「きんしん投信インターネットサービス」取扱規定

「きんし ん投信 イン ターネ ットサ ービス 」取扱 規定 （以下 「本規 定」と いいま す。） は、お 客様 が「き んしん 投信イ ンター ネ
ットサー ビス 」を利 用する 場合の 取扱い を明記 したも のです 。お 客様は 、本 規定の ほか 、当金 庫が別途 定める 各関連 規定等 の内
容を十分に理解したうえで、自らの 判断と 責任に おいて、「きん しん投 信イン ターネ ットサ ービス 」を利 用する ものと します 。
第１章 きんしん投信インターネットサービス
１ ．（ き ん しん投 信イン ター ネット サービ スとは ）
きんしん 投信イ ンター ネット サービ ス（ 以下「本 サービス 」といい ます。）と は、お客様 ご本人 がパー ソナル コンピ ュータ
等（以 下｢端末 ｣とい います。）を 通じて 、イ ンター ネット により 当金庫 に投資 信託の 取引の 依頼を 行い 、当金 庫がそ の手続 き
を行うサービスをいいます。
２ ．（ 利 用 資格者 ）
本サービ スの利 用資格 者は、本 規定に 同意し、国 内居住 の個人 かつ当 金庫本 支店に 投信取 引口座 を開設 してい るお客 様で、
当金庫が利用を認めた方とします。
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 定の機 能を有 するもの に限り ます。
４ ．（ 利 用 口座）
お客様は 、本 サービ スによ り利用 しよう とする お客様 名義の 投信取 引口座（特 定口座 、非 課税口座 を含み ます。）を 利用口
座として、後述５．によりお届け下 さい。
５ ．（ 利 用 申込）
(1) 本サ ービ スの利 用をお 申込み され るお客 様は、 本規定 およ びその 他関連 諸規定 の内 容をご 了承の うえ、「投信 インタ ーネ
ットサービス利用申込書」（以下「申 込書」 といい ます。）に必 要事項 を記載し て当金 庫に提 出する ものと します 。
(2) 当金 庫が申 込書に 押印さ れた印 影と、投 信取引 口座の 開設時 にお客 様が当 金庫に 届け出 た印鑑と を相当 の注意 をもっ て照
合し、相違な いもの として 認めて 取り扱 ったう えは 、申込 書に偽 造 、変造 その他 記載事 項の誤 り、相違等 があっ ても 、その
ためにお 客様に 生じた 損害に ついて は、当金 庫の責め に帰す べき事 由があ る場合 を除き、当金庫 は一切 の責任 を負い ません。
(3) 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 規定に 示した 利用者 ＩＤ、ログイ ンパ
スワード、確認パ スワー ド（投 信の取 引を行 う際の パスワー ド）の 盗用・不 正使用・誤使 用など によるリ スク発 生の可 能性、
および本規定の内容について十分理 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。
６ ．（ 利 用 時間）
(1) 本サ ービス の利用 時間は 、当 金庫が 別途定 めた時 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。
(2) 前号 の時間 内にか かわら ず、臨時 のシス テム調 整やシ ステム 障害が 発生し た場合 は、利 用時間中 であっ てもお 客様に 予告
なく、本サービスの全部または一部 の利用 を一時 停止ま たは中 止する ことがあ ります ので、 あらか じめご 了承下 さい。
(3) 利用時間は、当金庫システムが保持す る時刻 を基準 としま す。
７ ．（ 利 用 限度額 ）
本サービ スの 利用限 度額は 、お客 様の指 定預 金口座 の残高 を上限 としま す。 利用限 度額を 超えた 取引依 頼に ついて は、当
金庫は取引を行う義務を負いません 。
なお、総 合口 座を指 定預金 口座と して設 定い ただい ている 場合で も、購 入金 額等の 引落し の結果 、お客 様の 引落指 定口座
が貸越になる場合は引落しを行わな いため 、当金 庫は取 引を行 う義務 を負いま せん。
第２章 本人確認
本サービスの利用についてのお客様 ご本人 の確認 は次の 方法に より行 うものと します 。
８ ．（ ロ グ インＩ Ｄ）
当金庫は、 お客様 が本サ ービスの 申込の 際に、お 客様ご 本人を 確認す るため の「ログイ ンＩＤ（ 仮ＩＤ ）」を記載 した「投
信インターネットサービス仮ＩＤ発 行通知 書」を 発行し ます。
初回ログインに際して、それ以降お 客様ご 本人で あるこ とを確 認する ための「 ログイ ンＩＤ 」を端 末から 発行し ます。
９ . （ ロ グイ ンパス ワード ）
お客様は 、本 サービ スの申 込の際 に 、お客 様ご本 人を確認 するた めの「キ ーワー ド（ 仮ＩＤ パスワ ード）」を 当金庫 所定の
手続きにより届け出るものとします 。
初回ログ インに 際して 、お 客様ご 本人で あるこ とを確 認するた めの「ログ インパ スワー ド」を端末 から発 行しま す。なお、
お客様は、本サービスの利用開始前 に、端 末から ログイ ンパス ワード を変更す るもの としま す。
1 0 . （ 確認パ スワー ド）
確認パスワードは、本サービスの利 用開始 前に、 当金庫 所定の 方法に より端末 から届 け出る ものと します 。
1 1 . （ 本人確 認の手 段）
(1) 取引の本人確認および依頼内容の確認
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 、以下に 定める とおり としま す。
① ログ インＩ Ｄおよ び各種 パス ワード （以下 「本人 確認情 報」 といい ます。）を、 当金庫 の指示 に従い 端末の 画面 上でお 客
様が入力 します。本サー ビスの 本人確 認に使 用する 本人確 認情報 は、下記 のとお りで組 合せは 取引内容 によっ て異な る場合
があります。
ａ．ログインＩＤ（発行前は仮ＩＤ ）
ｂ．ログインパスワード（設定前は 、キー ワード （仮Ｉ Ｄパス ワード））
ｃ．確認パスワード
ｄ．その他当金庫所定の情報等
② 当金庫 は、お客 様が入 力され た各本 人確認 情報の 内容と 当金庫 に登録 されて いる各 本人確 認情報 の内容 の一致 により、次

の事項を確認できたものとして取り 扱いま す。
ａ．お客様の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、当金 庫は、お客様 本人の意 思によ る有効 な取引 とし
て取り扱 うもの とし、ロ グイン ＩＤ、ログ インパ スワー ド、確認 パスワ ード、そ の他の 情報・機 器等に ついて 偽造・盗用 ・
不正使用・誤 使用 、その 他の事 故があ っても 、そ のため に生じ た損害 につい ては 、当金 庫の責 めに帰す べき事 由があ る場合
を除き、当金庫は一切の責任を負い ません 。
1 2 . （ ログイ ンＩＤ および 各種 パスワ ード等 の管理 ）
(1) ログ インＩ Ｄおよ び各種 パスワ ード等 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。いかな る名目 であっ ても当 金庫の 職員か ら、本サ ービス のログ インＩ Ｄおよ び各種 パスワー ド等を 聴取等 するこ
とはありません。また，国の制度ま たは警 察等に よる聴 取等を するこ とも一切 ありま せん。
(2) ログ インパ スワー ドは 、生年月 日や電 話番号 、同 一数字 等他人 から推 測され やすい 番号の 指定を さけ、一定期 間毎ま たは
随時更新をして下さい。
(3) 各種 パスワ ードに つき盗 用また は不正 使用そ の他の 恐れが ある場 合は、当 金庫宛 に直ち に連絡 をして くださ い。この 連絡
を受けた 場合は 、直 ちに本 サービ スを停 止します 。な お、連絡前 に生じ た損害 につい ては 、当金 庫に過失 のある 場合を 除き、
当金庫は 一切の 責任を 負いま せん。 また、 本サー ビスの 取扱い を再開 する場合 は、当 金庫所 定の手 続きが 必要と なりま す。
(4) 本サ ービス の利用 につい ては、誤 った各 種パス ワード 等の入 力が当 金庫所 定の回 数を連 続して 行われ た場合、その時 点で
当金庫は 本サー ビスの 利用を 停止し ます。本サー ビスの 再開を 求める 場合は 、当金 庫に連 絡のう え、所 定の再 開手続 きが必
要となります。
第３章 取引の依頼
1 3 . （ 利用可 能なサ ービス ）
本サービ スで ご利用 いただ けるサ ービス は、 投資信 託受益 権等の 買付注 文、 募集注 文およ び解約 注文、 投資 信託定 時定額
購入取引 （本サ ービ スでは、「積 立投信 」とい います 。）の お申込 、変更 およ び中止 、収益 分配金 の取扱 方法（ 収益 分配金 の
再投資ま たは出 金） の変更 および 投資信 託の照 会サ ービス （取引 履歴照 会、お 預り 資産残 高照会 、非課 税口座 枠残 高照会 お
よびトータルリターン状況確認）と します 。なお 、次に 定める お取扱 いは本サ ービス ではご 利用い ただけ ません 。
(1) 投資信託受益権等の買付注文取消、募 集注文 取消お よび解 約注文 取消
(2) 投資信託受益権等の買取請求
(3) 所得税法に定める少額貯蓄非課税制度 （マル 優）枠 の設定 および 解除
(4) 償還乗換え優遇制度の利用
(5) 投資信託受益権等の振替等
(6) 投信取引口座の解約および特定口座、 非課税 口座の 廃止
(7) その他投資信託受益権の取扱いにかか わる諸 手続き
(8) 投資信託に関するご相談
1 4 . （ 取扱商 品）
本サービ スでお 取引い ただけ る商品 は、当 金庫が 別途定 める商 品（ 以下「 取扱商 品」といいま す。）としま す。取扱商 品は、
当金庫本支店窓口等での取扱商品と 全部ま たは一 部が異 なる場 合があ ります。
1 5 . （ 取引の 依頼方 法）
本サービ スによ る取引 の依頼 は､第２ 章によ り行っ た本人 確認の 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伝達されること で受け 付ける ものと します 。
1 6 . （ 投資信 託取引 の取引 時間 ）
本サービ スに おける 投資信 託取引 の取引 時間 は、当 金庫が 別途定 めるも のと し、か かる取 引時間 は、投 資信 託取引 約款、
特定口座約款、非課税口座約款、自 動けい ぞく投 資約款 および 定時定 額取扱規 定等に 定めた ものと 異なる 場合が ありま す。
なお、当金庫所定の時刻以降に受付 した取 引の依 頼につ いては 、当金 庫の翌営 業日の 取扱い となり ます。
1 7 . （ 目論見 書等の 交付に つい て）
お客様は 、本 サービ スでの 投資信 託受益 権等の 買付注 文、募集注 文 、また は積立 投信の 申込（変更 も含み ます。）に 際して
は、あら かじめ 当金 庫がお 客様の 端末に ＰＤＦ ファ イルを ダウン ロード してい ただ く方法 （特定 有価証 券の内 容等 の開示 に
関する内 閣府令 第３ ２条の ２第２ 項第１ 号（ロ ）に 基づく 方法） により 交付す る当 該商品 の目論 見書お よび目 論見 書補完 書
面および 手数料 に関 する書 面に記 載の当 該商品 の商 品内容 やリス クなど につい て十 分理解 のうえ 依頼を 行い、 投資 信託取 引
にかかわ るリス クに ついて は、お 客様の 自らの 判断 と責任 におい て引き 受ける もの としま す。な お、当 金庫は 、投 資信託 受
益権等の取得にかかわる取引にあた り、お 客様の 投資経 験等の 状況に よりお申 込をお 断りさ せてい ただく ことが ありま す。
1 8 . （ 自動け いぞく （累積 ）投 資につ いて）
お客様が 自動け いぞく（累積 ）投 資（以 下「 自動け いぞく 投資コ ース」といい ます。）での 投資信 託の購 入を希 望する 場合、
本サービ スでの 買付注 文、募集注 文、または 積立投 信の申 込（ 変更も 含みま す。）のお申 し出を もって 当該自 動けい ぞく投 資
コースの 契約の お申 込みが 行われ たもの としま す。 なお、 既に自 動けい ぞく投 資コ ースの 契約を 行って いる場 合は 、その 限
りではないものとします。
1 9 . （ 購入単 位）
本サービ スで の投資 信託受 益権の 買付注 文、 募集注 文また は積立 投信の 申込 単位は 、金額 指定（ 申込手 数料 、消費 税等を
含みます。
）のみの取扱いとします。
2 0 . （ 取引制 限）
本サービ スでの 同一フ ァンド の 1 日 当たり の取引 回数は ３回ま でとし ます。な お、同一 ファン ドの当 日中の 反対売 買は行
えません。
2 1 . （ 金銭の 払込）
お申込金 額は投 資信託 取引の 申込時 にあら かじめ 登録い ただい ている 指定預金 口座よ り引落 としし ます 。なお ､お申 込金額
の引落としが出来なかった場合は、 投資信 託の注 文は一 切なか ったも のとして 取り扱 います 。
2 2 . （ 積立投 信につ いて)
積立投信 の買 付金額 につい ては、 利用口 座の 指定預 金口座 から引 落とし を行 うもの としま す。積 立金額 、引 落日、 引落開
始年月、 引落終 了年 月、引 落月間 隔、積 増月お よび 積増月 積増金 額等の 取引内 容は 、お客 様から 依頼さ れた内 容の とおり と
します。なお、買付代金の引落とし につい ては、 投資信 託「定 時定額 購入取引 」取扱 規定の 定めに 従うも のとし ます。
2 3 . （ 収益分 配金の 再投資 ）

お客様が 本サ ービス により 購入し た個別 商品 の収益 分配金 は、原 則とし てお 客様に 代わっ て当金 庫が受 領の うえ、 お客様
の個別商 品の自 動け いぞく （累積 ）投資 口座に 繰り 入れ、 その全 額から 税金を 差し 引いた 金額を もって 決算日 の基 準価額 に
より当該個別商品の買付を行います 。
なお､ 本サー ビス 以外 で既 に自動 けい ぞく 投資コ ース の取 扱で収 益分 配金 の取 扱につ いて 再投 資停止 の手 続き を行 ってい
る場合は、この限りではないものと します 。
2 4 . （ 収益分 配金の 再投資 停止 ）
お客様が収益分配金の再投資停止を 希望す る場合 、当金 庫所定 の手続 きが必要 となり ます。
2 5 . （ 換金方 法）
投資信託の換金方法は、「解約」のみ の取扱 いとな ります 。
2 6 . （ 投資信 託取引 につい ての 取消等 ）
本サービスでの、投資信託の買付注 文、募 集注文 または 解約注 文の取 消、変更 は一切 できま せん。
2 7 . （ 投資信 託取引 内容の 通知 につい て）
本サービ スで の、投 資信託 の買付 注文、 募集 注文ま たは解 約注文 を行っ た後 は、当 金庫は 法令等 で定め られ た取引 内容を
記載した書類をお客様の届出住所へ 郵送し ますの で、直 ちに記 載内容 をご確認 下さい 。
2 8 . （ マル優 枠の利 用につ いて ）
所得税法 に定 める障 害者等 の少額 預金の 利子 所得等 の非課 税（マ ル優） 枠の あるお 客様が 、当該 制度の 対象 商品を ご購入
の場合、 利用可 能枠 の範囲 内で当 該制度 を優先 的に 利用す ること となり ます。 また 、解約 される 場合は 、利用 可能 枠外の 残
高を優先して解約します。
2 9 . （ 照会サ ービス ）
お客様の指定するサービス利用口座 につい て、残 高照会､ 取引履 歴照会 等の口 座情報 を照会 するこ とがで きます 。
なお、照会可能な明細は、照会日の 属する 年の 1 日から 遡って 1 年以 内にお 取引の あった明 細に限 ります 。
3 0 . （ 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
として取り扱います。
3 1 . （ 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・ 電話機 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
等を事前にご確認下さい。なお､海外 からの 利用に 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。
3 2 . （ 免責事 項）
次の各号 の事由 により 本サー 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 いては、当金庫 は一切
の責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置 その他 やむを 得ない 事由が あったと き
(2) 当金 庫、 当金庫 の委託 先また は金 融機関 のシス テムの 運営 体が相 当の安 全策を 講じ たにも かかわ らず、 通信 機器、 専
用電話回 線、公衆 電話回 線、イン ターネ ットも しくは コンピ ュータ 等の障 害、また は回線 の不通 もしく は混雑 等によ り、
本サービスの利用が不能となったと き、ま たは本 サービ スの取 扱いが 遅延した とき
(3) 一般 的に 安全と されて いる暗 号の 解読、 一般的 に相当 とさ れてい るセキ ュリテ ィを 突破し て行わ れた不 正ア クセス 、
もっぱら お客 様また は第三 者の責 めに帰 すべ き事由 等、当 金庫の 責めに 帰す べき事 由によ らない 場合に より 、利用 者Ｉ
Ｄ、ログ イン パスワ ード、 確認パ スワー ド、 その他 の本人 確認に 必要な 情報 または 当金庫 とお客 様との 取引 に関す る情
報等が漏洩したとき
(4) 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべ き事由 があっ たとき
3 3 . （ 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、イ ンタ ーネッ ト等の 通信経 路の特 性お よび本 サービ スで当 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 4 . （ 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、 本サー ビス により 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 －、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 庫は一 切の責 任を 負いま せ
ん。
第４章 サービスの解約等
3 5 . （ お客様 からの 解約）
本サービ スは 、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、解 約によ 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。解 約手続 きは、当金庫 所定の 書面の 提出な ど必要 な手続 きを行 うもの としま す。な お､お 客様が 本
サービスにおける利用口座の口座解 約を行 った場 合、自 動的に 本サー ビスも解 約され るもの としま す。
3 6 . （ 当金庫 からの 解約等 ）
お客様に ついて､ 以下の 各号に 定める 事由の いずれ かが生 じた場 合は、当 金庫は お客様 に通知 するこ となく、本サー ビスの
全てまたは一部のサービスの提供を 解約す ること ができ るもの としま す。
(1) お客様について相続の開始があったと き
(2) お客様が本規定に違反するなど、当金 庫が本 サービ スの解 約を必 要とする 相当の 事由が 生じた 場合
(3) お客様の利用口座が解約されたとき
(4) 当金庫がサービス継続上において支障 がある と判断 したと き
(5) お客 様が 暴力的 な要求 行為、 法的 な責任 を超え た不当 な要 求行為 等を行 い、当 金庫 が本サ ービス の提供 を継 続しが た
いと認めて、解約を申し出たとき
(6) やむを得ない事由により、当金庫が解 約を申 し出た とき
第５章 雑則
3 7 . （ 規定等 の準用 ）
本規定に 定め のない 事項に ついて は、投 資信 託取引 約款、 特定口 座約款 、非 課税口 座約款 、自動 けいぞ く投 資約款 、投資
信託「定時定額購入取引」取扱規定 等およ び指定 預金口 座にか かる各 種規定等 により 取り扱 います 。
3 8 . （ 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、 投信取 引約款

または特定口座約款等に基づきお客 様は直 ちに当 金庫所 定の書 面によ り当該口 座保有 店宛に 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、当 金庫は 一切の 責任を 負いま せん。
3 9 . （ 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時 に到達 したも のとみ なしま す。
また、当 金庫の 責めに 帰すべ き事 由によ 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
一切の責任を負いません。
4 0 . （ 規定の 変更）
この約款 は、 法令の 変更、 監督官 庁の指 示、 日本証 券業協 会が定 める諸 規則 の変更 、その 他必要 な事由 が生 じたと きは、
民法第 548 条の４の規定に基づき、 変更す ること があり ます。
変更を行 う旨 、変更 後の規 定の内 容およ びそ の効力 発生時 期は、 店頭表 示、 インタ ーネッ トその 他相当 の方 法によ り周知
します。
なお、変 更の 内容が 、お客 様の従 来の権 利を 制限す るもし くはお 客様に 新た な義務 を課す もので あると きは 、効力 発生時
期が到来するまでに周知します。
4 1 . （ 準拠法 ・管轄 ）
本規定の準拠法は日本法とします。
本規定 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 の本 店所 在地を 管轄 する 裁判所 とす るこ とに 合意し
ます。
4 2 . （ 譲渡・ 質入・ 貸与の 禁止 ）
本取引に基づくお客様の権利は、第 三者へ 譲渡・ 質入・ 貸与等 するこ とは一切 できま せん。
4 3 . （ サービ スの終 了）
当金庫は 、本 サービ スの全 部また は一部 のサ ービス の提供 を終了 するこ とが ありま す。そ の場合 は、事 前に 相当の 期間を
もって当金庫所定の方法により告知 します｡
以

上

２０１８年 ４月２日 制定
２０２０年 ４月１日 改訂

