キヨー生体認証ＩＣカード規定
（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、生体認 証ＩＣ カード（従来の キャッ シュカ ー ドに ＩＣ チップを 搭載し たカー ドのうち 生体認 証情報 を登
録できる 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 定および ＩＣカー ド規定 を適用 します。

(3)

本規 定にお いて 、生体 認証情 報の登録 を行っ た生体 認証 ＩＣカー ドを「登録 済生体認 証ＩＣ カード 」と いいま す 。ま
た、 生体 認 証Ｉ Ｃカ ー ドに 搭載 され た ＩＣ チッ プ 内に 格納 さ れた 情報 を 利用 可能 な 「支 払機 」お よ び「 振込 機 」の
ことを「 生体認証 対応自 動機 」 といいま す。

２．（生体認証の対象預金）
(1)

生体 認証の対象とす ること ができ る 預金 口座の種 類は次 のとおり です 。
生体 認証 Ｉ Ｃカ ード の 発 行 口座 とな る 普通 預金 口 座 （ 総合 口 座取 引の 普 通預 金口 座 を 含 みま す。）、決済 用 普通 預金
口座（総 合口座取 引の決 済用普 通預金口 座 を含 みます。）、貯 蓄 預金口座 、個人の お取引 の当座 預金口座 。

(2)

生体 認証の利用にあ たって は、あ らかじ め 生体認 証ＩＣ カードの 申込が必 要です 。

３．（生体認証の定義）
(1)

生体 認証と は、当 行との間 の銀行 取引に おいて 、預金者 本人 であ ることの 確認手 段の一 つとし て用いる 認証方 式で、
生体 認証 機 能を 搭載 した Ｉ Ｃカ ード （ 以下 、「生体 認 証Ｉ Ｃカ ード 」と い いま す 。）上 のＩ Ｃ チッ プに 当 行所 定の 機
器、 操作 お よび 手続 き によ り 預 金者 の 生体 認証 情 報 を 登録 し 、こ れを 当 行所 定の 機 器に より 当該 預 金者 の生 体 認証
情報 と照 合 する こと に より 認証 を行 う もの をい い ます 。な お 、生 体認 証 情報 は、 Ｉ Ｃカ ード 上の Ｉ Ｃチ ップ 内 のみ
に保管し 、当行は 情報を 保有し ません。

(2)

生体 認証情 報として 生体認 証ＩＣ カード に指静脈 情報を 登録しま す。

４．（生体認証情報の登録）
(1)

生体 認証情 報の登録 は、当 行本支 店にお ける当行 所定の 窓口にて 取扱いし ます。本人が 生体認証 ＩＣカ ードを 持って
当行所定 の窓口で 、当行 所定の 書面によ る申込 を行っ てくだ さ い 。

(2)

前項 の申込 を受けた 場合、当行は 申込内 容を確認 して、当 行所定の 機器によ り生体 認証Ｉ Ｃカード 上のＩ Ｃチッ プに

(3)

生体 認証情 報登録 に 当たっ ては、当行所定 の本人 確認を 行わせてい ただきま す 。十 分な本人 確認が できな い場合 には、

生体認証 情報を登 録しま す。

当行は生 体認証情 報の登 録をお 断りする ことが ありま す 。

５．（生体認証情報の利用範囲）
登録済生 体認証 Ｉ Ｃカー ドを、 生体認 証対応自 動機 を 使用し て 、預金の 払戻しそ の他当 行所定 の取引 （以下「 払戻し 等」
といいま す。）を する場合 には、 生体認 証情報 による本 人確認 を行いま す。

６．（暗証・生体認証情報の照合等）
(1)

登録 済生体 認証ＩＣ カード が当行 の生体 認証対応 自動機 で使用さ れた場合 には、当行は 、生体認 証情報 につい て当行
所定 の機 器 によ って 同 一性 が認 定さ れ 、か つ、 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 証が一致 してい ること を当行所 定の方 法によ り確認 の うえ、払 戻し等を 行いま す。

(2)

未登 録生体 認証ＩＣ カード が当行 の生体 認証対応 自動機 で使用さ れた場合 には、当行は 、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 証が 一致 し てい るこ と を 当 行所 定 の方 法に より 確 認の うえ 、 払戻
し等を行 います。

(3)

登録 済生体 認証ＩＣ カード または 未登録 生体認証 ＩＣカ ードが、当 行の生 体認証 非対応 自動機 で 使用さ れた場 合には 、
当行 は、 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 が一 致し て いる こと を 当行
所定の方 法により 確認の うえ、 払戻し等 を行い ます。

７．（生体認証情報の変更登録）
生体認証 情報の登 録変更 を行う 場合に は、当行 の窓口 にて、 当 行所定の 書類を提 出して くださ い。当 行は、本 人確認 を行
う等、所 定の手続 きをし た後に 登録の変 更を行 います 。

８．（代理人による生体認証ＩＣカードの利用）
(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 めの生 体 認証ＩＣ カードを 発行し ます。

(2)

代理 人の生 体認証 ＩＣカー ドの利 用につ いても 、この規 定を適用 します。 なお、 第４条 に定め る生体情 報の登 録は、
代理人の 同意を得 て、本 人から 申し込ん でくだ さい。

９．（生体認証装置の障害時の取扱い）
生体認証 を行う当 行所定 の機器 に障害 が生じた 場合、 登録済 生 体認証Ｉ Ｃカード を使用 してい ても、 生体情報 照合 は 行わ
ずＩＣカ ード規定 第２条 により 取扱いま す。

１０．（カード発行手数料）
生体認証 ＩＣカー ドの発 行（再 発行）に あたっ ては、 当行所 定 のカード 発行手数 料 をい ただき ます。

１１．（生体認証ＩＣカードの解約等）
次の場合 、生体認 証ＩＣ カード は解約と なりま す 。こ の場合 に は、生体 認証ＩＣ カード を当店 に返却し てくだ さい。
①本人か ら、生体 認証Ｉ Ｃカー ドの解約 の申し 出があ った場 合
②本人か ら、生体 認証情 報の削 除の申し 出があ った場 合
③当行普 通預金規 定 、貯 蓄預金 規定、総 合口座 取引規 定 また は 、当座勘 定規定 に より預 金口座 が解約と なった 場合

１２．
（キャッシュカードまたはＩＣカードから生体認証ＩＣカードに切替される場合のご注意）
キャッシ ュカード または ＩＣカ ードか ら 生体認 証ＩＣ カード へ 切替発行 し、生体 認証Ｉ Ｃカー ドにて 払戻し等 を行っ た場
合、切替 前のカー ドは使 用でき なくなり ます。 生体認 証情報 登 録 に来店 する時に 、切替 前のカ ードを 持 参くだ さい。

１３．（デビットカード取引におけるご注意）
生体認証 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、生 体認証 に よる本 人確認 は行われ ません 。

１４．（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 。

【個人情報保護法関連条項】
生体認証 ＩＣカー ドの申 込者お よび申 込者の代 理人は 、当行 が次の目的 のために ＩＣカ ード上 のＩＣ チップに 自己の 指静
脈情報を 登録・保 管する ことに 同意しま す。
(1)

指静 脈情報 は、当行 所定の 機器に より、申込者ま たはそ の 代理人の 指静脈情 報とＩ Ｃチッ プに登録・保管 した指 静脈
情報 を照 合 する こと に より 、当 行と の 間の 銀行 取 引に つい て 当行 が預 金 者本 人ま た はそ の 代 理人 で ある こと の 確認
手段の一 つとして 使用し ます。

(2)

指静 脈情報 を利用す る当行 との間 の銀行 取引につ いては 、原則と して次に 定める ところ によりま す 。
①登録済 ＩＣカー ドによ り、当 行の生体 認証対 応自動 機 を使 用 して、払 戻し等を する場 合
②その他 、当 行が必 要と認め た場合（た だし 、銀行 法施行 規則 等 により 、適 切な業 務運営そ の他の 必要と 認められ る
場合に限ります。）
以

上

