お客様へ（個人のお客様用）
カード規 定第１１ 条、第 １２条 の「重大 な過失 」また は「過 失 」となり うる場合 は次の とおり です。
キャッシ ュカード や 暗証 番号の 管理には 十分ご 注意い ただき ま すようお 願いいた します 。

[重大な過失または過失となりうる場合]
１．（本人の重大な過失となりうる場合）
本人の重 大な過失 となり うる場 合とは、「故意 」と同 視しうる 程度に注 意義務に 著しく 違反す る場合 であり、 その事 例は、
典型的に は以下の とおり 。
(1)

本人 が他人 に暗証を 知らせ た場合

(2)

本人 が暗証 をキャッ シュカ ード 上 に書き 記してい た場合

(3)

本人 が他人 にキャッ シュカ ードを 渡した 場合

(4)

その 他本人 に(1)か ら(3)ま での場 合と同 程度の著 しい注 意義務違 反がある と認め られる 場合

２．（本人の過失となりうる場合）
本人の過 失となり うる場 合の事 例は、以 下のと おり。
(1)

次の ①また は②に 該 当する 場合
①金融機 関から生 年月日 等 の類 推されや すい暗 証番号 から別 の 番号に変 更するよ う個別 的、具 体的、複 数回に わたる
働きかけ が行われ たにも かかわ らず 、生 年月日 、自宅 の住所・地番・電 話番号、勤務先 の電話 番号、自 動車な どの
ナンバー を 暗証に してい た場合 であり 、か つ、キャッ シュカー ドをそれ らの 暗証 を推測 させる 書類等（免 許証 、健
康保険証 、パスポ ートな ど）と ともに携 行・保 管して いた 場 合
②暗証を 容易に第 三者が 認知で きるよう な 形で メモな どに書 き 記し、かつ 、キャ ッシュ カードと ともに 携行・保管し
ていた場 合

(2)

(1)のほか、 次の① のいず れかに 該当し、 かつ、 ②のい ず れかに該 当する場 合で、 これら の事由 が相まっ て被害 が発
生したと 認められ る場合
①暗証の 管理
ア．金融 機関から 生年月 日等の 類推され やすい 暗証番 号から別 の番号に 変更する よう個 別的、具体的、複数回 にわ
たる働き かけが行 われた にもか かわらず 、生年 月日、自宅の住 所・地番・電話番 号 、勤 務先の電 話番号 、自動
車などの ナンバー を 暗証 にして いた 場合
イ．暗証 をロッカ ー、貴 重品ボ ックス、携帯電 話など 金融機関 の取引以 外で使用 する暗 証とし ても 使用 してい た場
合
②キャッ シュカー ドの 管 理
ア．キャッ シュカ ードを 入れた 財布など を自動 車内な どの他人 の目につ きやすい 場所に 放置す るなど、第三者 に容
易に奪わ れる状態 におい た場合
イ．酩てい 等によ り通常 の注意 義務を果 たせな くなる などキャ ッシュカ ードを 容 易に他 人に奪 われる状 況にお いた
場合

(3)

その 他(1)(2)の場合 と同程 度の注 意義務 違反があ ると認 められる 場合
以

上

