ペイジー口座振替受付サービス規定（個人のお客様用）
（令和１ 年９月１ 日現在 ）

１．（適用範囲）
(1)

当行 と預金 口座振 替に関す る契約 を締結 し、か つ、日本 マルチペ イメント ネット ワーク 運営機 構（以下 「運営 機構」
とい いま す。）所定 の収 納機 関 規約 を承 認 のう え、 運 営機 構に 収納 機関 と して 登録 され た 法人 等（ 以 下「 収納 機関 」
といいま す。）、もしく は当該 収納機 関から委 託を受 けた法 人の 窓口（ 以下「取扱 窓口」といい ます。）に対 して 、当
行がカー ド規定に もとづ いて発 行するキ ャッシ ュカー ドのう ち 普通預金（総合 口座取引 の普通 預金を 含みま す。）の
キャ ッシ ュ カー ド （ 以下 「 カー ド」 と いい ます 。）を 提示 して 、後 記３ （1） の預 金口 座振 替 の依 頼を 行 うこ とに よ
り当 行の 「 ペイ ジー 口座 振 替受 付 サ ー ビス 」（以下 「 本サ ービ ス」 とい い ます 。）を利 用す る 場合 は、 こ の規 定に よ
り取扱い ます。

(2)

本サ ービス が 利用 できるの は、当 該カー ドの発 行されて いる 預金 口座（以 下「当 該口座 」とい います 。）の預金 者本
人に限り ます。

(3)

本サ ービス は 当行が 本サー ビスに 利用す ることを 承認し たカード のみ 利用 できる ことと します 。
なお、代 理人カー ド、法 人カー ド、およ び貯蓄 預金カ ードは 本 サービス をご 利用 いただ けませ ん 。

２．（利用方法等）
(1)

本サ ービス を 利用す るとき は、預 金者は、自らカ ードを 取 扱窓口に 設置され た本サ ービス にかかる 機能を 備えた 端末
機（以 下「 端末機 」とい います 。）に読み取 らせ 、自ら 端末機 にカード の暗証番 号と必 要項目 を第三者（収 納機関 の
従業員を 含みます 。）に見 られな いよう に 注意 しつつ入 力して ください 。

(2)

次の 場合に は、本サ ービス を利用 するこ とはでき ません 。
①停電、 故障等に より端 末機に よる取扱 いがで きない 場合
②取扱窓 口におい て購入 する商 品または 提供を 受ける 役務等 が 、収納機関 が預金 口座振 替による 支払を 受ける ことが
できない と 定めた 商品ま たは役 務等に該 当する 場合

(3)

次の 場合に は、カー ドを本 サービ スに利 用するこ とはで きません 。
①当行所 定の回数 を超え てカー ドの暗証 番号を 誤って 端末機 に 入力した 場合
②カード （磁気ス トライ プの電 磁的記録 を含み ます。） が破損 している 場合

(4)

当行 が本サ ービスを 利用す ること ができ ない 日ま たは時 間帯とし て定めた 日また は時間 帯は、本 サービ スを利 用する
ことはで きません 。

３．（預金口座振替契約等）
(1)

前記 ２(1)に より暗 証番号 の入力 がされた ときに 、契約 が解除され るまでの 期間、 収納機 関から 当行に都 度送付 され
る請 求書 記 載の 金額 を 、預 金者 に通 知 する こと な く 、 当該 口 座か ら引 き 落と しの う え支 払う 旨の 契 約（ 本規 定 にお
いて「 預金口 座振替 」とい います。）が 成立し たもの とみな し ます 。ただし 、暗 証番号の 入力後 、端 末機に 預金口座
振替依頼 の受付確 認を表 す電文 が表示さ れない ときは 預金口 座 振替は成 立しなか ったも のとし ます 。
当行 が預 金 口座 振替 が 成立 した もの と みな した 場 合、 当行 は 、普 通預 金 規定 にか か わら ず 、 払戻 請 求書 およ び 預金
通帳の提 出なしに 当該口 座より 請求書記 載の金 額を引 き落と し ます。

(2)

前記 (1)にか かわら ず 、当 行所定 の手続に よる預 金者の 本 人確認が できない 場合に は、当 行は預 金口座振 替 を解 除で
きるもの とします 。

(3)

収納 機関の指定する 振替指 定日（ 当日が 銀行休業 日の場 合は翌営 業日）に おいて 請求書 記載金額 が当該 口座の 支払可
能金 額（ 当 座貸 越（ 総合 口 座取 引 に よ る貸 越を 含 みま す。）を 利用 でき る 範囲 内の 金額 を 含み ます 。）を こえ ると き
は、預金 者に通知 するこ となく 、請求書 を収納 機関に 返却し ま す。
また 、振 替 指定 日に 当 該口 座 か らの 引 き落 とし が 複数 あり 、 その 引き 落 とし の総 額 が当 該口 座 の 支 払可 能金 額 をこ
える場合 は、その いずれ を 引き 落とすか は当行 の任意 としま す 。

(4)

収納 機関の都合で、収納機 関が預 金者に 対して割 り当て る契約者 番号等 が 変更に なった ときは 、当行は変更後 の契約

(5)

預金 者は、暗証番号 等を入 力する 前に、端末機の 表示お よ び収納機 関との間 の契約 書面等 により、本サー ビス申 込内

者番号で 引き続き 取扱う ものと します 。

容を確認 するとと もに、前項に より預 金口座振 替契約 が成立 し た後に端 末機から 出力さ れる口 座振替契 約確認 書（以
下「確認 書」といい ます。）を確認 するも のとし 、確認 書が自 己の意志 に沿わな い場合 には 、ただち に確認 書記載 の
問い合わ せ先に連 絡して くださ い。

(6)

預金 口座振 替を解除 すると きは 、預金者 から当行 へ所定 の手続に より届出 るもの としま す 。なお 、この 届出が ないま
ま長 期間 に わた り収 納 機関 から 請求 書 の送 付が な い等 相当 の 事由 があ る とき は、 当 行は 預金 口座 振 替 が 終了 し たも
のとして 取扱うこ とがで きるも のとしま す 。

４．（本サービスの機能を停止する場合）
カードに よる本サ ービス をご希 望され ない場合 には、 当行所 定 の方法に より取引 停止手 続を行 ってく ださい 。 この手 続を
行った場 合は、当 行は当 該口座 に対し て本サー ビスな らびに デ ビットカ ード 取引 規定に 定める デビッ トカード 取引も 同時
に機能を 停止する 措置を 講じま す。当行 は、こ の手続 前に生 じ た損害に ついては 、責任 を負い ません。

５．（免責事項）
(1)

当行 が、カ ードの 電磁的記 録によ って、 端末機 の操作の 際に使用 されたカ ードを 当行が 交付し たものと して処 理し、
入力 され た 暗証 番号 と 届出 の暗 証番 号 との 一致 を 確認 して 預 金口 座振 替 の受 付を し たう えは 、カ ー ドま たは 暗 証番
号に つき 偽 造、 変造 、 盗用 、紛 失そ の 他の 事故 が あっ ても 、 その ため に 生じ た損 害 につ いて は 、 当 行は 責任 を 負い
ません。
ただ し、 預 金口 座振 替 の受 付が 偽造 カ ード によ る もの であ り 、カ ード お よび 暗証 番 号の 管理 につ い て預 金者 の 責に
帰すべき 事由がな かった ことを 当行が確 認でき た場合 の当行 の 責任につ いては 、 このか ぎりで はありま せん 。

(2)

本サ ービス について 仮に紛 議が生 じても 、当行の 責めに よる場合 を除き、お客様 と収納 機関との 間で遅 滞なく これを
解決する ものとし 、当行 は一切 の責任を 負わな いもの としま す 。

６．（規定の準用）
この規定 に定めの ない事 項につ いては 、カード 規定に より取 扱 います。 なお、カ ード規 定の適 用につ いては、 同規定 第１
５条中「 預金機・ 支払機 ・振込 機」とあ るのは 「端末 機」と 読み替える ものとし ます 。

７．（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

