カード規定（個人のお客様用）
（令和１ 年９月１ 日現在 ）

１．（カードの利用）
普通預金 （総合口 座取引 の普通 預金を 含みます 。以下 同じで す 。）、当座 勘定、貯 蓄預金 につい て発行 したキャ ッシュ カー
ド（以下 これらを 「カー ド」と いいます 。）は 、それぞ れ当該 預金口座 について 、次の 場合に 利用する ことが できま す 。
①当行の 現金自動 預金機（ 現金自 動預入 払出兼用 機 を含 みます 。以下「預金 機」とい います。）を使用 して普 通預金、
当座勘定 、貯蓄預 金（以 下これ らを「預 金」と いいま す 。）に 預入れを する場合 。
②当行お よび当行 がオン ライン 現金自動 支払機 の共同 利用に よ る現金支 払業務 を 提携し た金融 機関等（ 以下「提 携先」
といいま す 。）の 現金自動 支払機（現金 自動預 入払出兼 用機 を 含みます 。以下「 支払機 」とい います。）を使 用して
預金の払 戻しをす る場合 。
③当行お よび提携 先のう ち当行 がオンラ イン 現 金自動 支払機 の 共同利用 による振 込業務 を提携 した金融 機関等（以下
「カード 振込提携 先 」と いいます 。）の自 動振込 機（振 込を行う ことがで きる現金 自動預 入払出 兼用機 を 含みま す。
以下「振込 機」と いいま す 。）を 使用して 振込資 金を預 金口座 か らの振替 えにより 払戻し 、振込 の依頼を する場 合。
④その他 当行所定 の取引 をする 場合。た だし、 普通預 金およ び 当座勘定 について 、法人 （任意 団体を含 みます 。）の
預金者に発行した カード （以下 これら を「法人 カード 」とい い ます 。）は 、提携 先の支 払機を利 用する ことは でき
ません。

２．（カードの発行手数料）
当座勘定 カードの 発行に あたっ ては 、当 行所定 の発行 手数料 を いただき ます。

３．（預金機による預金の預入れ）
(1)

預金 機を使 用して預 金に預 入れを する場 合には、預金機 の画面表 示等 の操 作手順 に従っ て、預金 機にカ ードま たは 通
帳を挿入 し、現金 を投入 して操 作してく ださい 。

(2)

預金 機によ る預入 れは、預 金機の 機種に より当 行所定の 種類の紙 幣および 硬貨に 限りま す。（た だし、硬貨の取 扱い
ができな い機種が ありま す 。）ま た、１ 回あた りの預入 れは、 当行所定 の枚数に よる金 額の範 囲内とし ます。

４．（支払機による預金の払戻し）
(1)

支払 機を使 用して預 金の払 戻しを する場 合には、支払機 の画面表示 等 の操作 手順に 従って、支払機 にカー ドを 挿 入し、
届出 の暗 証 およ び金 額 を正 確に 入力 し てく ださ い 。こ の場 合 、通 帳お よ び払 戻請 求 書の 提出 、ま た は当 座小 切 手の
振出しは 必要あり ません 。

(2)

支払 機によ る払戻し は、支 払機の 機種に より当行 または 提携先所 定 の金額 単位と し、１ 回あたり の払戻 しは、当行ま

(3)

支払 機を使 用して 預金の払 戻しを する場 合に、 払戻請求 金額 と第 ６条（1）に規 定する自 動機利 用手数 料金額 と の合

たは提携 先所定 の 金額の 範囲内 とします 。なお 、１日 あたり の 払戻しは 当行所定 の金額 の範囲 内としま す。

計額が払 戻すこと のでき る 金額 をこえる ときは 、その 払戻し は できませ ん 。
(4)

当座 勘定に おいて、同一日 に支払 機によ る出金お よび数 通の小切 手、手形 等の支 払いを する場合 には、その合 計額が
払戻すこ とのでき る 金額（ 当座貸 越を利 用できる 範囲内 の金額 を含みま す。）をこ えると きは 、そ のいずれ を支払 う
かは 当行 の 任意 とし ま す。 また 、第 ５ 条に よる 振 込機 によ る 振込 の場 合 も同 様と し ます 。な お、 こ の場 合、 当 行が
これらの 手続を完 了する まで支 払機によ る当座 勘定か らの払 戻 しおよび 振込はで きませ ん。

５．（振込機による振込）
振込機を 使用して 振込資 金を預 金口座 からの振 替えに より払 戻 し、振込 の依頼を する場 合には 、振込 機の画面 表示等 の操
作手順に 従って、 振込機 にカー ドを 挿 入し、届 出の暗 証その 他の所定の 事項を正 確に入 力して くださ い 。この 場合に おけ
る預金の 払戻しに ついて は 、通 帳および 払戻請 求書の 提出、 ま たは当座 小切手 の 振出し は必要 ありませ ん 。

６．（自動機利用手数料等）
(1)

支払 機また は振込機 を使用 して預 金の払 戻しをす る場合 には、当行 および 提携先 所定の 支払機・振込機 の利用 に関す
る手数料 （以下「 自動機 利用手 数料」と いいま す 。）を いただ きます 。

(2)

自動 機利用 手数料 は、預金 の払戻 し時に 、通帳 および払 戻請求書 の提出な しで、 または 当座小 切手の振 出しな しで、
その 払戻 し をし た預 金 口座 から 自動 的 に引 落し ま す。 なお 、 提携 先の 自 動機 利用 手 数料 は、 当行 か ら提 携先 に 支払

います。
(3)

当行 の振込 機を使用 して振 込をす る場合 には当行 所定の 振込手数 料を、ま たカー ド 振込 提携先の 振込機 を使用 して振
込する場 合にはカ ード振 込提携 先所定 の 振込手 数料を いただ き ます 。

(4)

振込 手数料 は、振込 資金の 預金口 座から の払戻し 時に、通 帳および 払戻請求 書の提 出なし で、また は当座 小切手 の振
出し なし で 、そ の払 戻 しを した 預金 口 座 か ら自 動 的に 引落 し ます 。な お 、カ ード 振 込提 携先 の振 込 手数 料は 、 当行
からカー ド振込提 携先に 支払い ます。

７．（代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込）
(1)

代理 人（１ 名に限り ます。）による 預金の 預入れ・払戻し および振 込の依頼 をする 場合に は、本人 から代 理人の 氏名、
暗証を届 出てくだ さい。 この場 合、当行 は代理 人のた めのカ ー ドを 発行 します。

(2)

代理 人のカ ードの 利 用につ いても 、この 規定を適 用しま す。

８．（預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い）
(1)

停電 、故障 等により 預金機 による 取扱い ができな い場合 には、窓 口営業時 間内 に 限り、当行本支 店の窓 口でカ ードに

(2)

停電 、故障 等により 当行の 支払機 による 取扱いが できな い 場合に は、窓口 営業時 間内に 限り、当 行が支 払機故 障時等

より預金 に預入れ をする ことが できます 。

の取 扱い と して 定め た 金額 を限 度と し て当 行本 支 店の 窓口 で カー ドに よ り 預 金の 払 戻し をす るこ と がで きま す 。な
お、提携 先の窓口 では、 この取 扱いはし ません 。
(3)

前項 による 払戻しを する場 合には 、当 行所定 の払戻 請求 書 に氏名（法 人の場 合は法人 名 、届出の 代表者 の資格 、氏 名
およ び来 店 者の 役職 、住 所 ・氏 名）、生 年 月日 （個 人 の場 合）、電 話番 号 およ び金 額等 を 記入 のう え 、カ ード とと も
に提出し てくださ い。
この場合 、ご本人 である ことを 確認でき る資料 （運転 免許証 等 ）のご提 示をお願 いする ことが あります 。

(4)

停電 、故障 等により 振込機 による 取扱い ができな い場合 には、窓 口営業時 間内 に 限り、前２項に よるほ か 振込 依頼書
を提 出す る こと によ り 振込 の依 頼を す るこ とが で きま す 。 な お、 カー ド 振込 提携 先 の窓 口で は、 こ の取 扱い は しま
せん。

９．（カードによる預入れ・払戻し金額等の普通預金通帳および貯蓄預金通帳への記入）
カードに より預入 れた金 額、払 戻した 金額、自 動機利 用手数 料 金額 、振 込手数料 金額 の 普通預 金通帳 および貯 蓄預金 通帳
への記入 は、通帳 が預金 機、振 込機、 当行の支 払機も しくは 当 行の通帳 記帳機 で 使用さ れた場 合また は当行本 支店の 窓口
に提出さ れた場合 に行い ます。 また、窓 口でカ ードに より 取 扱 った場合 にも同様 としま す。

１０．（カード・暗証の管理等）
(1)

当行 は、支 払機また は振込 機の操 作の際 に使用さ れたカ ードが、当行が本 人に交 付した カードで あるこ と 、お よび入
力された 暗証と届 出の暗 証とが 一致する ことを 当行所 定の方 法 により確 認のうえ 預金の 払戻し を行いま す。

(2)

カー ドは他 人に使用 されな いよう 保管し てくださ い。暗 証は生年 月日・電 話番号 等 の他 人に推測 されや すい番 号の利
用を 避け 、 他人 に知 ら れな いよ う 管 理 して くだ さ い 。 カー ド が、 偽造 、 盗難 、紛 失 等に より 他人 に 使用 され る おそ
れが 生じ た 場合 また は 他人 に使 用さ れ たこ とを 認 知し た場 合 には 、す み やか に本 人 から 当行 に通 知 して くだ さ い。
この通知 を受けた ときは 、直ち にカード による 預金の 払戻し 停 止の措置 を講じま す。

(3)

カー ドの盗 難にあっ た場合 には、 当行所 定の届出 書を当 行に提出 してくだ さい。

１１．（偽造カード等による払戻し等）
偽造また は変造カ ードに よる払 戻しに ついては 、本人 の故意 に よる場合 または当 該払戻 しにつ いて当 行が善意 かつ無 過失
であって 本人に重 大な過 失があ ることを 当行が 証明し た場合 を除き、そ の効力を 生じな いもの とします 。
この場合 、本人は 、当行 所定の 書類を 提出し、 カード および 暗 証の管理 状況、被 害状況 、警察 への通 知状況等 につい て当
行の調査 に協力す るもの としま す 。

１２．（盗難カードによる払戻し等）
(1)

カー ドの盗 難により 、他人 に当該 カードを 不正使 用され 生じた払戻 しについ ては 、次の各号 のすべ てに該 当する 場合、
本人は当 行に対し て当該 払戻し 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 額の補て んを請 求する
ことがで きます 。
①カード の盗難に 気づい てから すみやか に 、当 行への 通知が 行 われてい ること
②当行の 調査に対 し、本 人より 十分な説 明が行 われて いるこ と

③当行に 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 が本人の 故意に よる場合 を除き、当行は 、当行 へ通知が 行われ た日の ３０日
（た だし 、 当行 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 を本 人が 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 （「補て ん対象 額」と いいま す 。）を補て 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 行が 善意 か つ無 過失 で あり 、か つ 、本 人に 過失 が ある こと を 当行
が証明し た場合に は、当 行は補 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 当行への 通知が 、盗難が 行われた 日（当該 盗難が 行われた 日が明 らかで ないとき は 、
当該盗難 にかかる 盗難カ ード等 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 とを当行 が証明し た場合 には、当行は補 てん責 任を負 いませ
ん。
①当該払 戻しが行 われた ことに ついて 当 行が善 意かつ 無過失 で あり、か つ、次の いずれ かに該 当する場 合
Ａ．本人 に重大な 過失が あるこ とを当行 が証明 した場 合
Ｂ．本人 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（家事 全般 を行 ってい る家
政婦など ）によっ て行わ れた場 合
Ｃ．本人 が、被害 状況に ついて の 当行に 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、 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 てカード が盗難 にあっ た場合

１３．（カードの紛失、届出事項の変更等）
カードを 紛失した 場合ま たは氏 名、代 理人、暗 証その 他の届 出 事項に変 更があっ た場合 には、 直ちに 本人から 当行所 定の
方法によ り当行に 届出て くださ い 。

１４．（カードの再発行等）
(1)

カー ドの盗 難、紛失等 の場合 のカード の再発 行は 、当行 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

(2)

カー ドを再 発行する 場合に は、当 行所定 の再発行 手数料 をいただ きます 。

き、また 保証人を 求める ことが あります 。

１５．（預金機・支払機・振込機への誤入力等）
預金機・支 払機・振 込機の使 用に際 し、金額 等の誤 入力によ り 発生した 損害につ いては 、当行は 責任を 負いませ ん。なお 、
提携先の 支払機ま たはカ ード振 込提携 先 の振込 機を使 用した 場 合の提携 先および カード 振込提 携先の 責任につ いても 同様
とします 。

１６．（解約、カードの利用停止等）
(1)

預金 口座を解約する 場合（ 当座勘 定で、当 行から の申し 出により解 約する場 合およ び手形 交換所 の 取引停 止処分 を受
けたこと により 解 約する 場合も 含みます 。）ま たはカ ードの 利 用を取り やめる 場 合には 、その カード を 当店 に返却し
てく ださ い 。な お、 当 行普 通預 金規 定 また は貯 蓄 預金 規定 に より 、預 金 口座 が解 約 され た場 合に も 同様 に返 却 して
ください 。

(2)

カー ドの改ざん、不 正使用 など当 行がカ ードの 利 用を不 適当と認 めた場合 には、その利 用をお断 りする ことが ありま

(3)

次の 場合に は、カー ドの利 用を停 止する ことがあ ります 。この場合 、当行の 窓口に おいて 当行所定 の本人 確認書 類の

す。この 場合、当 行から の請求 がありし だい 直 ちにカ ードを 当 店に返却 ください 。

提示を受 け、当行 が本人 である ことを 確 認でき たとき に停止 を 解除しま す。
①第１７ 条に定め る規定 に違反 した場合
②預金口 座に関し 、最終 の預入 れまたは 払戻し から当 行が別 途 表示 する 一定の期 間が経 過した 場合
③カード が偽造、 盗難、 紛失等 により不 正に使 用され るおそ れ があると 当行が判 断した 場合

１７．（譲渡、質入れ等の禁止）
カードは 譲渡、質 入れま たは貸 与するこ とはで きませ ん 。

１８．（規定の適用）
この規定 に定めの ない事 項につ いては 、当行普 通預金 規定 、 総 合口座取 引規定 、 当座勘 定規定 、貯蓄 預金規定 および 振込

規定によ り取扱い ます。

１９．（規定の変更）
(1)

この 規定は、法令の 変更、社会情 勢・金 融情勢の 変更、そ の他、当 行が相当 の事由 がある と認めら れる 場 合には 、店

(2)

前項 の変更 は、公表 等の際 に定め る適用 開始日か ら適用 されるも のとしま す 。

頭表示、 ホームペ ージで の 告知 その他の 相当の 方法で 公表す る ことによ り 、変更 するこ とがで きるもの としま す 。

以

上

