ＩＣカード規定（個人および法人のお客様用）
（令和１ 年９月１ 日現在 ）

１．（規定の適用範囲等）
(1)

この 規定は、ＩＣ カード（ 従来の キャッ シュカ ードに Ｉ Ｃチップ を搭載し たカー ドをい います 。）を利 用するに あた
り適用さ れる事項 を定め るもの です。

(2)

この 規定に定めがな い事項 につい ては 、当行 のカード 規 定を適用 します 。なお 、カ ード規 定は「個人 のお客様 用」と
「法 人の お 客様 用」 の二 種 類ご ざい ま すの で 、 該 当す るカ ー ド規 定(以下 「 カー ド規 定」 と いい ます 。)を ご参 照く
ださい。

２．（ＩＣチップ内情報の利用範囲）
ＩＣカー ドに搭載 された ＩＣチ ップ内に 格納さ れた情 報等は、この情報 の利用が 可能な ＡＴＭ 、ＣＤそ の他の 端末（ 以下、
「ＩＣカ ード対応 ＡＴＭ 」とい います。）を利 用する場 合に使 用されま す。
当行の一 部のＡＴ Ｍおよ びカー ド規定 第１条に 定める 現金支 払 業務提携 先 ・振込 業務提 携先 が 設置し たＡＴＭ 、ＣＤ のう
ちＩＣチ ップに格 納した 情報等 の利用が できな い ＡＴ Ｍまた は ＣＤ（ 以下「ＩＣ カード 未対応 ＡＴＭ 」と いいます 。）では
ＩＣチッ プ内に格 納され た情報 等は使用 されず 、ＩＣ カード の 磁気スト ライプ 部 分に格 納した 情報等が 使用さ れます 。

３．（代理人カード）
(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 人もしく はお届 けの
法人代表 者から代 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（ 以下、「代理 人カ
ード」と いいます 。）を発 行しま す。

(2)

代理 人カー ドにより 振込を 依頼す るとき は 、振込 依頼人 名を入力 しない場 合は本 人名義 となりま す。

４．（振込カード機能）
(1)

当行 のＩＣ カード対 応ＡＴ Ｍにお いて振 込を実施 した場 合には、Ｉ Ｃカー ド対応 ＡＴＭ 等の画面 指示 に従って 必要な
操作をす ることに より、Ｉ Ｃチッ プ内に当 該振込 にかか る振込 先および 振込依頼 人に関 する情 報（以下、
「振込情報 」
といいま す。）を 、当行 所定の 件数を限 度とし て格納 し次回 以 降 の振込 に利用す ること ができ ます 。この場合 、振込
券は使用 できませ ん。

(2)

ＩＣ チップ 内に格納 された 振込情 報は 、ＩＣチップが 故障 した場合 には復元 できま せん 。また 、Ｉ Ｃカー ドを再発 行・
再交付す る場合に は新し いＩＣ カードに 当該振 込情報 は引き 継 がれませ ん 。

５．（デビットカード取引）
ＩＣカー ドを使用 してデ ビット カード 取引を利 用する 場合、 Ｉ Ｃチップ 内に格納 された 情報等 は使用 されず、 ＩＣカ ード
の磁気ス トライプ 部分に 格納し た情報等 が使用 されま す。

６．（ＩＣカード対応ＡＴＭ等の故障時の取り扱い）
ＩＣカー ド対応Ａ ＴＭの 故障時 には、Ｉ Ｃチッ プ内に 格納さ れ た情報等 は利用で きませ ん。

７．（ＩＣチップ読取不能時の取り扱い等）
(1)

ＩＣ チップ の故障等 によっ て、Ｉ Ｃカード 対応Ａ ＴＭに お いてＩＣ チップを 読み取 ること ができな くなっ た 場合 には、
ＩＣ チッ プ 内に 格納 さ れた 情報 等の 利 用は でき ま せん 。こ の 場合 、当 行 所定 の手 続 きに した がっ て 、す みや か に当
行にＩＣ カードの 再発行 を申し 出てくだ さい 。

(2)

ＩＣ チップ の故障等 によっ て、Ｉ Ｃカード 対応Ａ ＴＭに お いてＩＣ チップを 読み取 ること ができな くなっ たこと によ
り損害が 生じても 、当行 は責任 を負いま せん 。

８．（カード発行手数料）
カード発 行（再発 行を含 みます。）にあ たって は 、当行 所定の 手数料を いただき ます。

９．（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
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 。

(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 。
以

上

