「電子交付サービス」取扱規定
１ ． ( 規 定の 趣旨 )
この規定は、金沢信用金庫(以下、「 当金庫 」とい います 。)が、 ２．(1)で 定める お客様 へ交付 する書 面につ いて、 紙媒体 に代
えてイン ターネ ットを 通じて 交付(以 下、「電 子交付」といい ます。)す るサー ビス（ 以下「本 サービ ス」と いいま す。）に関 して、
その取扱い等を定めたものです。
２ ． ( 対 象書 面)
(1)

本サービスにおいて、当金庫が電 子交付 により 提供す る書面 は、次 の各号 に掲げ る書面( 以下、 「対象 書面」 といい ます。) と

します。
①

取引報告書

②

取引残高報告書（トータルリターンを 含む。 ）

③

交付運用報告書

④

取引内容等を記載した書面のうち当金 庫が定 めるも の

⑤

金融商品取引法その他関係法令の改正 等によ り交付 が義務 付けら れた上記 に準ず る書面

⑥

上記①から⑤に該当しない書面のうち 、電子 交付に よる提 供が適 当である と考え られる もの

(2)

お客様が本サービスの利用を申込 みした 場合、 お客様 が当金 庫を通 じて保 有する すべて の投資 信託（ お客様 が投資 信託受 益権
についての権利を有し、当金庫の備 え置く 振替口 座簿に 記載若 しくは 記録がさ れ、ま たは投 信取引 口座等 に保管 の委託 がされ て
いるすべての銘柄）の対象書面が、 すべて 電子交 付され ます。

(3)

当金庫 は、対象書 面がお 客様ペ ージ（ログ インＩ Ｄ、パスワ ード入 力後に 掲載さ れるお 客様の 特定ペ ージを いいま す。) に記録
される旨、または記録された旨をお 客様ペ ージで 通知す るもの としま す。ただ し、お 客様が 当該対 象書面 を既に 閲覧さ れてい た
場合にはこの通知を行わないことが ありま す。

３ ． ( 電 子交 付の 方法)
(1)

当金庫 は、当 金庫ホ ームペ ージの お客様 ページ と当金庫 データ ベース の閲覧 ファイ ルをリ ンクさ せ、当 該閲覧フ ァイル に対象
書面の記 載事項 を記録 して、お 客様に よる閲 覧を可 能とす る方法 により 紙媒体 による対 象書面 の交付 に代え て当該 書面の 記載事
項をお客様へ提供するものとします 。

(2)

本サー ビスに おいて 、書面 の記載 事項を 記録す る閲覧 ファイ ルは、Ｐ ＤＦ形 式のフ ァイル （以下 、対象 書面の記 載事項 を記録
したＰＤＦ形式の閲覧ファイルを「 電子書 面」と いいま す。） としま す。

４ ． ( 申 込)
(1)

お客様は、次の各号すべてに該当 する場 合に本 サービ スの申 込みが できる ものと します 。
①

きんしん投信インターネットサービス の利用 申込み をして いるこ と

②

お客様が使用する電子計算機(パソコン 等)にお いてＰ ＤＦ閲 覧ソフト が利用 可能で あるこ と

③

電子書面をプリンター等で出力し、書 面の作 成が可 能であ ること

④

お客様が本取扱規定を承諾すること

(2)

お客様は、当金庫所定の申込書に 必要事 項を記 入・捺 印のう え提出 する方 法によ り申込 み、当 金庫が これを 承諾し 、シス テム
登録を行った後、本サービスを利用 できる ものと します 。

(3)

当金庫は、お客様にあらかじめ通 知する ことな く、申 込み方 法を追 加ある いは変 更する ことが ありま す。

５ ． ( 本 サー ビス におけ る取扱 い)
お客様は、本サービスについて、次 の取扱 いに同 意する ものと します 。
(1)

電子書面による交付は、対象書面 の作成 基準日 が本サ ービス の利用 期間中 である こと

(2)

電子書面により交付された対象書 面(作成 基準日 が到来 し電子 交付す ること が確定 してい る書面 を含む 。)につ いて、 紙媒体 で
の再交付は行われないこと

(3)

紙媒体により交付された対象書面( 本サー ビス利 用開始 前に作 成基準 日が到 来し紙 媒体で 交付す ること が確定 してい る書面 を
含む。)について、電子書面での再交 付は行 われな いこと

(4)

法令の 変更、 監督官 庁の指 示、ま たは当 金庫が 合理的と 判断し た場合 には、 本サー ビスの 利用期 間中で あって も電子 書面に よ
る電子交付ではなく紙媒体により交 付する 場合が あるこ と

６ ． ( 閲 覧可 能期 間)
(1)

お客様は、本サービスを利用して 閲覧し た電子 書面に ついて 、当該 書面が 閲覧可 能とな った日 から5年 間閲覧 するこ とがで き
るものとします。

(2)

当金庫は、前項の規定にかかわら ず、次 の場合 には前 項に定 める日 以前に 電子書 面の閲 覧を停 止する ことが できる ものと しま
す。
①
②

電子書面の記載事項を紙媒体により交 付した 場合
お客 様の承 諾を得 て、他の 電磁的 方法(本 サービ スで定め る電子 交付の 方法以 外のも のを含 む。)によ り交付 する場 合(ただ し、
お客様の電子計算機(パソコン等)に記 録され る場合 または これに 準ずる場 合に限 ります 。)

③

お客様が、当金庫が定める方法により 電子書 面の消 去の申 出をし 、かつ当 金庫が これを 了承し た場合

④

投信取引口座の変更が行われた場合

⑤

７．に該当する事項が発生した場合

７ ． ( 解 除)
(1)

本サービスは、次の各号に該当す る場合 には、 解除さ れるも のとし ます。
①

お客様から本サービスを中止する旨の 申し出 があっ た場合

②

きんしん投信インターネットサービス の利用 解除が 行われ た場合

③

投信取引口座が廃止された場合

④

次に掲げるいずれかの事由またはその 他の止 むを得 ない事 由によ り当金庫 が本サ ービス の解除 を申し 出た場 合
イ．お客様がこの規定、および11． で定め る内容 に違反 した場 合
ロ．お客様が当金庫への届出事項等 につき 、虚偽 の届出 を行っ ていた ことが判 明した 場合
ハ．お客様が４．(1)のいずれかの要件 を欠く に至っ た場合
二．お客様が電子交付による記載事 項の閲 覧がで きない 状況で あると 当金庫が 判断し た場合
ホ．上記のほか、お客様による電子 交付の ご利用 が不適 当であ ると当 金庫が判 断した 場合

⑤
(2)

当金庫が本サービスを終了した場合

お客様は、当金庫が定める方法に より本 サービ スの中 止を申 し出る ことが でき、 この場 合、当 金庫は お客様 の申出 を承諾 する
ものとします。

(3)

本サービスが解除された場合、お 客様か ら電子 交付を 行った 記載事 項を消 去する 指図が あった ものと みなし 、消去 する場 合が
あります。

８ ． ( 電 子交 付の 方法の 変更)
(1)

当金庫は、お客様にあらかじめ通 知する ことな く、法 令に反 しない 範囲で 電子交 付の方 法を変 更する ことが ありま す。

(2)

当金庫は、前項にて定める変更に より生 じたお 客様の 損害に ついて は、一 切その 責めを 負わな いもの としま す。

９ ． ( 電 子交 付の 停止)
(1)

当金庫は、電子情報処理組織の緊 急点検 の必要 性また はその 他の合 理的理 由に基 づき、 お客様 にあら かじめ 通知す ること なく
電子交付の全部または一部のサービ スを停 止する ことが ありま す。

(2)

当金庫は、前項にて定める電子交 付の停 止によ り生じ たお客 様の損 害につ いては 、一切 その責 めを負 わない ものと します 。

1 0 ． ( 免責 事項)
当金庫は、次に掲げる場合にお客様 に生じ た損害 につい て、一 切その 責めを負 わない ものと します 。
(1)
(2)

お客様 が、本サー ビスの利 用申込 みに際 して、虚偽の 申告ま たは４ ．
(1)に 反し当 金庫に 申込み を行っ たこと により 生じた 損害。
通信回線、通信機器、コンピュー タシス テム及 び機器 等の障 害によ る電子 交付の 遅延、 誤作動 、不能 により 生じた 損害。 ただ
し、当金庫の故意または重大な過失 により 生じた 損害に ついて は、こ の限りで はあり ません 。

1 1 ． ( 他の 規定・ 約款と の関係 )
この規 定に定 めのな い事項 につい ては、 金沢信 用金庫 投信取 引約款 、特定口 座約款 、「き んしん 投信イ ンター ネット サービ ス」
取扱規定等、お客様に適用されるそ の他の 約款・ 規定よ り取り 扱うも のとしま す。
1 2 ． ( 規定 の変更 )
この規定 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。
以

上

２０１８年 ４月２日 制定
２０２０年 ４月１日 改訂

