
インターネット支店取引規定 

 

本規定は、お客さまと姫路信用金庫（以下「当金庫」といいます。）インターネット支店（以下「当

店」といいます。）との間で取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店と取引を行う場合は下記

条項のほか、別途当金庫が定める取引に関連する規定（以下「準用規定」といいます。）が適用される

ことに同意したものとします。 

 

第１条（本規定の適用範囲） 

本規定は、次の各号に定める取引のほか、この取引に係るお客さまと当店との間で行われるすべ

ての取引（以下、単に「取引」といいます。）について適用されます。 

（１）当店専用普通預金取引 

（２）当店専用定期預金取引 

（３）その他当金庫所定の取引 

 

第２条（反社会勢力との取引拒絶） 

お客さまは、第１２条第３項各号のいずれにも該当しない場合に当店へ取引の申込みができ、第

１２条第３項各号の一にでも該当する場合には、当金庫は取引をお断りするものとします。 

 

第３条（取引の開始） 

１．当店へ取引の申込みができるお客さまは、次の各号すべてに該当する方とします。 

（１）１８歳以上の個人の方 

（２）当金庫営業区域内にお住まい、またはお勤めのお客さま 

《営業区域》 

姫路市、相生市、たつの市、加古川市、高砂市、赤穂市、明石市、西脇市、三木市、 

小野市、加西市、神戸市、芦屋市、西宮市、三田市、宍粟市、朝来市、加東市、神崎郡、 

揖保郡、加古郡、赤穂郡、佐用郡 

（３）法令上求められる義務を履行される方 

（４）税法上の居住地国（納税地国）が日本のみの方 

（５）米国人等（米国市民、グリーンカード保有者、米国内に居住の方）でない方 

（６）外国政府等において重要な公的地位にある方（あった方）またはそのご家族のいずれにも

該当しない方 

（７）成年後見制度をご利用されていない方またはご利用の対象でない方 

（８）少額貯蓄非課税制度（マル優）をご利用されない方 

（９）取引を事業でお使いになることを目的としない方 

（１０）「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯収法」といいます。）に定める本人

確認書類をお持ちの方 

２．当店との取引は、お客さまが本規定を承認し、第６条による普通預金口座の開設、ICキャッシ

ュカード（以下「カード」といいます。）の発行および個人インターネットバンキングサービス

（以下「IBサービス」といいます。）の契約を行ったうえ、当金庫が所定の手続きを完了した後に



開始します。なお、カードの代理人カードは発行しません。 

３．前項以外の取引は、お客さまが本規定を承認し、取引の申込みを行ったうえ、当金庫がこれを

受領し承認して所定の手続きを完了した後に開始します。 

４．当店以外の当金庫本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはで

きません。 

 

第４条（お届印） 

１．第６条による普通預金口座の開設時に、当店との取引に使用する印章（浸透式、軟質材による

印章を除きます。）により印鑑（以下、「お届け印」といいます。）を届け出てください。 

２．印鑑は、お客さまお一人につき一つお届けいただくものとし、当店におけるすべての取引にお

いて共通の印鑑とさせていただきます。 

３．取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を

もって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造

その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

 

第５条（法令上の義務の履行） 

１．犯収法および関係法令（以下「犯収法等」といいます。）に定める取引時確認が必要な取引を行

う場合、犯収法等で定める方法により取引時確認をさせていただきます。 

２．お客さまは、当金庫が負う法令上の義務を履行する範囲において、必要な事項にご協力してく

ださい。 

３．前二項の履行がされないときは、取引のお断り、取消、停止、解約などの措置を行うことがあ

ります。このために生じた損害について当金庫は責任を負いません。 

 

第６条（普通預金口座の開設） 

１．普通預金口座の開設を申込む際は、次の方法によります。 

お客さまが本規定を承認し、スマートフォン（当金庫所定の情報提供サービス対応会社の携

帯電話）で当金庫所定の口座開設アプリを利用して法令上の義務の履行に必要な確認事項、そ

の他当金庫が定める事項等の申告、カードの発行申込みおよび IBサービスの契約申込みならび

に運転免許証、およびお届印を撮影して送信いただく方法。 

２．当金庫は、この預金の口座開設を承認した場合、次のとおり手続します。 

（１）預金残高 0円で口座開設します。 

（２）この預金口座についてカードを発行し、お客さまの住所・氏名にあてて本人限定受取郵便

またはこれに準じた方法で送付します。 

（３）IBサービスを契約し、この預金口座を代表口座（サービス利用口座）として登録します。 

（４）この預金口座は原則通帳を発行いたしません。口座の取引明細は「通帳アプリ」で確認し

ていただきます。 

３．当金庫は、第１項による送信内容または送付書類に疑義が生じた場合、お客さまが法令上の義

務を履行されない場合または当金庫が負う法令上の義務の履行に協力いただけない場合および当

金庫が口座開設を承認できない事由があると判断した場合は、この預金の口座開設のお断り、承

認取消をすることがあります。 



４．普通預金口座の開設は、お客さまお一人につき一口座とします。 

 

第７条（当店との取引） 

１．お客さまは、個人インタ―ネットバンキングサービス利用規定その他準用規定で定めた本人確

認手続きを行うことにより、インターネット回線に接続した情報端末を使用して、IBサービスで

可能な取引ができます。 

２．お客さまは、カード規定その他準用規定で定めた本人確認手続きを行うことにより、当金庫お

よび当金庫と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機などの取引を自動処理する機械

（以下「ATM等」といいます。）でカードを使用して行う普通預金に係る現金の預入れ、払戻し

および普通預金からの振替による振込その他カードで可能な取引ができます。 

３．当店は、日本銀行歳入代理店ではないため、歳入金（国税・国民年金保険料等を含む）の取引

ができません。 

４．定期預金（自由金利型定期預金（Ｍ型）（スーパー定期）または自動継続自由金利型定期預金

（Ｍ型）（スーパー定期））は、IBサービスを利用し、お客さま名義の当店の普通預金口座を介し

て振替による預入れまたは支払いを行うものとします。なお、この預金は総合口座の取扱いがで

きません。 

 

第８条（ATM等の故障や通信機器またはコンピューター等の障害時の取扱い） 

１．停電、故障等により当金庫の ATM等で当店との取引ができない場合、あるいは通信機器、回線

またはコンピューターの障害等により IBサービスによる取引ができない場合には、当店以外の当

金庫本支店の窓口で同営業時間内に限り、当金庫所定の方法で預金の預入れ、払戻しおよび預金

からの振替による振込をすることができます。 

２．前項の理由により当金庫の ATM等または IBサービスによる取引ができない場合に、当金庫の

サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当金庫は責任

を負いません。 

 

第９条（証券類の取扱い） 

１．当店は、手形、当座小切手等の発行はしません。 

２．各種預金口座には、手形、小切手、配当金領収書その他の証券類の受入れはしません。 

 

第１０条（マル優の取扱い） 

当店は、少額貯蓄非課税制度（マル優）の取扱いはしません。 

 

第１１条（振込み等の取扱い） 

１．振込みの依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること（以下「訂正」といいます。）、また

は依頼を取りやめること（以下「組戻し」といいます。）はできません。但し、当店がやむを得な

いものと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、当金庫所定の手続きにて本人確認を行ったう

え、受付けるものとします。 

また、組戻しについては、当金庫所定の組戻し手数料をいただきます。 

２．組戻しにより、お客さまの指定する振込先口座のある金融機関（以下「振込先金融機関」とい



います。）から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、こ

の場合振込手数料は返却いたしません。 

３．前二項の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正また

は組戻しができないことがあります。この場合には、受取人さまとの間で協議してください。 

 

第１２条（解約） 

１．取引を解約する場合には、当店に申出のうえ、当金庫所定の手続きを行ってください。 

ただし、当店の普通預金口座を解約する場合には、同時に当店とのその他すべての取引を解約

してください。なお、当金庫所定の手続きに不備がある場合または手数料が未払いなどの場合

は、取引を解約しないことがあります。 

２．次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はお客さまに事前に通知することなく、当店と

の取引を直ちに停止し、またはお客さまに通知することにより、当店との取引を解約することが

できるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解

約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 

（１）本規定その他当金庫が定めた各規定に違反した場合 

（２）取引時に虚偽の申告をした場合 

（３）取引に関する諸手数料の支払いが延滞した場合 

（４）支払の停止または破産もしくは民事再生手続きの申立てなどがあった場合 

（５）お客さまの責に帰すべき事由によって、当金庫においてお客さまの所在が不明になった場

合 

（６）取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合または取引の名義人の意思によらず

に取引が開始されたことが明らかになった場合 

（７）取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場

合 

（８）法令に基づく取引の停止、解約の事由が生じた場合 

（９）前各号のほか、取引の停止、解約を必要とする相当な事由が生じた場合 

３．前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場

合には、当金庫は取引を停止し、またはお客さまに通知することにより取引を解約することがで

きるものとします。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払って

ください。 

（１）お客さまが当金庫に対して行った反社会的勢力ではないことの表明・確約に関して虚偽の

申告をしたことが判明した場合 

（２）お客さまが、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「暴力団員等」といいます。）に該当したことが判明した

場合 

（３）お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ．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 

Ｂ．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 

Ｃ．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 

Ｄ．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 

Ｅ．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 

（４）お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 

Ａ．暴力的な要求行為 

Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ．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 

Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の

業務を妨害する行為 

Ｅ．その他ＡからＤに準ずる行為 

４．前三項により、取引を停止もしくは解約したことまたは停止もしくは解約しないことによって

生じた損害について当金庫は責任を負いません。 

５．取引の解約により、お客さまへの返還金等がある場合は、当店の普通預金に入金します。ただ

し、普通預金を解約する場合は、お客さまが指定するお客さま名義の金融機関の口座へ手数料を

差引して振込する方法その他の方法で交付します。 

また、お客さまに対する貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いただいた

後に手続きをいたします。 

なお、第２項または第３項により、取引が解約されお客さまへの返還金等がある場合、または

取引が停止されその解除を求める場合には、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の

期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。 

６．当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは適用されなかったものと

します。 

 

第１３条（残高証明書等の取扱い） 

取引の残高証明書、取引履歴明細書その他取引に関する各種証明書の発行が必要な場合は、都度

当店に申出のうえ、当金庫が定める手数料を支払ってください。 

 

第１４条（諸手数料） 

１．残高証明書発行手数料、カード再発行手数料その他取引後に支払う諸手数料は、当店の普通預

金口座から払戻請求書等の提出なしに引落します。 

２．当金庫が諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定内容または新設内容につ

いて事前に第１５条での通知または告知をします。 

 

第１５条（通知等） 

１．当金庫からお客さまに対する通知および告知は、当金庫所定のホームページへの掲載、電子メ

ールの送信、IBサービス取引画面での電子交付または書類等の送付その他の方法により行うもの

とします。 

２．届出のあった電子メールアドレス、氏名・住所にあてて当金庫が通知、告知または書類等を送



付した場合には、お客さまの責めに帰すべき事由により延着しまたは到着しなかったときでも通

常到達すべき時に到達したものとみなし、これにより紛争が生じても、当金庫は責任を負いませ

ん。 

 

第１６条（個人情報の取扱い） 

１．当金庫は、お客さまの個人情報（以下「個人情報」といいます。）を当金庫の「個人情報保護宣

言（プライバシーポリシー）」にしたがい取扱います。 

２．「個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）」は、当金庫ホームページ上に掲載しています。 

 

第１７条（届出事項の変更等） 

１．印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の届出事項に変更があったときは、

直ちに当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。この変更の届出は当金庫の変更手続き

が終了した後に有効となり、変更手続きの前に変更が行われなかったことにより生じた損害につ

いて当金庫は責任を負いません。 

２．当店以外の当金庫本支店に取引があるお客さまは、別途当金庫本支店窓口での手続きが必要と

なる場合があります。 

３．取扱店を当店以外の当金庫本支店に変更できません。 

４．届出の住所・氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当金庫に返戻された場合、

当金庫は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限することができるも

のとします。また、返戻された送付書類に関し、当金庫は保管等の責任を負いません。 

 

第１８条（喪失の届出） 

１．印章、カードその他取引に使用する物を失ったときは、直ちに当金庫へ届出するとともに、当

金庫所定の手続きを行ってください。 

２．暗証番号等を漏えい、亡失等などにより第三者に使用されるおそれが生じた場合、直ちに当金

庫へ届出てください。 

３．前二項の届出前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。 

 

第１９条（成年後見人等の届出） 

１．家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年

後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。 

２．家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任

意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。 

３．すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされ

ている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。 

４．前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てく

ださい。 

５．前四項の届出前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。 

 



第２０条（免責事項） 

１．当金庫所定の本人確認手続きにより、本人と認めて取引を行ったうえは、暗証番号、印章等に

偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負い

ません。なお、お客さまは、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯

金払戻し等からの預貯金者保護等に関する法律」および準用規定により一定の基準による損害の

補てんを当金庫に請求することができます。 

２．送付上の事故等当金庫の責によらない事由により、第１５条での通知、告知または書類等が延

着もしくは到着しなかった場合または第三者が通知、告知または書類等の内容を知り得た場合、

そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。 

３．通信不通、停電、故障等当金庫の責によらない事由により、IBサービス、ATM等の障害で取

引ができない場合または取引に関して当金庫から送信した情報の表示が遅延もしくは不能となっ

た場合、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。 

４．災害、事変もしくは著しい社会変動等当金庫の責によらない事由または裁判所等公的機関の措

置等やむを得ない事由により、取引が遅延または不能となった場合、そのために生じた損害につ

いて当金庫は責任を負いません。 

５．お客さまが各種届出事項の変更を怠った場合、そのために生じた損害について当金庫は責任を

負いません。 

 

第２１条（譲渡、質入れ等の禁止） 

預金、カード、取引契約上の地位その他取引にかかるいっさいの権利等は、譲渡、質入れその他

第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。 

 

第２２条（準用規定） 

１．当店との取引において、本規定に定めのない事項については、ひめしんインターネットバンキ

ング利用規定他、当金庫が定めた各種預金規定および各取引規定等により取扱います。 

２．本規定と他の規定の定めが異なるときは、本規定が優先します。 

３．当金庫が定めた各規定等は、郵送または当金庫ホームページへの掲示により告知します。 

 

第２３条（取引・サービス等の変更） 

当金庫の都合により、当店で取扱う取引の種類、サービス、金利、手数料等の内容を変更するこ

とがあります。その場合は、当金庫ホームページへの掲示にて告知するものとします。 

 

第２４条（規定の変更） 

１．本規定および準用規定は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の理由があると認めら

れる場合には、お客さまに事前に通知することなく変更することができるものとします。その場

合、当金庫ホームページへの掲示により変更後の規定を告知するものとします。また、このため

に当金庫所定のホームページ等を一時利用停止にすることがあります。 

２．規定の変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うものとします。 

３．第１項の変更のために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 

 



第２５条（準拠法および管轄裁判所） 

１．当店との取引の契約準拠法は、日本法とします。 

２．当店との取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、当金庫（本店）の所在地を管轄する裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 



 

 

個人情報の利用目的について 

 

   当金庫は、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）に基づき、お客様 

  の個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用します。 

業務内容 

○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 

○投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託契約代理業務、社債業務等、法律によ 

 り信用用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 

○その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱いが認められ 

 る業務を含む） 

利用目的 

○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため 

○犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資 

 格等の確認のため 

○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理および各種通知・連 

絡のため 

○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため 

○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため 

○与信事業に際して当金庫が加盟する個人信用情報機関に個人情報を提供する場合等、適切な業務 

の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため 

○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託 

された当該業務を適切に遂行するため 

○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 

○市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発の 

ため 

○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため 

○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため 

○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため 

○証券取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため 

○お客さまに対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため 

○その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため 

  法令等による利用目的の限定 

○信用金庫法施行規則第１５条の５の６等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要 

者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者 

提供いたしません。 

○信用金庫法施行規則第１５条の５の７等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または 

 犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる 

目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 

 



第三者提供 

当金庫は、お客さまの個人情報を第三者に提供する必要が生じた場合、法令に基づく場合等を除き、お 

客さまの同意を得た上で、利用目的の達成に必要な範囲内において第三者に提供致します。なお、第三 

者への提供にあたっては、機密保持に関する契約を締結した上で行います。 

委  託 

当金庫は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部または一部を委託する 

場合があります。 

お客さまの権利 

当金庫は、お客さまからの書面での請求により、本人確認をさせていただいたうえで、次に掲げる事項 

についての手続きをおとりします。 

（1）当金庫が保有する個人情報の利用目的の通知 

（2）当金庫が保有する保有個人データの開示・回答（ただし、一部または全部を開示しない  

        場合があります） 

（3）当金庫が保有する個人情報が誤っている場合の訂正・追加または削除 

（4）上記「利用目的」のダイレクトメールの発送等における個人情報の利用停止 

上記手続きに関するお問い合わせは、お客さまの取引店窓口またはお客さまセンターへご連絡ください。 

なお、開示のご請求の際は、当金庫所定の手数料をご負担いただきますのであらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意 

 

私は、次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、また 

は①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た場合には、貴金庫との取引が停 

止され、または通知により現在の預金口座、および将来開設する預金口座が解約されても異議を申しま

せん。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。 

   ① 私は現在、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 

れに準ずる者（以下「暴力団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該 

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いたします。 

    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 自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約いたし 

ます。 

    １．暴力的な要求行為 

    ２．法的な責任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貴金庫の信用を毀損し、または貴金庫の業務 

      を妨害する行為 

    ５．その他１．から４．に準ずる行為 

 

 

 

 

 

 

外国口座税務コンプライアンス法に係る同意 

 

私は、税務上の米国人（米国市民（米国籍保有者）および米国居住者）に該当しません。 

 

   米国の外国口座税務コンプライアンス法（FATCA）および関連する日米当局声明により、お客様が税

務上の米国人（米国市民（米国籍保有者）または米国居住者）に該当するか否かを確認し、該当する場

合、お客様の情報を米国内国歳入庁へ報告することが金融庁および国税庁より要請されています。 

   このため、税務上の米国人（米国市民（米国籍保有者）および米国居住者）に該当する場合、本アプ   

  リから口座開設のお申込みをいただくことはできません。 

 

 

 

 

 

 

犯罪収益移転防止法に係る同意 

 

私は、「外国政府等において重要な地位を占める者（過去において該当する場合も含む）等」 

に該当しません。 

 

犯罪収益移転防止法により、金融機関は、お客さまと一定の取引を行うにあたり、お客さまが外国の元首、又

は外国の政府等において重要な公的地位を有する（または有していた）者等に該当する者であるかを確認する義

務が課されています。 

    このため、お客さま（またはご家族）が外国の要職にある（またはあった）者に該当する場合、本アプリから

口座開設のお申し込みをいただくことはできません。 

 



   １．外国政府等の重要な公的地位を有する者とは以下の者をいいます。 

   ①外国の元首 

   ②外国の政府において以下の職に相当する職にある者 

    ・日本における内国総理大臣、国務大臣、副大臣 

    ・日本における衆議院（副）議長、参議院（副）議長 

    ・日本における最高裁判所裁判官 

    ・日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員 

    ・日本における統合幕僚(副)長、陸上幕僚(副)長、海上幕僚(副)長、航空幕僚(副)長 

   ③外国の中央銀行の役員 

   ④外国の予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員 

 

２．上記１に掲げる者の家族 

     ①配偶者（事実婚を含む。以下、同様。） 

     ②父母 

     ③子 

     ④兄弟姉妹 

     ⑤①～④以外の配偶者の父母、及び配偶者の子 

 

 

 

 

 

 

普通預金（無利息型普通預金を含む）規定 

 

１．（反社会的勢力との取引拒絶）                                                       

    (1) この預金口座は、第２項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第２項各号

の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 

  (2) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合

には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約

することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任

を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってくだ

さい。 

      ① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

      ② 預金者が、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、または次のいずれか 

に該当することが判明した場合 

        Ａ．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 

        Ｂ．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 

        Ｃ．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 

        Ｄ．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 

        Ｅ．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 

      ③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 

        Ａ．暴力的な要求行為  

        Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

        Ｃ．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 

        Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業 

務を妨害する行為 

         Ｅ．その他ＡからＤに準ずる行為 

２．（取扱店の範囲）  

      この預金は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。 

３．（証券類の受入れ）   

 (1) この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立の 

できるもの（以下「証券類」といいます。）を受入れます。  

     (2) 手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあらかじめ補充 

してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。                           

      (3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。       

      (4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によ 

って取扱います。                                                                 

      (5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその 

取立手数料をいただきます。  

４．（振込金の受け入れ）  

     (1) この預金口座には、為替による振込金を受け入れます。  

  (2) この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取 

消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。  

５．（受入証券類の決済、不渡り）  

      (1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受 

入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は通帳 

の摘要欄に記載します。                                                         

      (2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届 

出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返 

却します。  

      (3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権 

利保全の手続をします。  

６．（預金の払戻し）  

      (1) この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章（または署名・暗証番号） 

により記名押印（または署名・暗証記入）してこの通帳とともに提出してください。   

     (2) 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有するこ 

とを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫 



が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。  

      (3) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をし 

てください。  

      (4) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払う 

かは当金庫の任意とします。  

７．（利息）  

         この預金（無利息型普通預金を除く）の利息は、毎日の最終残高（受入れた証券類の金額は 

決済されるまでこの残高から除きます。）１円以上について付利単位を１円として、毎年２月 

と８月の当金庫所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れ 

ます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。  

８．（届出事項の変更、通帳の再発行等）  

      (1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があった 

ときは、直ちに書面によって当店に届出てください。  

     (2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当金庫 

に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。  

      (3) この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当金庫 

所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることが 

あります。  

     (4) この通帳を再発行する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。  

９．（成年後見人等の届出）  

     (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成 

年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。  

     (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって 

任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。  

     (3) すでに、補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がな 

されている場合にも、前１、２項と同様に、直ちに書面によって届出てください。  

     (4) 前１～３項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届 

出てください。  

     (5) 前１～４項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。  

10．（印鑑照合等）  

         払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影（または署名・暗証）を届出の印鑑（また 

は署名鑑・暗証）と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、 

それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当 

金庫は責任を負いません。  

          なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額につい 

て、次条により補てんを請求することができます。  

11．（盗難通帳による払戻し等）  

      (1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し（以下、本条において「当該払戻し」とい 

う。）については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの 

額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。 

        ① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること  

        ② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること  



        ③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測され 

る事実を確認できるものを示していること  

      (2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金 

庫へ通知が行われた日の30日（ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情が 

あることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数としま 

す。）前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額（以 

下「補てん対象額」といいます。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。 

          ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者 

に過失（重過失を除く）があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の４ 

分の３に相当する金額を補てんするものとします。  

      (3) 前２項の規定は、第１項にかかる当金庫への通知が、この通帳が盗取された日（通帳が盗取 

された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に 

行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 

      (4) 第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当 

金庫は補てんしません。  

        ① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれか 

に該当すること  

          Ａ 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと  

          Ｂ 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によ 

って行われたこと  

          Ｃ 預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽り 

の説明を行ったこと  

        ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行 

われたこと  

      (5) 当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の 

限度において、第１項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、 

当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度にお 

いて同様とします。  

      (6) 当金庫が第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度に 

おいて、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。  

      (7) 当金庫が第２項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の 

限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者 

が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。  

12．（譲渡、質入れ等の禁止）                                                           

      (1) この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡質 

入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。 

     (2) 当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行 

います。  

  13. （取引の制限等） 

    (1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定し 

て各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに 

回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があり 



ます。 

      (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明 

内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは 

経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもと 

づく取引の一部を制限する場合があります。 

   (3) 前２項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ロー 

ンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと 

当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

14．（解約等）  

      (1) この預金口座を解約する場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、当店に申出てくだ 

さい。  

     (2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通 

知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約 

する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあて 

て発信した時に解約されたものとします。  

      ① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の 

意思によらずに開設されたことが明らかになった場合  

      ② この預金の預金者が第１２条第１項に違反した場合  

    ③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利 

用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

      ④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められ 

る場合  

     (3) この預金が当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金 

額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知するこ 

とによりこの預金を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様に 

できるものとします。  

     (4) 前２項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されそ 

の解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相 

当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。  

15．（通知等） 

        届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着し 

       または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。  

16．（保険事故発生時における預金者からの相殺）  

     (1) この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めによ 

り相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務で預金者が保証 

人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱い 

とします。  

 (2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。  

      ①  相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を 

指定のうえ、通帳は当金庫所定の払戻請求書に届出印を押印して直ちに当金庫に提出してく 

ださい。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第 

三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 



    ②  前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 

      ③  第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅延 

なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものと 

します。  

 (3) 相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。  

        ①  この預金（無利息型普通預金を除く）の利息の計算については、その期間を相殺通知が当 

金庫に到達した日の前日までとし、利率は約定利率を適用するものとします。 

      ②  借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が 

当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また借入 

金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによる 

ものとします。 

     (4) 相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。 

     (5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別に定めがあるときには、そ 

の定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等 

の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 



ひめしんインターネットバンキング利用規定 

 

 

第1条 ひめしんインターネットバンキング取引 

 

1. ひめしんインターネットバンキングとは 

ひめしんインターネットバンキング（以下「本サービス」といいます。）とは、契約者ご本人（以下「お

客様」といいます。）からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等（以下「端末」とい

います。）を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報・各種取引の照会、税金・各種料金の払込み等の

取引を行うサービスをいいます。 

ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、お客様に事前に通知

することなく追加または変更する場合があります。 

 

2. 利用資格者 

本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とし

ます。 

なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示

した契約者ＩＤ（利用者番号）または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能

性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用す

るものとします。 

 

3. 使用できる端末 

本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 

なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。 

 

4. 本サービスの取扱時間 

本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。 

ただし、当金庫は取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 

また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。 

 

5. 手数料等 

(1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料（以下「利用手数料」といいます。）

および消費税をいただく場合があります。 

この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定（総合口座取引規定を含みます。）およ

び当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受け

ることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」（以

下「代表口座」といいます。）から、当金庫所定の日に自動的に引落します。 

なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 

また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類に限るものとします。 

 

(2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料を

お支払いいただきます。 

なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。 

 



第2条 本人確認 

 

1. 本人確認の手段 

当金庫は、契約者ＩＤ（利用者番号）および次項以下に定める各種パスワードにより、お客様本人の認

証を行うものとします。 

 

2. 初回ログイン用パスワードの届出 

初回ログイン用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様から当金庫所定の書面により当金庫

に届出るものとします。 

 

3. お客様カードの送付 

当金庫は、契約者ＩＤ（利用者番号）および確認用パスワードを記載したお客様カードを、お客様の届

出住所に送付するものとします。 

 

4. ログインパスワードの変更 

お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更します。 

なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、次に定めるとおりとします。 

(1) お客様が指定した初回ログイン用パスワードおよびお客様カードに記載された契約者ＩＤ（利用者番

号）を端末からお客様自身が入力します。 

(2) 当金庫は、お客様が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人である

ことを確認します。 

 

5. 本人確認手続き 

(1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。 

① ログインパスワード、契約者ＩＤ（利用者番号）、確認用パスワード等を端末の画面上でお客様自

身が入力します。 

② 当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されているログインパスワード、契約者Ｉ

Ｄ（利用者番号）、確認用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱いま

す。 

a. お客様の有効な意思による申込みであること。 

b. 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。 

 

(2) 当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、ログインパスワード、契約者Ｉ

Ｄ（利用者番号）、確認用パスワード等につき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当

該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については、第１４条に定める場合

を除き、当金庫は責任を負いません。 

 

6. お客様カードの取扱い 

(1) お客様カードは、お客様ご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。 

当金庫から請求があった場合は、お客様はすみやかにお客様カードを返却するものとします。 

 

(2) お客様がお客様カードを紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保するため、すみや

かにお客様ご本人から当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。 

この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止等の措置を講じます。 

当金庫はこの届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害については、第１４条に定める場合を

除き、責任を負いません。 

なお、お客様カードの再発行はできませんので、当金庫所定の手続きを行い、新しいお客様カードを

発行します。（契約者ＩＤ（利用者番号）・確認用パスワードが変更となります。） 



 

(3) 前号のお客様カードを失った旨の届出については、電話によることができます。この場合、当金庫は

前項と同様に取扱います。 

 

7. パスワード等の管理 

(1) 各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでく

ださい。 

また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号

を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。 

 

(2) 各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、

当金庫に直ちに連絡してください。 

 

(3) 本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、

その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、再開手続きは当金庫に連絡のうえ、所定の

手続きを行って下さい。 

 

 

第3条 取引の依頼 

 

1. サービス利用口座の届出 

(1) お客様は、本サービスで利用する口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫

に届け出てください。 

当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。 

ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引におい

て指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。 

 

(2) サービス利用口座の変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。 

 

2. 取引の依頼方法 

本サービスによる取引の依頼は、第２条に基づく本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を

当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 

当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。 

 

3. 取引依頼の確定 

当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様は

その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 

この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点

で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 

なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。 

 

 

第4条 ご利用限度額 

 

１回あたり、および１日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額と

します。 

ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量により

お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 



上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。 

 

 

第5条 資金移動 

 

1. 取引の内容 

(1) 本サービスによる取引の内容は、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定した日（以

下「指定日」といいます。）に、お客様の指定する本サービス利用口座（以下「支払指定口座」と

いいます。）よりお客様の指定する金額を引落しのうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは

当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座（以下「入金指定口座」といいます。）に振込依頼

を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所

定の振込手数料および消費税をいただきます。 

 

(2) 支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金

融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」と

して取扱います。支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」と

して取扱います。 

 

(3) 依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手

数料および消費税の合計金額または振替金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または振

替の手続きをします。 

 

(4) 支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、その他当金庫の定める他の規定にかかわら

ず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方

法により取扱います。 

 

(5) 次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。 

① 振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税との合計金額または振替金額が、支払指

定口座より払い戻すことができる金額（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。）を

超えるとき。 

② 支払指定口座が解約済のとき。 

③ お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続

きを行ったとき。 

④ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。 

⑤ 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。 

⑥ その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。 

 

(6) 振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により

当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。 

なお、振込において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続きにより処理しま

す。 

 

2. 指定日 

振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼

の発信日（以下「依頼日」といいます。）を指定日とします。 

ただし、依頼日が指定日となる場合で、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎていると

き、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるときは、当金庫所定の方法により取扱います。 

 



3. 依頼内容の変更・組戻し 

(1) 振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座が

ある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続きにより取扱います。 

ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し

手続きにより取扱います。 

① 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出

印により記名押印して提出してください。 

この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 

② 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 

 

(2) 振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座が

ある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。 

① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届

出印により記名押印して提出してください。 

この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 

② 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 

③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。 

現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してく

ださい。 

この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 

 

(3) 前二号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正

または組戻しはできません。 

この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。 

 

(4) 訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影（または署名）と届出印（または署名鑑）とを

相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、

変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

 

(5) 振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。 

 

(6) 本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続を行った場合、第１条第５項第２号の振込手数料は返

還しません。 

 

(7) 組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。 

 

 

第6条 照会サービス 

 

1. 取引の内容 

お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および当金庫が

定める各種取引の内容を照会することができます。 

なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。 

 

2. 照会後の取消、変更 

お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により

変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 



 

第7条 通知サービス 

 

1. 取引の内容 

お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定

するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。 

 

2. 送信の遅延・不達 

通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達

となるおそれがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。 

なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第１４条に定める場合を除き、当

金庫は責任を負いません。 

 

 

第8条 税金・各種料金払込みサービス 

 

1. 取引の内容 

(1) 税金・各種料金払込みサービス（以下「料金払込みサービス」といいます。）とは、当金庫所定の収

納機関（以下「収納機関」といいます。）に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金

額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサ

ービスをいいます。 

 

(2) 料金払込みサービス１回あたり、および１日あたりのご利用の上限金額は、当金庫所定の金額の範囲

内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合が

あります。 

 

(3) 料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第５条における振込と同様の取扱いとします。 

 

(4) 一度依頼した払込みは取消しできないものとします。 

 

(5) 当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。 

 

(6) 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機

関に直接お問い合わせください。 

 

(7) 料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱

時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。 

 

2. 利用の停止・取消等 

(1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を

停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手

続きを行ってください。 

 

(2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 

 

(3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消となることがあります。 

 

 



第9条 資金移動ロック取引 

 

1. 取引の内容 

(1) お客様からの携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパーソナルコンピュータを用いた資金移

動等の利用を停止し、または停止を解除することができます。 

 

(2) 本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス利用口座についてパーソナルコンピ

ュータを用いた「資金移動」と「税金・各種料金払込みサービス」（以下あわせて「停止対象取引」

といいます。）の利用を停止します。 

 

(3) 本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した場合、停止対象取引の利用を再開

します。「一時ロック解除」に設定した場合、解除操作から３０分を経過するか、または停止対象取

引を完了することにより、自動的に停止状態に設定し、停止対象取引の利用を停止します。 

 

2. 障害時の対応 

通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取

引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」

または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。 

 

 

第10条 届出事項の変更等 

 

本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったとき

は、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 

この届出の前に生じた損害については、第１４条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 

 

第11条 取引の記録 

 

本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録

内容を正当なものとして取扱います。 

 

 

第12条 海外からのご利用 

 

海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があり

ます。当該国の法律を事前にご確認ください。 

 

 

第13条 免責事項等 

 

1. 免責事項 

次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不達等があっても、これによって生じた損害に

ついては、当金庫は責任を負いません。 

① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。 

② 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、

通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 

③ 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。 

 



2. 通信経路における安全対策 

お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通

信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみな

します。 

 

3. 端末の障害 

本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確

保してください。 

当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 

万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生

じた損害について当金庫は責任を負いません。 

 

4. 送付上の事故 

当金庫が発行したお客様カードが送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者（当金庫

職員を除きます。）がお客様カードに記載された確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生

じた損害については、第１４条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。 

 

 

第14条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等 

 

1. 補償の要件 

ログインパスワード、契約者ＩＤ（利用者番号）、確認用パスワード等の盗取等により行われた不正な

資金移動等については、次の各号の全てに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動

等にかかる損害（手数料や利息を含みます）の額に相当する金額の補償を請求することができます。 

(1) お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただ

いていること。 

(2) 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。 

(3) お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。 

 

2. 補償対象額 

前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通

知を行われた日の３０日（ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお

客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に３０日を加えた日数まで遡った期間とします。）

前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害（手数料や利息を含みます。）の額に相当する金

額（以下「補償対象額」といいます。）を補償するものとします。 

ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合

には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。 

 

3. 適用の制限 

前二項の定めは、第１項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ＩＤ（利用者番号）、

確認用パスワード等の盗取等（当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最

初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 

 

 

4. 補償の制限 

第２項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 

(1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該

当する場合 



① お客様の配偶者、２等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって

行われた場合 

② お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明

を行った場合 

 

(2) 戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動

等が行われた場合 

 

第15条 利用停止等 

 

不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用

停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本

サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害について

は当金庫は責任を負いません。 

 

 

第16条 解約等 

 

1. 都合解約 

本サービスの契約（以下「本契約」といいます。）は、当事者の一方の都合で、書面による通知により

いつでも解約することができます。 

なお、お客様からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとしま

す。 

 

2. 代表口座の解約 

代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。 

 

3. サービスの強制解約 

お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるもの

とします。 

この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信し

たときに本契約は解約されたものとします。 

① 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を支払わなかったとき。 

② 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 

③ 支払の停止または破産、民事再生手続き開始の申し立てがあったとき。 

④ 相続の開始があったとき。 

⑤ 各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 

⑥ １年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 

⑦ お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止

を必要とする相当の事由が生じた場合。 

 

4. 解約後の処理 

本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金

庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、お客様のお客様カード、契約者ＩＤ（利用者番

号）、各種パスワード等は、すべて無効となります。 

 

5. お客様による取引の中止 

お客様は、本サービスの取扱期間中において、本サービスを中止（以下「ＩＢ取引中止」といいます。）



することができます。 

ＩＢ取引中止をした場合は次のとおり取扱います。なお、ＩＢ取引中止は、本サービスの利用を一時的

に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。 

(1) ＩＢ取引中止後は、お客様は本サービスにログインすることができません。これにより、本サービス

の全部が利用できなくなります。 

(2) 本サービスを再開する場合は、お客様は当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。 

(3) ＩＢ取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庫所定の方法により

取り扱うものとします。 

 

 

第17条 通知等の連絡先 

 

当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。 

その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 

なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した

場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達

しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メール

の不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害

については、当金庫は責任を負いません。 

 

 

第18条 規定等の準用 

 

本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サー

ビス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書によ

り取扱います。 

 

 

第19条 規定の変更等 

 

当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表するこ

とにより任意に変更できるものとします。 

変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 

なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一

切責任を負いません。 

 

 

第20条 契約期間 

 

本契約の当初契約期間は、契約日から起算して１年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による

申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに１年間継続されるものとし、以降も同様とします。 

 

 

第21条 準拠法・管轄 

 

本契約の契約準拠法は日本法とします。 

本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫（本店）の所在地を管轄する裁判



所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 

 

 

第22条 譲渡・質入・貸与の禁止 

 

本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。 

 

 

第23条 サービスの終了 

 

当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間を

もって当金庫所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一

部が利用できなくなります。 

 



ワンタイムパスワードサービス利用追加規定 

 

第１条 ワンタイムパスワードサービスについて 

ワンタイムパスワードサービス（以下「本サービス」といいます。）とは、ひめしんインターネットバン

キングの利用に際し、ログインパスワードに加えて当金庫所定の方法により生成・表示された都度変化す

るパスワード（以下「ワンタイムパスワード」といいます。）を用いることにより、お客様本人の認証を

行うサービスをいいます。 

 

 

第２条 利用資格 

本サービスの利用者は、ひめしんインターネットバンキングを契約のお客様に限るものとします。 

 

 

第３条 利用開始 

１．ワンタイムパスワード生成・表示装置 

本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置（以下「トークン」

といいます。）が必要となります。お客様は、当金庫が推奨する生成アプリケーション（以下「アプリ」

といいます。）をパーソナルコンピュータ、携帯電話機等（以下「端末」といいます｡）にダウンロードし、

所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。 

２．利用開始 

本サービスを利用する端末にアプリをダウンロードし、当金庫のホームページ上のワンタイムパスワー

ド利用開始登録画面に「契約者ＩＤ（利用者番号）」、「ログインパスワード」を入力してログインした

うえで、当金庫所定の登録画面にアプリに表示される「トークンＩＤ」および「ワンタイムパスワード」

を入力し、これらが当金庫の保有するトークンＩＤおよびワンタイムパスワードと各々一致した場合に

は、当金庫はお客様からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。 

 

 

第４条 本サービスの利用 

１．本サービスの利用開始後は、ひめしんインターネットバンキングの利用に際し、当金庫は当金庫所定の

取引について契約者ＩＤ（利用者番号）およびログインパスワードに加えてワンタイムパスワードによ

る認証を行います。その場合には、お客様は契約者ＩＤ（利用者番号）、ログインパスワードおよびワ

ンタイムパスワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、認識し

た契約者ＩＤ（利用者番号）、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードが、契約時に発行する

契約者ＩＤ（利用者番号）、お客様が登録されているログインパスワードおよび当金庫が保有している

ワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客様からの取引の依頼とみなします。  

２．前記１．にかかわらず、契約者ＩＤ（利用者番号）、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードに

加えて確認用パスワードが必要となるサービスについては、当金庫は前記１．の認証のほか、当金庫が

確認用パスワードを確認し、当金庫が認識した確認用パスワードが各々一致した場合には、当金庫はお

客様からの取引の依頼とみなします。  

 

 

第５条 トークンの利用期限 

１．トークンのワンタイムパスワードの利用期限はありません。 

２．前項に関わらず、トークンのアプリをインストールした端末につき、譲渡、廃棄等の事由によりお客様

が使用しなくなった場合、トークンは使用できなくなるものとします。 

この場合、お客様は責任をもって端末からアプリを完全に消去するものとし、あらためてトークンが必

要となったときには、新たに第３条の利用開始登録を行うものとします。 



 

 

第６条 トークンの紛失及び盗難 

１．お客様は、トークンを失ったとき、トークンが偽造・変造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそ

れが生じたとき（トークンをインストールした端末の盗難・紛失等を含むものとします）、または他人に

使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届け出るものとします。

この届出を受けたときは、当金庫は直ちに本サービスの利用停止等の措置を講じます。  

２．前記１．の場合、お客様は、再発行の依頼を当金庫所定の方法により行うことができます。当金庫がト

ークンの再発行の依頼を受け付けた場合、お客様にアプリをダウンロードしていただくことでトークン

を再発行いたします。  

３．前記２．によりトークンの再発行を行った場合には、お客様は第 3条の利用開始登録を行うものとしま

す。  

 

 

第７条 利用料 

１．本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。

以下「本サービス利用料」といいます。)をいただく場合があります。この場合、当金庫は本サービス

利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。  

２．本サービス利用料は、お客様の利用開始登録の実施有無にかかわらず、当金庫所定の月から発生するも

のとします。また、当金庫が一旦引き落とした本サービス利用料については、本サービスの解約その他

事由のいかんを問わず、返却しないものとします。  

３．当金庫は本サービス利用料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。  

 

 

第８条 免責事項等 

１．ワンタイムパスワードおよびトークンは、お客様自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者

に開示しないものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、お客様の責めに帰

すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、

当金庫は一切の責任を負いません。  

２．ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場

合、お客様は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をす

るものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その

他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫

は一切の責任を負いません。  

３．当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続し

て伝達された場合は、当金庫はお客様に対する本サービスの利用を停止します。お客様が本サービスの

利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届け出るものとします。  

４．トークンの不具合等の事由でお取引の取扱が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害につ

いて当金庫は一切の責任を負いません。 

 

 

第９条 本サービスの解約等 

１．本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。

この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ、生じるものとします。なお、お客様からの解約の

通知は当金庫所定の方法によるものとします。  

２．お客様が当金庫に支払うべき本サービス利用料を支払わなかった場合、お客様が当金庫との取引約定に

違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はい

つでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。な



お、当該事由が消滅した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できます。  

３．前記２．にかかわらずお客様が相当期間、本サービス利用料を支払わない状態が続いた場合、当金庫は

本サービスの契約を解約することができます。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ生じ

るものとします。  

４．お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由

が生じた場合は、当金庫は、本サービスの利用を停止することができるものとします。 

５．前記１．から４．の解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本

利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。 

 

 

第１０条 譲渡・質入の禁止 

お客様はトークンのアプリを当初インストールした端末でのみ使用するものとし、他人に譲渡、再使用許

諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。 

トークンのアプリは、アプリの製作者および販売元が定める使用条件を遵守のうえ使用するものとします。 

 

 

第１１条 規定等の準用 

本契約に定めのない事項については、ひめしんインターネットバンキング利用規定、各サービス利用口

座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる振込規定ならびに当座勘定規定

および当座勘定貸越約定書により取り扱います。 

 

 

第１２条 規定の変更等 

当金庫は､本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表すること

により任意に変更できるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当

金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任

を負いません。 


