除く）

●VISA ●Mastercard ●JCB ●Diners Club

●Discover ●American Express

利用範囲

表示言語について

①プロジェクトの公開 → ②支援
③プロジェクト成功 → ④決済

⑥入金 ← ⑤為替変換

CHALLENGER SUPPORTER

以下の場合、表示言語をマイページの会員情報から変更できます。

●海外発送可能なリターン（発送国の制限あり）

全てのプロジェクトでご利用いただけます。

注意事項

⚫ リターン決済画面でエラーとなるクレジットカードは、ご利用いただけませ

んので予めご了承ください。

⚫ リターンの発送については、発送国の制限があります。詳しくは、次ペー

ジの「海外への発送について」をご確認ください。

⚫ プロジェクトの支援金額は日本円表記となりますが、海外カードによる

支援は、カード発行国の通貨で決済されます。決済金額はクレジット

カードの明細表などでご確認をお願いいたします。

⚫ 支援金額は、支援を行った日の為替レートで計算されます。

⚫ プロジェクトが目標金額に達しなかった場合は、決済は行われません。

為替変動リスクを含め、サポーターへの負担は一切発生しません。

国外で発行されたクレジットカードによる支援が可能です。（一部除く）
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リターン品の海外発送について

対象国

●アメリカ合衆国

発送可能国の確認方法

サポートプランをご確認ください。（下図参照）

注意事項

⚫ サポートプランの説明をよく読んでから支援してください。

⚫ リターンを海外に発送する場合、関税が発生する場合があります。関

税についてはチャレンジャーに直接お問い合わせください。チャレンジャー

のプロフィール欄のメールマークをクリックするとチャレンジャーに直接メッ

セージを送ることができます。

海外発送が可能な国が一部あります。

発送可能国はサポートプランの説明欄に記載があります。

JPN ONLY：日本国内のみ

JPN＆USA：日本国内とアメリカ

ここを確認



SUPPORT FROM OVERSEAS 04

REGARDING SUPPORT THROUGH CREDIT CARD ISSUED OVERSEAS

Eligible countries

Countries where VISA/Mastercard/JCB/Diners Club/
Discover/American Express are issued.
*Credit cards issued in the European Economic Area

(EEA) and India cannot be accepted.

Scope of usage

Regarding preferred language display

①Publication of projects → ②Support
③Project success → ④Payment

⑥Receipt of funds ← ⑤Currency conversion

CHALLENGER 海外SUPPORTER

In the following case, you can change the display 
language in the Member Information section of the My 
Page screen.

●Returns that are eligible for overseas delivery.

Available for all published projects.

Terms and conditions

⚫ Please note that if you try to use a credit card from an 
ineligible country, you will receive an error message 
after you have inputted your credit card information on 
the Pay for Returns screen.

⚫ While members can pledge support for all projects 
from overseas, separate restrictions apply concerning 
the sending of returns to some countries. For more 
details, please also see the next page, “Regarding 
overseas delivery”.

⚫ The amounts for support are displayed in Japanese yen, 
but payments for support made using an overseas 
credit card are charged in the currency of the issuing 
country. Supporters should check the actual amount 
they are charged on their credit card statement etc.

⚫ The amount of support is charged based on the 
exchange rate on the day that support is pledged.

⚫ In the event that project does not reach the amount 
needed to succeed, support pledged will also be 
automatically cancelled, and supporters will not be 
liable for any charges, including risks from fluctuations 
in the exchange rate.

WonderFLY accepts support through some credit cards issued overseas.
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REGARDING OVERSEAS DELIVERY

Eligible countries

●United States of America

Availability of overseas delivery

The availability of overseas delivery differs for each return.

Terms and conditions

⚫ For details on the date when your returns will be 
delivered, please confirm the return details of the 
respective project by the challenger.

⚫ Customs fees may apply to some returns sent overseas 
depending on the content of the return and the 
judgment of the country concerned. For details of 
customs fees, please check the content of the return 
and inquire with the challenger.

WonderFLY provides overseas delivery for returns.

Project Details Screen

JPN ONLY: Delivery within Japan only

JPN＆USA：Overseas delivery available

Please check 
here.


