
2020年 7月 16日改定 

 

新 旧 

銀行取引規定 

 

第 2条（取引方法） 

2. 端末を通じたインターネット経由（当社のスマートフォ

ン用アプリケーション（以下「当社アプリ」といいま

す。）その他当社所定のアプリケーションを介したイン

ターネット接続によるものを含みます。）による取引を

「インターネットバンキング」、電話による取引を「テレ

フォンバンキング」、現金自動入出金機による取引を

「キャッシュカード取引」といいます。当社がお客さま

に提供します、インターネットバンキング、テレフォン

バンキング、キャッシュカード取引の各種サービスを

「バンキングサービス」といいます。 

 

第 5条（口座開設方法） 

6. 取引時確認 

(1)～(2) 略 

(3) 日本国籍を保有せずに、永住権をお持ちでない

日本への在留期間の定めがあるお客さま（以下「在留

期間の定めのあるお客さま」といいます。）につきまし

ては、口座開設申込み時に当社へ在留資格および

在留期間その他の必要な事項を届出いただきます。

なお、口座開設申込み日から在留期間満了日までの

期間が当社所定の期間を満たしていない場合には、

口座開設をお断りさせていただくことがあります。 

(4) 略 

 

第 6条（取引の開始） 

1. パスワード等の登録 

当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン

時において、以下のログインパスワード、取引パスワ

ード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表を

設定または受領していただきます。なお、初回ログイ

ン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通

知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申

込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録し

た仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法に
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(3) 略 

 

第 6条（取引の開始） 

１． パスワード等の登録 

当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン

時において、以下のログインパスワード、取引パスワ

ード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表を

設定または受領していただきます。なお、初回ログイ

ン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通

知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申

込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録し

た仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法に



よりログインしていただきます。また、(ii)の場合、デビ

ット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後

にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、

取引の一部が制限されることがあります。これにより生

じた損害については、当社は責任を負いません。 

各種パスワードのうち、デビット暗証番号については、

デビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社

所定の手続きにより登録するものとします。 

また、当社アプリの使用を開始するにあたっては、当

社所定の認証解除キー等（端末を利用した生体認証

を用いる方法を含み、以下「認証解除キー」といいま

す。また、ログインパスワード、取引パスワード、認証

番号表、キャッシュカード暗証番号およびデビット暗

証番号と合わせて「パスワード等」といいます。）を設

定していただきます。 

その他、第 8 条に定める当社認証方法に応じ、識別

符号その他当該認証方法に用いるために必要な情

報（以下「認証情報」といいます。）のうち当社所定の

ものを登録して頂きます。 

(1)～(5) 略 

(6) 認証解除キー 

当社アプリによるインターネットバンキングにおいて、

PIN コードや生体認証を用いる方法など当社アプリ独

自の認証を行う際に使用します。 

 

第 7条（パスワード、カード等の管理等） 

1. パスワード等および認証情報等の管理 

（1） パスワード等、認証情報および端末は、第三者に

知られたり、使われないようお客さまの責任におい

て厳重に管理してください。パスワード等および認

証情報を失念、端末を紛失、あるいは第三者に知

られたり、使われた可能性がある場合には、ただ

ちに当社所定の方法により、パスワード等および

認証情報の変更手続きをしてください。この変更

手続き前に生じた損害については、当社は責任

を負いません。 

2. パスワード等および認証情報の変更 

（1） お客さまは、インターネットバンキングまたはテレフ

ォンバンキングにおいて随時当社所定のパスワー

ド等または認証情報の変更を行うことができます。

この場合、第 8 条（本人確認）に定める方法によ

り、お客さまの本人確認を行います。 

よりログインしていただきます。また、(ii)の場合、デビ
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(1)～(5) 略 
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2. パスワード等の変更 

（1） お客さまは、インターネットバンキングまたはテレフ

ォンバンキングにおいて随時パスワード等の変更

を行うことができます。この場合、第 8 条（本人確

認）に定める方法により、お客さまの本人確認を行

います。 



（2） 当社所定のパスワード等を失念した場合には、当

社所定の手続きを行ってください。なお、パスワー

ド等による本人確認ができない場合は、当社所定

の申込書に必要事項を記入し、当社が求める場

合は届出印を押印のうえ（個人のお客さまは除き

ます。）、当社所定の必要書類を添えてご提出、ま

たは当社所定の必要事項を伝達いただくことによ

り仮ログインパスワードの発行を申込むことがで

き、当社がこれを受領し認めた場合に仮ログイン

パスワードを発行します。仮ログインパスワードに

てログイン後、当社所定の方法により、パスワード

等の再登録を行ってください。 

 

第 8条（本人確認） 

1. パスワード等による本人確認 

当社は、ログイン時または各種バンキングサービス利

用時に入力されたパスワード等と、あらかじめ届出ら

れた各種パスワード等とを照合し、その一致を確認す

ること、これらの一致に加えてログイン時または各種

バンキングサービス利用時に入力された認証情報と

当社がお客さまの端末に送った認証情報を照合し、

その一致を確認すること、当社所定のアプリケーショ

ンに一意に付与された識別符号と当社に登録された

識別符号が一致することを当社所定の方法により確

認すること、その他当社所定の方法（以下「当社認証

方法」といいます。）により、本人確認を行うものとしま

す。なお、当社アプリによるインターネットバンキング

においては認証解除キーによる当社所定の方法によ

り当該アプリ独自の認証による本人確認を行う場合が

あります。 

これにより本人確認をして取引をした場合は、当該パ

スワード等または当該認証情報につきそれらが偽造、

変造、盗用、または不正使用その他の事故があって

も、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、ま

た、これにより生じた損害については、当社は責任を

負いません。 

ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造

キャッシュカードによるものである場合、および盗難キ

ャッシュカードによるものである場合の当社の責任に

ついては、別途定めるキャッシュカード規定にしたが

うものとします。 
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続きを行ってください。なお、パスワード等による

本人確認ができない場合は、当社所定の申込書

に必要事項を記入し、当社が求める場合は届出

印を押印のうえ（個人のお客さまは除きます。）、
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第 8条（本人確認） 

1. パスワード等による本人確認 

当社は、ログイン時または各種バンキングサービス利

用時に入力されたパスワード等と、あらかじめ届出られ

た各種パスワード等とを照合し、その一致を確認する
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これにより本人確認をして取引をした場合は、当該パ

スワード等につきそれらが偽造、変造、盗用、または

不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引

を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損

害については、当社は責任を負いません。 

ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造

キャッシュカードによるものである場合、および盗難キ

ャッシュカードによるものである場合の当社の責任に

ついては、別途定めるキャッシュカード規定にしたがう

ものとします。 

 

 



第 9条（インターネットバンキング） 

1. 取引の依頼方法 

（1） 当社 WEB サイトにアクセスし、または当社所定の

アプリケーションを利用して、当社所定の方法およ

び操作手順にもとづいて、お客さまご自身が画面

より取引内容を入力する方法で取引に必要な所

定の事項を当社に伝達することにより行うものとし

ます。なお、当社認証方法による本人確認を必要

とします。 

 

第 10条（テレフォンバンキング） 

1. 取引の依頼方法 

（1） 当社所定の電話番号あてに架電し、当社所定の

方法および操作手順にもとづいて、お客さまが取

引に必要な所定事項を当社に伝達することにより

行うものとします。なお、当社認証方法による本人

確認を必要とします。 

 

第 16条（届出事項の変更） 

1. 氏名、住所、在留期間満了日、その他の届出事項を

変更する場合または変更があった場合には、ただち

に当社所定の方法により、届出事項の変更手続きを

行ってください。 

 

第 17条（告知、通知の方法） 

1. お客さまは、本規定または各取引規定にもとづき当

社よりお客さまへの告知または通知をする場合に、当

社 WEB サイト上への掲示、書面、電子メール、携帯

電話を利用した文字メッセージ、当社WEBサイトにロ

グイン後に表示するメッセージ画面、その他の方法に

より行われることに同意するものとします。なお、届出

のあった電子メールアドレスにあてて当社が通知を発

信したものの不到達となった場合、当社は以後電子メ

ールによる通知を省略できるものとします。 

2. 届出のあった電子メールアドレス、住所または携帯電

話番号あてに当社が通知を発信した場合において、

通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の

責によらない事由により延着しまたは到達しなかった

場合でも、お客さまは通常到達すべきときに到達した

ものとみなすことに同意するものとします。 

 

 

第 9条（インターネットバンキング） 

1. 取引の依頼方法 

（１） 当社 WEB サイトにアクセスし、または当社所定の

アプリケーションを利用して、当社所定の方法およ

び操作手順にもとづいて、お客さまご自身が画面

より取引内容を入力する方法で取引に必要な所

定の事項を当社に伝達することにより行うものとし

ます。なお、当社所定のパスワード等による本人

確認を必要とします。 

 

第 10条（テレフォンバンキング） 

1. 取引の依頼方法 

（１） 当社所定の電話番号あてに架電し、当社所定の

方法および操作手順にもとづいて、お客さまが取

引に必要な所定事項を当社に伝達することにより

行うものとします。なお、当社所定のパスワード等

による本人確認を必要とします。 

 

第 16条（届出事項の変更） 

1. 氏名、住所、その他の届出事項を変更する場合また

は変更があった場合には、ただちに当社所定の方法

により、届出事項の変更手続きを行ってください。 

 

 

第 17条（告知、通知の方法） 

1. お客さまは、本規定または各取引規定にもとづき当社

よりお客さまへの告知または通知をする場合に、当社

WEBサイト上への掲示、または電子メールその他の方

法により行われることに同意するものとします。 

 

 

 

 

 

2. 届出のあった電子メールアドレスまたは住所あてに当

社が通知を発信した場合において、通信事情、届出

事項の不備・未変更、その他当社の責によらない事由

により延着しまたは到達しなかった場合でも、お客さま

は通常到達すべきときに到達したものとみなすことに

同意するものとします。 

 

 



第 19条（解約、取引の制限について） 

3. 次の各号のいずれか 1 つにでも該当した場合（いず

れの支店との取引または口座に関して該当したもの

かは問わないものとします。）、当社はお客さまに事前

に通知することなく、ただちにお客さまと当社との取引

の全部または一部を停止し、またはお客さまが当社

に保有する預金口座の全部または一部を解約できる

ものとします。 

(1)～(13) 略 

(14) 在留期間の定めのあるお客さまが、当社の求め

に応じ在留資格・在留期間その他必要な事項を当社

所定の方法により届け出なかったとき 

(15) 在留期間の定めのあるお客さまが、当社に届け

出ている在留期間満了日を経過したとき 

(16) 略 

 

第 24条（権利の帰属） 

1. 当社の提供する各種サービスに関する一切の権利

（当社所定アプリの著作権を含みますが、これに限り

ません。）は、当社またはそれぞれの権利保有者に帰

属します。お客さまは、当社が提供する各種サービス

を利用する場合に限り、当社 WEB サイト、当社アプリ

その他当社が提供するツールを利用できるものとし、

当社から請求があった場合、お客さまは速やかに利

用を停止します。 

2. 当社が提供する各種サービスによってお客さまが取

得した情報等について、お客さまは、転載、複製、改

変、リバースエンジニアリング等を行わないものとしま

す。 

 

第 25条（規定の準用） 

略 

 

第 26条（規定の変更） 

略 

 

第 27条（準拠法および合意管轄） 

略 

 

第 19条（解約、取引の制限について） 

3. 次の各号のいずれか 1 つにでも該当した場合（いず

れの支店との取引または口座に関して該当したもの

かは問わないものとします。）、当社はお客さまに事前

に通知することなく、ただちにお客さまと当社との取引

の全部または一部を停止し、またはお客さまが当社

に保有する預金口座の全部または一部を解約できる

ものとします。 

(1)～(13) 略 

（追加） 

 

 

（追加） 

 

(14) 略 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 24条（規定の準用） 

略 

 

第 25条（規定の変更） 

略 

 

第 26条（準拠法および合意管轄） 

略 

 

 


