封緘保護預り規定
（令和１ 年９月１ 日現在 ）

１．（保護預り品の内容物の範囲）
(1)

この 保護預 りでは、 次に掲 げるも のを封 緘したう え預け てくださ い。
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 は保護預 りをお 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 でに預 け主また は当行 から
解約の申 し出をし 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．（手数料）
(1)

この 保護預 りの手数 料は、当行所 定の料 率と計算 方法に 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、 預け 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 ず払 戻し の うえ
手数 料に 充 当し ます 。 なお 、当 初契 約 期間 の手 数 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)

開封 にあた っては 、 当行所 定の開 封手数 料 を支払 ってく ださい 。

(3)

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

(4)

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 手数料 を月割計 算によ り返戻 しま
す。

４．（保護預り品の受渡し）
保護預り 品（封緘 物）の 受渡し を請求 するとき は 、預 け主ま た は預け主 があらか じめ 届 出た代 理人が 当行所定 の依頼 書に
届出の印 章により 記名押 印して この証書 ととも に提出 してく だ さい。

５．（届出事項の変更等）
(1)

証書 や印章 を失った とき、または 印章、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

(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

に書面に よって当 店に届 出てく ださい。

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 。

６．（証書、印章の喪失時の取扱い）
この証書 または印 章を失 った場 合の保護 預り品 の受渡 しまた は 証書の再 発行は、当行所 定の手続 後に行 います。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 。

７．（印鑑照合）
この証書 、依頼書 、諸届 その他 の書類 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
て保護預 り品の受 渡しそ の他の 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。

８．（損害の負担等）
(1)

災害 、事変 その他の 不可抗 力の事 由が発 生し、ま たは当 行 の責めに よらない 事由に より保 管施設の 故障等 が発生 した
ため 、保 護 預り 品の 受 渡し の申 し出 に は直 ちに 応 じら れな い 場合 であ っ ても 、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 による保 護預り 品の内 容物の 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)

預け 主もし くは代理 人の責 めに帰 すべき 事由また は保護 預り品の 内容物の 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 。

９．（反社会的勢力との取引拒絶）
この保護 預りは、 第１０ 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 １０条 第３項各 号の一 にで
も該当す る場合に は、当 行はこ の保護預 りの使 用申込 をお断 り するもの とします 。

１０．（解約等）
(1)

この 契約は、預け主 の申し 出によ りいつ でも解約 するこ とができ ます 。こ の場合 、裏面 の受取欄 に届出 の印章 により
記名 押印 の うえ この 証 書を 提出 し、 保 護預 り品 を 引取 って く ださ い。 な お、 この 証 書ま たは 印章 を 失っ た場 合 に解
約すると きは、こ のほか 第６条 に準じて 取扱い ます。

(2)

次の 各号の一にで も該当す る場合 には、 当行は いつでも 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、直ちに前 項と同 様の手 続 をとって 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預け主 が手数料 を支払 わない とき
②預け主 について 相続の 開始が あったと き
③預け主 もしくは 代理人 の責め に帰すべ き事由 または 保護預 り 品の内容 物の変質 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預け主 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 の保護 預り
の利用を 停止し 、または 預け主 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 をと っ 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預け主 が封緘保 護預 り 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預け主 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預け主 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 項によ る保護預 り品の 引取り 時に手 数料未納 分があ ったとき は 、解約 日の属 する月 までの手 数料相 当額を 月割計
算に より 支 払っ てく だ さい 。な お、 当 行は この 不 足額 を引 取 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項に よる保 護預り 品の引 取り手続 が３か 月以上遅 延したと きは、当行は 開封のう え保護 預り品 の内容
物を 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 開封 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 は預け 主の負担 としま す。

(6)

手数 料、そ の他預け 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 。

１１．（保護預り品の一時引取り等）
(1)

保護 預り品の保管施 設の修 繕また は移転 その他や むを得 ない事由 により、当行が 保護預 り品の一 時引取 りを求 めたと
きは、直 ちにこれ に応じ てくだ さい。

(2)

前項 の事由 が生じた ときは 、当行 は預け主 にあら かじめ 通 知するこ とにより 当行の 本支店 または当 行が相 当と認 める
第三者に 保護預り 品の保 管を委 託するこ とがで きるも のとし ま す 。

１２．（緊急措置）
法令の定 めるとこ ろによ り 保護 預り品 の内容物 の開示 もしく は 引渡しを 求められ たとき 、また は店舖 の火災、 保護預 り品
の異変等 緊急を要 すると きは、 当行は 開封し、 その他 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。

１３．（譲渡、転貸等の禁止）
この契約 による預 け主の 権利お よびこの 証書は 譲渡ま たは質 入 れするこ とはでき 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

(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 。

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 。

以

上

