《個人情報の取扱いに関する事項》
当金庫は、個人 情報の 保護に 関する 法律（ 平成１ ５年５ 月３０ 日法 律第５ ７号） に基づ き、お 客さま の個人 情報を 適切か つ適法 な手段 によ り取
得し、 下記業 務にお いて 当金庫 および 当金 庫の関 連会 社や提 携会社 の金 融商品 やサ ービス に関し 、利 用目的 の範囲 内に おいて 利用 させて いた だき
ます。
記
業務内容

利用者より代金回収の依頼を受け、 代金回 収先の 預金口 座から の振替 資金を利 用者の 口座に 一括し て入金 を行う 業務
①代金回収業務の申込受付のため
②代金回収業務の利用に際する本人 認証の ため
③代金回収業務に係るお取引の実施 ・管理 のため

利用目的
④代金回収業務に係るご案内書面等 の送付 のため
⑤各種お問い合わせへの対応のため
⑥利用者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
当金庫は、 あらか じめ利 用目的 を明確 にして 個人情 報を取得 いたし ます。ま た、業務 の適切 な運営 から、お 客さま 本人の 個人情
その他

報取得に加えて、法人先との取引に おいて は法人 代表者 の氏名 等の個 人情報を 取得す る場合 がござ います 。
なお、特定の個人情報の利用目的が 、法令 等に基 づき限 定され ている 場合には 、当該 利用目 的以外 でご利 用いた しませ ん。
以上

《ＨＳＫ－ネット代金回収サービスご利用規定》
（提携

ＩＳ－ＮＥＴ）

当金庫が提供する「ＨＳＫ－ネット 代金回 収サー ビス」 （以下 、「本 サービス 」とい う）の 利用に 関して 、以下 のとお り利用 規定（ 以下、 「本
規定」という）を定めます。

第１条 サービスの概要
１．本 サービ スは、 本サ ービス の利用 契約 を締結 した 利用者 ご本人 （以 下、「 利用 者」と いう） より 代金回 収の依 頼を 受け、 代金 回収先 （以 下、
「預金者」という）の預金口座から 振替資 金を引 落し、 利用者 の口座 に一括し て入金 を行う サービ スをい います 。
２．当 金庫は 、利用 申込 書（以 下、「 申込 書」と いう ）記載 の回収 代金 入金口 座店 をとり まとめ 店と し、会 費等に つい て、本 サー ビスを 利用 した
ＨＳＫネットセンターによる収納事 務の取 扱を受 託しま す。
第 ２ 条 利 用 申 込 ・ 変 更申込
１．本サー ビスを 利用す るには、本規定 を熟読 のうえ 内容を 理解し 、その内 容が適 用され ること を了承 したう えで、申 込書に 所定の 事項を 記載 し、
申込手続きを行うものとします。
２．利用申込手続きを行う場合には 、次の 事項を 遵守す るもの としま す。
（１）利用者は当金庫に普通預金口 座又は 当座預 金口座 を保有 する法 人、法人 格のな い団体 、個人 事業主 、個人 とする こと
（２）利用者は、本規定を遵守し、 利用者 の責任 におい て本サ ービス を利用す ること
（３）データの受け渡しは、帳票、 電子媒 体、デ ータ伝 送を用 いたデ ータ授受 とする こと
３．本 サービ スの利 用に 関する 利用者 と当 金庫と の間 の契約 は、当 金庫 所定の 方法 による 利用者 の申 込みに 基づき 、当 金庫が 申込 みを適 当と 判断
し、承諾した場合に成立するものと します 。
４．当金庫は、次の場合には利用申 込を承 諾しな いこと があり ます。 なお、利 用申込 者は、 この不 承諾に つき異 議を述 べない ものと します 。
（１）利用申込時に虚偽の事項を届 出たこ とが判 明した 時
（２）その他、当金庫が利用を不適 当と判 断した 時

５．利 用申込 を当金 庫が 承認し た後、 利用 申込者 が前 項のい ずれか に該 当する こと が判明 した場 合、 当金庫 はその 承認 を取消 す場 合があ りま す。
ただし 、承認 が取消 され た場合 でも 、利用 者は本 サー ビスの 利用に より 、既に 発生 した義 務につ いて 本規定 に従 って履 行する 責任 を免れ ない も
のとします。また、その場合に生じ た損害 につい て、当 金庫は その理 由の如何 を問わ ず、い かなる 責任を も負わ ないも のとし ます。
６．当 金庫が 申込書 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 の申 込書
につき偽造、変造、盗用その他事故 があっ ても、 そのた めに生 じた損 害につい ては、 当金庫 は一切 責任を 負いま せん。
第 ３ 条 引 落 可 能 金 融 機関
当 金庫は 、引落 可能 金融機 関につ いて 別途書 面に より利 用者に 通知 するも のと します 。なお 、提 携金融 機関以 外の 引落し は再 委託扱 いと なり
ます。
第４条 届出事項の変更
１．利 用者は お申込 口座 等届出 事項の 変更 があっ た場 合には 、直ち に当 金庫所 定の 方法に より届 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、利用者が全ての損害を負 うもの とし、 当金庫 は一切 責任を 負いませ ん。
２．利用者が届出を怠ったことによ り不利 益を被 った場 合、当 金庫は 一切責任 を負い ません 。
第５条 免責事項
１．当 金庫の 責によ 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 に回 線不通 等の通 信手 段の障 害等に より 取扱い が遅 延・不 能と なっ
た場合、そのために生じた損害につ いては 、当金 庫は一 切責任 を負い ません。
２．当 金庫が 所定の 本人 確認手 続きを 行い 、取扱 依頼 者を利 用者本 人と みなし て取 扱った 場合は 、暗 証番号 等の偽 造・ 変造・ 盗用 ・不正 使用 およ
びその他の事故によって生じた損害 につい て、当 金庫は 一切責 任を負 いません 。
３．公 衆回線 、専用 回線 等の通 信経路 にお いて盗 聴等 がなさ れ、利 用者 の暗証 番号 等の取 引情報 が漏 洩した ことに よっ て生じ た損 害につ いて は、
当金庫は一切責任を負いません。
４．前３項のほか、本サービスの取 扱いに ついて 紛議が 生じた 場合は 、当金庫 の責に よるも のを除 き、当 金庫は 一切責 任を負 いませ ん。
第 ６ 条 損 害 賠 償 ・ 損 害負担
１．利 用者お よび当 金庫 はそれ ぞれの 責に より生 じた 損害を 負担す るも のとし ます 。利用 者・当 金庫 いずれ かの責 によ るか明 らか でない とき は両
者で協議して定めるものとします。
２．利 用者が 本規定 に違 反する 行為ま たは 不正も しく は違法 な行為 によ って当 金庫 に損害 を与え た場 合、当 金庫は 当該 利用者 に対 してそ の損 害の
賠償を請求できるものとします。
第７条 契約期間
本 規定に 基づく 契約 期間は 、当金 庫に よる利 用承 諾日か ら１年 とし ます。 ただ し、契 約期間 満了 日の２ ヶ月前 まで に利用 者ま たは当 金庫 から
解約の申し出がない限り、契約期間 満了日 の翌日 から１ 年間継 続され るものと し、以 後同様 としま す。
第 ８ 条 サ ー ビ ス 内 容 ・規定 等の変 更
１．本 サービ スの内 容お よび本 規定の 内容 につい て、 本サー ビスの 利便 性向上 また は本サ ービス の運 用に支 障をき たす 恐れが ある 場合、 当金 庫は
任意に変更できるものとします。
２．本 サービ スの変 更内 容およ び本利 用規 定の変 更内 容は、 当金庫 ホー ムペー ジで の表示 、店頭 での 表示そ の他相 当の 当金庫 所定 の方法 で公 表す
るもの とし、 当金庫 は公 表の際 に定 める相 当の期 間を 経過し た日以 降は 、変更 後の 内容に 従い取 扱う ことと しま す。な お、こ の変 更によ って 生
じた損害は利用者が負担するものと します 。
第９条 通知手段
当 金庫は 利用者 に対 し、取 引依頼 内容 等につ いて 確認を 要する 場合 に通知 ・照 会・確 認等を する ことが ありま す。 利用者 は、 当金庫 から の通
知・照会・確認等の手段として、郵 便、電 話、Ｆ ＡＸ等 が利用 される ことに同 意する ものと します 。
第 １ ０ 条 関 係 規 定 の 適用・ 準用
本 規定に 定めの ない 事項に ついて は、 普通預 金規 定、当 座勘定 規定 等関係 する 規定に より取 扱い ます。 これら の規 定と本 規定 との間 に齟 齬が
ある場合、本サービスに関しては本 規定が 優先的 に適用 される ものとします。
第１１条 禁止行為
１．利用者は、本規定に基づく利用 者の権 利およ び預金 等を譲 渡、質 入れ等す ること はでき ません 。

２．利 用者は 、本規 定に 定める 事項を 遵守 する他 、本 サービ スにお いて 以下の 行為 をして はなら ない ものと します 。ま た、当 金庫 は、利 用者 が本
サービスにおいて、以下の行為を行 い、ま たは行 う恐れ がある と判断 した場合 、必要 な措置 を講じ ること ができ るもの としま す。
（１）公序良俗に反する行為
（２）犯罪的行為に結びつく行為
（３）他の利用者または第三者の著 作権、 商標権 、その 他の権 利を侵 害する行 為、ま たはそ の恐れ のある 行為
（４）他の利用者または第三者の財 産、プ ライバ シーを 侵害す る行為
（５）他の利用者または第三者を誹 謗中傷 するよ うな行 為
（６）他の利用者または第三者に不 利益を 与える ような 行為
（７）本サービスの運営を妨げるよ うな行 為
（８）本サービスで提供される情報 を不正 の目的 をもっ て利用 する行 為
（９）当金庫の信用を毀損するよう な行為
（１０）風説の流布、その他法律に 反する 行為
（１１）自分以外の人物を名乗った り、代 表権や 代理権 がない にもか かわらず 会社な どの組 織を名 乗った り、ま たは他 の人物 や組織 との提 携、
協力関係を偽る等の行為
（１２）その他、当金庫が不適当・ 不適切 と判断 する行 為
第１２条 機密保持
利用者は、本契約により業務処理上 知り得 た事項 につい て、外 部に漏 洩しては ならな いこと としま す。
第１３条 取引の移管
お申込 口座ま たは回 収代金 入金口 座の取 引が 店舗の 統廃合 等、当 金庫の 都合で 移管さ れた場 合、原 則とし て本規 定に基 づく契 約は新 しい 取 引
支店に移されます。なお、利用者の 都合で 移管す る場合 は、契 約内容 の変更手 続きが 必要と なりま す。
第 １ ４ 条 反 社 会 的 勢 力でな いこと の表明 ・確 約
１．利 用者は 、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 これら に準ず る者 （以下 これ らを「 暴力団 員等 」とい いま す。） 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 確約す るもの としま 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．利用者は、自らまたは第三者を 利用し て次の 各号の 一つに でも該 当する行 為を行 わない ことを 確約す るもの としま す。
（１）暴力的な要求行為
（２）法的な責任を超えた要求行為
（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
（５）その他前各号に準ずる行為
第 １ ５ 条 暗 証 番 号 、 委託者 コード につい て
１．利用者が使用する「暗証番号」 は、利 用者が あらか じめ当 金庫所 定の申込 書によ り当金 庫へ届 出るも のとし ます。
２．当金庫は、利用者からの申込に 基づき 作成し た「委 託者コ ード」 を所定の 方法に より、 利用者 に通知 します 。
３．万 が一、 「暗証 番号 」を失 念また は漏 洩した 場合 は、利 用者は 速や かに当 金庫 へ連絡 し、必 要な 手続き を行う もの としま す。 なお、 当金 庫へ
の届出前に生じた損害については当 金庫は 一切責 任を負 いませ ん。

第１６条 利用時間
本サービ スの利 用時間 は、当 金庫の 営業時 間と します 。当金 庫はこ の利用 時間を 変更す る場合 があり ます。 変更す る場合 には、 利用者 に事 前
に通知または公表するものとします 。
第１７条 手数料
１．本 サービ スの利 用に あたっ ては、 利用 者は当 金庫 所定の 振替手 数料 、取扱 手数 料等な らびに これ に係る 消費税 相当 額（以 下、 「手数 料等 」と
いう）を支払うものとします。なお 、代金 回収に かかる 手数料 につい ては、請 求件数 １件ご との振 替手数 料とし ます。
２．代金回収手数料の支払方法
（１）提携金融機関扱い
手数料等を１ヶ月分取りまとめのう え、合 算して 当金庫 所定の 日に申 込書記載 のご利 用手数 料引落 口座か ら自動 的に引 落いた します 。
（２）再委託扱い
振替手数 料につ いては、振 替資金 より差 引きい たしま す。取扱 手数料 につい ては、１ヶ 月分取 りまと めのう え、合算 して当 金庫所 定の日 に
申込書記載のご利用手数料引落口座 から自 動的に 引落い たしま す。
３．本 サービ スの手 数料 等は、 当金庫 所定 の方法 によ り普通 預金規 定、 総合口 座取 引規定 、当座 勘定 規定（ 当座勘 定貸 越約定 を含 む）の 各約 定の
定めにかかわらず、預金通帳および 払戻請 求書、 当座小 切手の 呈示な しに手数 料引落 口座か ら自動 的に引 落とし ます。
４．当 金庫は 本サー ビス の手数 料等に つい て、新 設あ るいは 変更す る場 合があ りま す。新 設また は変 更する 場合に は、 利用者 に事 前に通 知ま たは
公表す るもの としま す。 利用者 は、 手数料 の新設 また は変更 後に本 サー ビスを 利用 した場 合、そ の内 容を異 議な く承諾 したも のと し、こ の新 設
または変更に同意しない場合はこの 契約を 解約す ること ができ るもの とします 。
第 １ ８ 条 預 金 口 座 振 替依頼 書の受 理
１．利 用者は 預金者 から 、預金 口座振 替依 頼書（ 以下 、「依 頼書」 とい う）お よび 預金口 座振替 申込 書（以 下、「 口座 振替申 込書 」とい う） を受
付し、初回振替日の６０日前までに 当金庫 のとり まとめ 店へ提 出くだ さい。
２．当 金庫は 、依頼 書お よび口 座振替 申込 書の記 載事 項を確 認のう え受 理し、 口座 振替申 込書に 確認 印を押 印し、 利用 者へ送 付し ます。 なお 、提
携金融機関の取扱に係るものについ ては、 当金庫 は口座 振替申 込書に 提携金融 機関の 確認印 を受け 、利用 者へ送 付しま す。
３．当 金庫は 、依頼 書に 印鑑相 違その 他の 不備事 項が あるな ど、当 金庫 または 提携 金融機 関の確 認が 得られ ない場 合は 、速や かに 利用者 へ返 送し
ます。
第 １ ９ 条 代 金 回 収 の 手続き
１．口座振替請求を依頼する場合は 、当金 庫所定 の方法 により 所定の 時限まで に口座 振替を 請求し てくだ さい。
２．当 金庫お よび提 携金 融機関 は、依 頼を 受けた 請求 明細に 基づい て、 振替日 に預 金者の 預金口 座か ら口座 振替処 理を 行いま す。 この預 金者 の預
金口座からの引落は、預金者から当 金庫に 提出さ れた依 頼書に 基づい て行うも のとし ます。
３．当 金庫は 、当金 庫お よび提 携金融 機関 におけ る前 項の引 落処理 によ る振替 資金 を取り まとめ 、当 金庫所 定の日 まで に申込 書記 載の回 収代 金入
金口座に入金します。
４．利 用者は 、振替 不能 分につ いて再 度預 金口座 振替 により 請求す る場 合、次 回預 金口座 振替時 の請 求明細 に含め て請 求しま す。 この場 合、 再請
求分と次回請求分を同時に請求する ときは 、その 引落し につい て優先 順位をつ けませ ん。
５．預金者に対する通知は、利用者 の責任 におい て行う ことと します 。
６．預 金者の 預金口 座か らの引 落が複 数あ る場合 で、 その引 落総額 が預 金口座 より 引落と すこと がで きる金 額を超 える 時は、 その いずれ を引 落と
すかは当金庫および提携金融機関の 任意と します 。
７．請求内容について、利用者と当 金庫の 間に疑 義が生 じた場 合は、 当金庫が 保存す る電子 的記録 等の取 引内容 を正当 なもの として 取扱し ます 。
第 ２ ０ 条 振 替 日 お よ び受付 時間・ 最終時 限等
１．振 替日は 、申込 書記 載の日 としま す。 ただし 、振 替日が 当金庫 休業 日とな る場 合は原 則翌営 業日 の振替 としま す。 振替日 を変 更する 場合 は、
利用者より預金者に対して周知徹底 を図る ものと し、当 金庫は 預金者 に特別な 通知等 は行い ません 。
２．取消可能時限は、口座振替請求 の受付 最終時 限まで としま す。

３．口座振替請求の振替日および受 付期間 ・最終 時限は 以下の とおり とします 。
振替日
引落金融機関

受付期間・最終時限
（当金庫休業日の場合、翌営業日）

県内提携信用金庫扱い
ご指定の日

振替日の１ヶ月前から６営業日前の １２時 まで

２日、１２日、２２日

振替日の１ヶ月前から８営業日前の １２時 まで

６日

振替日の１ヶ月前から１２営業日前 の１２ 時まで

県内提携金融機関扱い
ＩＣＣ北陸３県提携金融機関
再委託扱い
ＩＣＣ全国提携金融機関
第 ２ １ 条 振 替 結 果 明 細の還 元およ び振替 資金 の口座 入金
１．振替結果明細の還元および振替 資金の 口座入 金は、 以下の とおり とします 。
引落金融機関

ご指定口座への入金

振替結果明細の還元

振替日の４営業日後

振替日の４営業日以降

振替日の５営業日後

振替日の５営業日以降

振替日の７営業日後

振替日の７営業日以降

県内提携信用金庫扱い
県内提携金融機関扱い
ＩＣＣ北陸３県提携金融機関
再委託扱い
ＩＣＣ全国提携金融機関

２．振替結果明細の結果記録は以下 のコー ド表の とおり としま す。
不能理由

振替結果コード

振替済

０

資金不足

１

取引なし

２

預金者の都合による振替停止

３

預金口座振替依頼書なし

４

引落金融機関障害等

７

委託者の都合による振替停止

８

その他

９

３．振替結果の通知方法は、ご 契約の媒体に準ずることとしま す。
第２２条 帳票の取扱
請求明細は金融機関一覧表を参照し 、区分 ごとに 分けて 記入す るもの とします 。
１．定額型
（１）初 回の請 求時に 「定額 型・代 金回収 デー タ登録 報告書 」（以 下、「 定額型 報告書 」とい う）を 記入し 、初回 振替日 の１ヶ 月前ま でに と り
まとめ店へ提出ください。
（２）二 回目以 降の請 求より 、請求 明細に 追加 ・変更 ・削除 が生じ た場合 、利用 者は定 額型報 告書に その旨 を記載 し、所 定の時 限まで にと り ま
とめ店へ提出ください。所定の時限 までに 定額型 報告書 の提出 がない 場合は、 前回の 請求明 細に基 づき口 座振替 処理を 行いま す。
２．標準型
（１）初回の請求時に「標準型・代 金回収 データ 登録報 告書（ 初回振 替用）」 を記入 し、初 回振替 日の１ ヶ月前 までに とりま とめ店 へ提出 くだ
さい。
（２）二回目以降の請求より、利用 者は「 標準型 ・代金 回収デ ータ登 録報告書 」（以 下、「 標準型 報告書 」とい う）に 請求金 額を記 入し、 所定
の時限までにとりまとめ店へ提出くだ さい。
（３）標準型報告書の登録内容に追 加・変 更・削 除が生 じた場 合、利 用者はそ の旨を 記載し 当金庫 へ提出 くださ い。
第 ２ ３ 条 デ ー タ 伝 送 の取扱
１．データ伝送利用に際しては、あ らかじ め届出 の暗証 番号に より、 所定の方 式で送 信して くださ い。
当金庫が 受信し た委託 者コー ド・暗 証番号 と、 当金庫 があら かじめ 指定し た委託 者コー ド、お よび届 け出済 みの暗 証番号 の一致 を確認 した 場
合は、当金庫は正当な利用による依 頼とみ なしま す。

２．フ ァイル 伝送と は別 に、当 金庫へ 伝送 データ の合 計件数 ・金額 等を 速やか に当 金庫所 定の方 法で 通知し てくだ さい 。当金 庫は 、依頼 内容 につ
いてこの通知を受信した時点で確定 したも のとし ます。
３．通 信混雑 等によ る回 線の不 通およ び機 器障害 なら びに天 変地異 その 他やむ を得 ない事 由によ り、 データ の送信 が遅 延また は不 能とな る場 合、
そのために生じた損害については、 当金庫 は一切 責任を 負いま せん。
第 ２ ４ 条 電 子 媒 体 の 取扱
電子媒体利用に際しては、正・副を 作成の うえ、 送付確 認票を 添付し て当金庫 へ提出 くださ い。
第 ２ ５ 条 デ ー タ 伝 送 、電子 媒体の 仕様な らび に記録 内容
データ伝 送、電 子媒体 の仕様 ならび に記録 内容 につい ては、 別添「 ＨＳＫ －ネッ ト代金 回収サ ービス レコー ドフォ ーマッ ト仕様 書」の 定め に
従うものとします。ただし、顧客番 号２０ 桁のう ち上１ ０桁は 当金庫 にて使用 します 。
第 ２ ６ 条 口 座 振 替 の 解約・ 変更通 知
１．預 金者の 引落指 定口 座が当 金庫に ある 場合、 預金 者の申 し出ま たは 当金庫 の都 合によ り預金 者と の預金 口座振 替契 約を解 約ま たは変 更し たと
きは、当金庫は利用者にその旨を通 知しま す。
２．預 金者の 引落指 定口 座が提 携金融 機関 にある 場合 、預金 者の申 し出 または 提携 金融機 関の都 合に より預 金者と の預 金口座 振替 を解約 また は変
更した旨、当金庫が提携金融機関よ り通知 を受け たとき は、当 金庫は 契約者に その旨 を通知 します 。
３．預金者が引落指定口座を解約し た場合 、当金 庫は第 １項お よび第 ２項の利 用者に 対する 通知は 行いま せん。
４．口座振替契約の解約手続きは、 利用者 が当金 庫所定 の方法 により 行うもの とします。
第 ２ ７ 条 預 金 者 へ の 通知等
当金庫は、口座振替に関して、預金 者への 領収書 や振替 済通知 書等の 作成・郵 送、ま たは入 金の督 促等は 行いま せん。
第 ２ ８ 条 サ ー ビ ス の 解約
１．本サー ビスは 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 るもの としま す。なお、利用者 からの 解約の 通知 は、
当金庫所定の書面によるものとしま す。
２．利用者が当金庫に対し、本サー ビスに 関する 何らか の債務 を負担 している 場合は 、解約 時に全 額を支 払うも のとし ます。
３．利 用者に 次の各 号の 事由が 一つで も生 じた場 合に は、当 金庫は 本サ ービス を解 約でき るもの とし ます。 この場 合、 利用者 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 利用者 の届出 住所に あてて 発信した 時に本 サービ スを解 約され たもの としま す。
（１）支 払停止 または 破産手 続開始 、民事 再生 手続開 始、会 社更生 手続き 開始も しくは 特別清 算開始 、その 他今後 施行さ れる倒 産処理 法に 基 づ
く倒産手続き開始の申立があった時 、ある いは利 用者の 財産に ついて 仮差押え 、保全 差押え 、差押 えまた は競売 手続き の開始 があっ た時
（２）手形交換所または電子債権記 録機関 の取引 停止処 分を受 けた時
（３）住所変更の届け出を怠るなど 利用者 の責に 帰すべ き事由 によっ て、当金 庫にお いて利 用者の 所在が 不明に なった 時
（４）相続の開始があった時
（５）支払うべき所定の手数料の未 払い等 が発生 した時
（６）１年以上にわたり本サービス の利用 がない 時
（７）解散、その他営業活動を休止 した時
（８）第１４条第 1 項のいずれかに 該当し た場合 、もし くは第 １４条 第２項の いずれ かに該 当する 行為を した場 合、ま たは第 １４条 第 1 項 に基
づく表明・確約に関して虚偽の申告 をした ことが 判明し た時
（９）本規定に違反した時
（１０）お申込口座および回収代金 入金口 座を解 約した 時
（１１）その他、前各号に準じ、当 金庫が 本サー ビスの 利用中 止を必 要とする 相当の 事由が 発生し た時
第 ２ ９ 条 サ ー ビ ス の 廃止
１．本 サービ スで実 施し ている サービ スの 全部ま たは 一部に ついて 、合 理的か つや むを得 ない事 由が ある場 合は、 当金 庫は本 サー ビスを 廃止 する
場合があります。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 より通 知また は公表 するも のとし ます。
２．の一部廃止時には、本規定を変 更する 場合が ありま す。

