貸金庫規定（カード式）
（令和１ 年９月１ 日現在 ）

１．（格納品の範囲）
(1)

保護 箱には 、次に掲 げるも のを 格 納する ことがで きます 。
①公社債 券、株券 その他 の有価 証券
②預金通 帳・証書 、契約 証書、 権利書そ の他の 重要書 類
③貴金属 、宝石そ の他の 貴重品
④前各号 に掲げる ものに 準ずる と認めら れるも の

(2)

当行 は前項 各号に掲 げるも のにつ いても 、相当の 理由が あるとき は格納を おこと わりす ることが ありま す 。

２．（契約期間等）
この契約 の当初契 約期間 は、契 約日か ら最初に 到来す る３月 末 日までと し、契約 期間満 了日 ま でに借 主または 当行か ら解
約の申出 をしない かぎり 、この 契約は期 間満了 日 の翌 日から １ 年間継続 されるも のとし ます 。
継続後も 同様とし ます。

３．（使用料）
(1)

保護 箱の使 用料は、当行所 定の料 率によ り１年分 を前払 いするも のとし 、毎年４ 月の当 行所定の 日に、借主が 指定し
た預 金口 座 から 、普 通 預金 ・総 合口 座 通帳 、同 払 戻請 求書 ま たは 小切 手 によ らず 自 動引 落 し のう え 使用 料に 充 当し
ます 。な お 、当 初契 約 期間 の使 用料 は 、契 約時 に 契約 日の 属 する 月を １ か月 とし て その 月か ら月 割 計算 によ り 支払
ってくだ さい。

(2)

使用 料は諸 般の情勢 により 変更す ること がありま す 。変 更後の使 用料は、変更日 以後最 初に継続 される 契約期 間から
適用しま す。

(3)

契約 期間中 に解約が あった 場合は 、解約日 の属す る月の 翌 月から期 間満了日 までの 使用料 を月割計 算によ り返戻 しま
す。

４．（鍵等の保管）
(1)

保護 箱に付 属する鍵 正副２ 個のう ち、正鍵 は借主 が保管 し、副鍵は当 行立会 いのう え借主が 届出の 印章に より封 印し、
当行が保 管します 。

(2)

主お よび借 主があ らかじめ 届出た 代理人 に貸金 庫ご利用 カード（ 以下「ご 利用カ ード」 といい ます。）を発行致 しま
すので、 借主およ び代理 人が保 管してく ださい 。

５．（保護箱の開閉等）
(1)

保護 箱の開 閉は、借 主また は借主 があら かじめ届 出た代 理人が正 鍵を使用 してお こなっ てくださ い 。

(2)

開箱 にあた っては 、ご利用 カード をカード 読取機 に挿入 し、届出の暗 証番号 をボタ ンにより 操作し てくだ さい。な お、
閉箱後は 保護箱の 施錠を 確認し てくださ い。

(3)

格納 品の出し入れは 、当行 所定の 場所で おこなっ てくだ さい 。

６．（届出事項の変更等）
(1)

印章 もしく はご利用 カード を失っ たとき 、または 印章、暗証番号 、名称、代表者 、代理 人、住所 その他の届出 事項に
変更があ ったとき は、直 ちに書 面によっ て当店 に届出 てくだ さ い 。
正鍵を失 ったとき もしく は 毀損 したとき も同様 としま す。

(2)

前記 (1)の印 章、名 称、住 所その 他の届出 事項の 変更の 届 出前に生 じた損害 につい ては 、 当行に 過失があ る場合 を除

(3)

届出 のあっ た名称、住所に あてて 当行が 通知また は送付 書類を発 送した場 合には 、延着 しまたは 到達し なかっ たとき

き、当行 は責任を 負いま せん。

でも通常 到達すべ き時に 到達し たものと みなし ます 。

７．（ご利用カード、鍵の喪失時等の取扱い）
(1)

ご利 用カー ドもしく は 正鍵 を失っ た場合 の保護箱 の開閉 は当行所 定の手続 をした 後にお こなって くださ い 。

(2)

正鍵 を失っ た場合ま たは毀 損した 場合は 、錠前等 の取替 えに要す る費用を 支払っ てくだ さい。な お、当 行が保 護箱の

この場合 、相当の 期間を おき、 また、保 証人を 求める ことが あ ります 。

変更を求 めたとき は、直 ちにこ れに応じ てくだ さい。
(3)

ご利 用カー ドの再発 行にあ たって は、当 行所定の 再発行 手数料 を 支払って くださ い。

８．（暗証番号照合、印鑑照合等）
(1)

護箱 の開箱 にあたり 、カー ド読取 機操作 の際使用 された ご利用カ ードを確 認のう え記録（ご利用 カード を自動 的に転
写する方 式による ）し、同時に 暗証番 号と届 出の暗証 番号の 一 致を確認 して開箱 その他 の取扱 いをしま したう えは 、
借主 また は 代理 人自 身 が操 作し たも の とし 、ご 利 用カ ード ま たは 暗証 番 号に つき 、 偽造 、変 造そ 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 。な お 、使 用さ れ る鍵 につ いて 当 行は 確認 す る義
務を負い ません。

(2)

諸届 その他の貸金庫 取引に 関する 書類に 使用され た印影 を届出の 印鑑と相 当の注 意をも って照合 し、相 違ない ものと
認め て取 扱 いを しま し たう えは 、そ れ らの 書類 に つき 、偽 造 、変 造そ 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。

９．（損害の負担等）
(1)

災害 、事変 その他の 不可抗 力の事 由また は当行の 責めに よらない 事由によ り、保 護箱設 備 の故障 等が発 生した 場合に
は、保護 箱の開箱 に応じ られな いことが ありま す 。こ 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 。

(2)

前項 の事由 による格 納品の 紛失、 滅失、 毀損、変 質等の 損害につ いても当 行は責 任を負 いません 。

(3)

借主 もしく は代理人 の責に 帰すべ き事由 または格 納品の 変質等に より、当 行また は第三 者が損害 を受け たとき は 、そ
の損害を 賠償して くださ い 。

１０．（反社会的勢力との取引拒絶）
この貸金 庫は、第 １１条 第３項 各号の いずれに も該当 しない 場 合に利用 すること ができ 、第１ １条第 ３項各号 の一に でも
該当する 場合には 、当行 はこの 貸金庫の 使用申 込をお 断りす る ものとし ます 。

１１．（解約等）
(1)

この 契約は、借 主の申 出によ りいつで も解約 するこ とが できます 。こ の場合 、正 鍵、ご利用 カード および 届 出の印 章
を持 参し 、 当行 所定 の 手続 をし たう え 保護 箱を 直 ちに 明渡 し てく ださ い 。な お、 正 鍵、 ご利 用カ ー ドま たは 届 出の
印章を失 った場合 に解約 すると きは、こ のほか 第７条 に準じ て 取扱いま す。

(2)

当行 から解 約の通知 があっ たとき は 、直 ちに前項 と同様 の手続を したうえ 保護箱 を明渡 してくだ さい 。第２条 により
契約期間 が満了し 、契約 が更新 されない ときも 同様と します 。
①借主が 使用料を 支払わ ないと き
②借主に ついて相 続の開 始があ ったとき
③借主も しくは代 理人の 責めに 帰すべき 事由ま たは格 納品の 変 質等によ り、当行 もしく は第三者 に損害 を与え または
そのおそ れがある と 認め られる 相当の事 由が生 じたと き
④店舗の 改築、閉 鎖その 他相当 の事由が あると き
⑤借主ま たは代理 人がこ の規定 に違反し たとき

(3)

前項 のほか 、次の各 号の一 にでも 該当し 、当行が 取引を 継 続するこ とが 不適 切であ る場合 には、当 行はこ の貸金 庫の
利用 を停 止 し、 また は 借主 に通 知を す るこ とに よ りこ の 契 約 を解 約す る こと がで き るも のと しま す 。こ の場 合 、当
行か ら解 約 の通 知が あ った とき は 、 直 ちに 第１ 項 と同 様の 手 続を した う え貸 金庫 を 明渡 して くだ さ い 。 なお 、 この
解約によ って生じ た損害 につい ては、当行 は責任 を負い ません 。また、この 解約によ り当行 に損害 が生じ たときは 、
その損害 額を支払 ってく ださい 。
①借主が 貸金庫使 用申込 時 にし た表明・ 確約に 関して 虚偽の 申 告をした ことが 判 明した 場合
②借主ま たは代理 人が 、暴力 団、暴力団 員、暴力団員 でなく な った時か ら５年を 経過し ない者 、暴 力団準構 成員 、暴
力団関係 企業 、総会 屋等 、社会 運動等標 ぼうゴ ロまた は特殊知 能暴力集 団等 、その 他これら に準ず る者（以下 これ
らを「暴 力団員等 」とい います。）に該 当し、 または次 のいず れかに 該 当するこ とが判 明した 場合
Ａ．暴力 団員等 が 経営を 支配し ていると 認めら れる関 係を有 す ること
Ｂ．暴力 団員等 が 経営に 実質的 に関与し ている と認め られる 関 係を有す ること
Ｃ．自己、自社も しくは 第三者 の不正の 利益を 図る目 的または 第三者に 損害を加 える目 的をも ってする など 、不当
に暴力団 員等を利 用して いると 認められ る関係 を有す ること
Ｄ．暴力団 員等に 対して 資金等 を提供し 、また は便宜 を供与す るなどの 関与をし ている と認め られる関 係を有 する
こと
Ｅ．役員 または経 営に実 質的に 関与して いる者 が暴力 団員等 と 社会的に 非難され るべき 関係を 有するこ と

③借主ま たは代理 人が、 自らま たは第三 者を利 用して 次のい ず れか 一に でも該当 する行 為をし た場合
Ａ．暴力 的な要求 行為
Ｂ．法的 な責任を 超えた 不当な 要求行為
Ｃ．取引 に関して 、脅迫 的な言 動をし、 または 暴力を 用いる 行 為
Ｄ．風説 を流布し 、偽計 を用い または威 力を用 いて当 行の信 用 を毀損し 、または 当行の 業務を 妨害する 行為
Ｅ．その 他Ａから Ｄに準 ずる行 為
(4)

前３ 項の明 渡しが遅 延した ときは 、遅延損 害金と して解 約 日または 契約期間 の満了 日の属 する月の 翌月か ら明渡 しの
日の 属す る 月ま での 使 用料 相当 額 を 月 割計 算に よ り支 払っ て くだ さい 。 この 場合 、 第３ 条第 ３項 に もと づく 返 戻金
は、 遅延 損 害金 に充 当 しま す。 不足 額 が生 じた と きは 直ち に 支払 って く ださ い。 な お、 当行 はこ の 不足 額を 明 渡し
の日に第 ３条第１ 項の方 法に準 じて自動 引落 し するこ とがで き るものと します 。

(5)

第１ 項から 第３項の 明渡し が３か 月以上 遅延した ときは 、当行は副 鍵を使 用して 保護箱 を開箱の うえ、格納品 を別途
管理 しも し くは 一般 に 適当 と認 めら れ る 方 法、 時 期、 価格 等 によ り処 分 し、 また は 処分 が困 難な 場 合に は廃 棄 する
こと がで き るも のと し ます 。な お、 当 行は 保護 箱 の開 箱に 際 して 公証 人 等に 立会 い を求 める こと が でき るも の とし
ます。
これらに 要する費 用は借 主の負 担としま す。

(6)

使用 料、遅 延損害金 その他 借主が 負担す べき費用 が支払 われない ときは 、前項の 処分代 金をこれ に充当 するこ とがで
きるもの とします 。この 場合、 不足額が 生じた ときは 、当行 か らの請求 がありし だい 支 払って ください 。

１２．（保護箱の修繕、移転等）
保護箱の 修繕また は移転 その他 やむを得 ない事 情によ り、当行 が格納品 の一時引 取りま たは保 護箱の変 更を求 めたと きは 、
直ちにこ れに応じ てくだ さい。

１３．（緊急措置）
法令の定 めるとこ ろによ り 保護 箱の開 箱を求め られた とき 、 ま たは店舖 の火災、 格納品 の異変 等緊急 を要する ときは 、当
行は副鍵 を使用し て保護 箱を開 箱し臨 機の処置 をする ことが で きるもの とします 。この ために 生じた 損害につ いては 当行
は責任を 負いませ ん。

１４．（譲渡、転貸等の禁止）
保護箱の 使用権は 譲渡、 転貸ま たは質入 れする ことは できま せ ん 。

１５．（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

