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商工債保護預り口座規定 

 

〔口座全体についての規定〕 

1．お取引証 

 ⑴保護預り口座（以下「口座」といいます。）取引の証としてお取引証を発行します。 

 ⑵お取引証は、口座取引のとき必ず提示してください。 

 ⑶お取引証表記のお客様番号はお客様だけの固有番号ですから、当金庫へのご照会およびご連絡のと

きはこの番号をお知らせください。 

2．取引内容、残高通知 

  お客様の取引内容、残高の明細については、取引の都度または定期的に発行する計算書等によりお

知らせします。 

3．届出事項の変更、お取引証の再発行等 

 ⑴お取引証や印章を失ったとき、または印章、氏名、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お取引証表記の取引店に届出てください。この届出の前に生じた損害について

は、当金庫は責任を負いません。 

 ⑵お取引証または印章を失ったときの債券の払出し、買取り、買入預金の払戻し、解約またはお取引

証の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。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。 

 ⑶お取引証を再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。 

 ⑷届出のあった氏名、住所にあてて当金庫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でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

4．成年後見人等の届出 

 ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者および債券保有者の成年後見人等について、

家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 

 ⑵家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その

他必要な事項を書面によってお届けください。 

 ⑶すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている

場合にも、前2項と同様にお届けください。 

 ⑷前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

○ この規定は、保護預り口座取引および商工債買入預金についての当金庫の取扱いを記載し

たものです。 

○ この規定では、割引商工債をワリショー、利付商工債をリッショー、商工債（利子一括払）

をリッショーワイドといいます。（以下「債券」といいます。） 

○ 当金庫の保護預り口座は、①ワリショー保護預り②リッショー保護預り③リッショーワイ

ド保護預り④商工債買入預金（以下「買入預金」といいます。）の4種類により構成されて

います。 
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 ⑸前4項の届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

5．印鑑照合等 

  受付票、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を、かねてお届け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

事故がありましても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。 

6．取扱店舗の範囲 

  債券の償還（償還期日前における買取りを含みます。）、保護預りの預入れおよび払出し、買入預

金の預入れおよび払戻しは、取引店でのみ取扱います。 

〔預入れについての規定〕 

7．買入預金の預入目的 

  この口座の買入預金は債券購入のための預入れにかぎります。 

8．債券の預入れ 

  お客様お手持ちの債券を口座に預入れるときは、当金庫所定の保護預り依頼書に債券を添えてお取

引証とともに取引店へ提出してください。 

9．証券類の受入れ 

 ⑴この口座の買入預金の預入れならびに債券購入の払込みには、現金のほか手形、小切手、配当金領

収証その他の証券で直ちに取立てできるもの（以下「証券類」といいます。）を受入れます。なお、

証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日をもって入金処理を行い利息計算等の手続を

行います。 

 ⑵手形要件（とくに振出日、受取人)、小切手要件（とくに振出日）の白地はお客様があらかじめ補充

してください。なお、当金庫は白地を補充する義務を負いません。 

 ⑶証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものは、その手続を済ませてください。 

 ⑷手形・小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額により取扱

います。 

 ⑸証券類の取立てのためとくに費用を要するときは、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手

数料をいただきます。 

10.振込金の受入れ 

 ⑴この口座の買入預金の預入れならびに債券購入の払込みには、為替による振込金を受入れます。 

 ⑵この口座の買入預金の預入れならびに債券購入の払込みのための振込について、振込通知の発信金

融機関から重複発信等のご発信による取消通知があった場合には、振込金の入金を取消します。 

11.受入証券類の決済、不渡り 

 ⑴証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた

証券類の金額にかかる債券の払出し、買取りおよび買入預金の払戻しはできません。 

 ⑵受入れた証券類が不渡りとなったときは、買入預金への入金ならびに債券購入取引は成立しません。

この場合、直ちにその通知を届出の住所宛に発信のうえ、その証券類を取引店で返却します。 

 ⑶前項の場合、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手

続をします。 

12.保管方法 

 ⑴当金庫で、購入と同時に保護預り（以下「保護購入」といいます。）を依頼された債券は、当金庫

で券面金額の種類を選び、これをお預りいたします。この場合、他の預け主の同銘柄の債券と区別

することなく、混蔵して保管（以下「混蔵保管」といいます。）できるものとします。 
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 ⑵前項による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。 

〔払戻し等についての規定〕 

13.払戻し等 

 ⑴買入預金の払戻しは、原則として債券購入のための払戻しにかぎります。 

 ⑵債券を払出すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、お取引証ととも

に取引店へ提出してください。なお、ワリショー及びリッショーについて払出しができるのは、償

還、他の口座への預け替え、買取りを請求する場合または当金庫が事情やむをえないと認める場合

にかぎります。また、買入預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名

押印してお取引証とともに取引店へ提出してください。 

 ⑶リッショーワイドについては、償還、他の口座への預け替えまたは買取りを請求する場合を除き、

払出しを請求することはできません。 

 ⑷リッショーワイドについては、償還期日の4年前の応当日以前（以下「買取請求禁止期間」といいま

す。）においては、口座の名義人の死亡その他、当金庫が事情やむをえないと認める場合を除き、

買取請求に対する払出しをいたしません。 

14.リッショーワイドの買取り 

  お預りしたリッショーワイドの買取りを請求する場合には、当金庫所定の依頼書に届出の印章によ

り記名押印して、お取引証とともに取引店へ提出してください。その際にはこの口座から払出し、

当金庫所定の計算により買取り、その代金を支払います。 

15.反社会的勢力との取引拒絶 

  この保護預り口座は、第17条第4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17条

第4項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの保護預り口座の開設をお断りするものとしま

す。 

16.取引の制限等 

 ⑴当金庫は、職業、事業内容、取引目的、国籍、在留資格、在留期間等のお客様の情報および具体的

な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることが

あります。お客様から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本規定にも

とづく取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑵前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客様の回答、具体的な取引の内容、お客様の説明内

容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経

済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本規定にもとづく取引の一部を制

限する場合があります。 

 ⑶前2項に定めるいずれの取引の制限についても、お客様からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ

リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金

庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

17.解約等 

 ⑴買入預金を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、お取引証

とともに取引店へ提出してください。 

 ⑵リッショーワイド保護預りの解約に際しては、保護預り中の当該債券すべての買取請求があったも

のとして取扱います。ただし、買取請求禁止期間中のリッショーワイドがある場合については、当

金庫が事情やむをえないと認めるときを除き、保護預りの解約はできません。 
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 ⑶次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知する

ことによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、

到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に

解約されたものとします。 

① 口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず

に開設されたことが明らかになった場合 

② この口座の預金者が第22条第1項に違反した場合 

③ 当金庫が別途定める取引時確認手続きにおいて確認した事項および前条第1項に定める各種確

認や提出された資料に偽りがある場合 

④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利

用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為および犯罪行為に利用され、またはそのおそれがある

と認められた場合 

 ⑷前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、

当金庫はこの保護預り取引を停止し、またはお客様に通知することによりこの保護預り口座を解約

することができるものとします。 

  なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約によ

り当金庫に損害が生じたときは、その損害金を支払ってください。 

① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

② お客様が、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」という。）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 お客様が、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金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を

妨害する行為 

Ｅ その他ＡからＤに準ずる行為 

18.保険事故発生時におけるお客様からの相殺 

 ⑴リッショーワイドは、償還日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた
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場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来し

たものとして、相殺することができます。なお、このリッショーワイドが「総合口座取引規定」第

16条第3項により貸越金の担保となっている場合およびお客様の当金庫に対する債務でお客様が保

証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合も同様の取扱いとし

ます。また、買入預金も同様に相殺できるものとします。 

 ⑵前項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定

のうえ、お取引証とともに直ちに当金庫に提出してください。ただし、相殺により貸越金が「総

合口座取引規定」第16条第5項に準じて算定する新極度額を超えることとなるときは、新極度額

を超える金額を優先して貸越金に充当することとします。 

② 前①の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 前①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異

議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

 ⑶第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① リッショーワイドは、計算期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、当金庫所定

の計算により買取り、その取得金をもって、借入金等の債務の弁済にあてるものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫

に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期

限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとしま

す。 

 ⑷第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものと

します。 

 ⑸第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときに

は、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する

等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

〔口座運用についての規定〕 

19.口座の運用 

 ⑴この口座の債券の償還、利息等の取扱いについては、「商工債保護預り口座運用規定」（以下「運

用規定」といいます。）のうちお客様申込の貯蓄タイプの規定のとおり取扱います。 

 ⑵この口座の買入預金の運用にあたっては、買入預金のうち、債券の自動購入に充当されていた部分

を購入口とし、それ以外の部分を留保口として区分して取扱います。 

〔その他の規定〕 

20.買入預金の付利 

 ⑴この口座の買入預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とし毎年2月と

8月の当金庫所定の日に、店頭に表示する毎日の別段預金の利率によって計算のうえ、この預金に組

入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。 

 ⑵上記の利息の買入預金への入金は、運用規定の貯蓄タイプに応じて次のとおり取扱います。 

  ①増額タイプをお持ちのお客様については買入預金（購入口）に入金します。 

  ②増額タイプをお持ちでないお客様については買入預金（留保口）に入金します。 
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21.事故債券 

  保護購入を依頼された債券を除き、保護預り中の債券について公示催告等があり損害を生ずること

がありましても、当金庫はその責任を負いません。 

22.譲渡、質入れの禁止 

 ⑴お取引証および保護預り中の債券ならびに買入預金は、譲渡または質入れすることはできません。 

 ⑵当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 

23. ○優のお取扱い 

  ○優（少額貯蓄非課税制度）の取扱いは、この口座のリッショーならびにリッショーワイドについて

受付けます。 

24.振込手数料 

  運用規定により行う償還元金、利金の振込については、原則として当金庫所定の振込手数料をいた

だきます。 

25．休眠預金等活用法に係る異動事由 

  当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。 

① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異

動があったこと（当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。） 

② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当金庫が当該支払の請

求を把握することができる場合に限ります。） 

③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この預金が休眠預

金等活用法第3条第1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の対象とな

っている場合に限ります。） 

   （a）公告の対象となる預金であるかの該当性 

   （b）預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 

26．休眠預金等活用法に係る最終異動日等 

 ⑴ この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日

をいうものとします。 

① 第25条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金

に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、

当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を経過した場合（１か月

を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日まで

に通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 

 ⑵ 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げ

る事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に

応じ、当該各号に定める日とします。 

① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止された

こと 
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当該支払停止が解除された日 

② この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）

の対象となったこと 

当該手続が終了した日 

③ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の預金に係る最終異動日等 

27．休眠預金等代替金に関する取扱い 

 ⑴ この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消

滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 

 ⑵ 前項の場合、預金者等は、当金庫当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを

請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対し

て有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることがで

きます。 

28．規定等の準用 

  この規定に定めのない事項については、当金庫の他の約款・規定等により取扱います。 

29．規定の変更 

 ⑴ この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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普通預金規定 

1．取扱店の範囲 

  この預金は、当店のほか当金庫国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。 

2．証券類の受入れ 

 ⑴この預金口座には、預金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできる

もの（以下「証券類」という。）を受入れます。 

 ⑵手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあらかじめ補充してく

ださい。当金庫は白地を補充する義務を負いません。 

 ⑶証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものは、その手続を済ませてください。 

 ⑷手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取

扱います。 

 ⑸証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手

数料をいただきます。 

3．振込金の受入れ 

 ⑴この預金口座には、為替による振込金を受入れます。 

 ⑵この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知

があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 

4．受入証券類の決済、不渡り 

 ⑴証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた

証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄

に記載します。 

 ⑵受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住

所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。 

 ⑶前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全

の手続をします。 

5．預金の払戻し 

 ⑴この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とと

もに提出してください。 

 ⑵この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてくだ

さい。 

 ⑶同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当

金庫の任意とします。 

6．利息 

  この預金の利息は、毎日の最終残高（受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。）

1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、店頭に表示する毎

日の普通預金の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変

更します。 

7．届出事項の変更、通帳の再発行等 

 ⑴この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、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。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任
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を負いません。 

 ⑵この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当金庫所定の

手続をした後に行います。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。 

8．成年後見人等の届出 

 ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審

判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 

 ⑵家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その

他必要な事項を書面によってお届けください。 

 ⑶すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている

場合にも、前2項と同様にお届けください。 

 ⑷前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

 ⑸前4項の届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

9．印鑑照合 

  払戻請求書、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

ないものと認めて取扱いましたうえは、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、当金庫は責任を負いません。 

10．譲渡、質入れ等の禁止 

 ⑴この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れ

その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。 

 ⑵当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 

11．反社会的勢力との取引拒絶 

  この預金口座は、第13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13条第3

項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 

12．取引の制限等 

 ⑴当金庫は、職業、事業内容、取引目的、国籍、在留資格、在留期間等の預金者の情報および具体的

な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることが

あります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻

し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑵前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内

容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経

済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑶前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ

リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金

庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

13．解約等 

 ⑴この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申出てください。 

 ⑵次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知する

ことによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、

到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に
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解約されたものとします。 

① 口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず

に開設されたことが明らかになった場合 

② この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合 

③ 当金庫が別途定める取引時確認手続きにおいて確認した事項および前条第1項に定める各種確認

や提出された資料に偽りがある場合 

④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用

され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為および犯罪行為に利用され、またはそのおそれがあると

認められた場合 

 ⑶前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、

当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約すること

ができるものとします。 

  なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約によ

り当金庫に損害が生じたときは、その損害金を支払ってください。 

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

② 預金者が、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」という。）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 預金者が、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金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を

妨害する行為 

Ｅ その他ＡからＤに準ずる行為 

 ⑷この預金が、当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を

超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより

この預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるも

のとします。 

 ⑸前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を
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求める場合には、通帳と届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相

当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。 

14．通知等 

  届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発信した場合には、延着しまたは

到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。 

15．保険事故発生時における預金者からの相殺 

 ⑴この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺

することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは

第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権

が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

 ⑵相殺する場合の手続については、次によるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定の

うえ、通帳は届出の印章により押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で

担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である

場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 

② 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異

議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

 ⑶相殺する場合の借入等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通

知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入

金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものと

します。 

 ⑷相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。 

 ⑸相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めに

よるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある

場合においても相殺することができるものとします。 

16．休眠預金等活用法に係る異動事由 

  当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。 

① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異

動があったこと（当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。） 

② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当金庫が当該支払の請

求を把握することができる場合に限ります。） 

③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この預金が休眠預

金等活用法第3条第1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の対象とな

っている場合に限ります。） 

   （a）公告の対象となる預金であるかの該当性 

   （b）預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

④ 預金者等からの申し出にもとづく取引店の変更があったこと 

⑤ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 
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17．休眠預金等活用法に係る最終異動日等 

 ⑴この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日

をいうものとします。 

① 第16条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金

に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、

当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（1か月を

経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに

通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 

 ⑵第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げ

る事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に

応じ、当該各号に定める日とします。 

① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止された

こと 

当該支払停止が解除された日 

② この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）

の対象となったこと 

当該手続が終了した日 

③ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の預金に係る最終異動日等  

18．休眠預金等代替金に関する取扱い 

 ⑴ この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消

滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 

 ⑵ 前項の場合、預金者等は、当金庫当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを

請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対し

て有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることがで

きます。 

19．規定の変更 

 ⑴ この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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通知預金規定（通帳式） 

1 .預入れの最低金額 

  この預金の預入れは1口50,000円以上とします。預入れのときは必ずこの通帳を持参してください。 

２．預金の支払時期等 

 ⑴この預金は、預入日から7日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。 

 ⑵この預金の解約にあたっては、第6条第3項による場合を除き、解約する日の2日前までに通知を必要

とします。 

3．証券類の受入れ 

 ⑴小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 

 ⑵受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この通帳の

当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。 

4．利息 

 ⑴この預金の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について店頭に表示する毎日の通知預金の

利率によって計算します。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。 

 ⑵この預金を据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について

解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。 

 ⑶この預金の付利単位は10,000円とします。 

5．反社会的勢力との取引拒絶 

  この預金口座は、第7条第4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7条第4項

各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 

6．取引の制限等 

 ⑴当金庫は、職業、事業内容、取引目的、国籍、在留資格、在留期間等の預金者の情報および具体的

な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることが

あります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻

し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑵前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内

容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経

済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑶前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ

リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金

庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

7．預金の解約 

 ⑴この預金を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳と

ともに提出してください。 

 ⑵解約は預金1口ごとに取扱います。その一部の解約はいたしません。 

 ⑶次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知する

ことによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、

到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に

解約されたものとします。 
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① 口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず

に開設されたことが明らかになった場合 

② この預金の預金者が第11条第1項に違反した場合 

③ 当金庫が別途定める取引時確認手続きにおいて確認した事項および前条第1項に定める各種確認

や提出された資料に偽りがある場合 

④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用

され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為および犯罪行為に利用され、またはそのおそれがあると

認められた場合 

 ⑷前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、

当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約すること

ができるものとします。 

   なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約に

より当金庫に損害が生じたときは、その損害金を支払ってください。 

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

② 預金者が、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」という。）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預金者が、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金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を

妨害する行為 

Ｅ その他ＡからＤに準ずる行為 

8．届出事項の変更、通帳の再発行等 

 ⑴この通帳や印章を失ったとき、または印章、名称、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。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任

を負いません。 

 ⑵この通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当金庫所定

の手続をした後に行います。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。 
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9．成年後見人等の届出 

 ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審

判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 

 ⑵家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その

他必要な事項を書面によってお届けください。 

 ⑶すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている

場合にも、前2項と同様にお届けください。 

 ⑷前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

 ⑸前4項の届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

10．印鑑照合 

  払戻請求書、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

ないものと認めて取扱いましたうえは、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、当金庫は責任を負いません。 

11．譲渡、質入れの禁止 

 ⑴この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

 ⑵当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 

12．保険事故発生時における預金者からの相殺 

 ⑴この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、

当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものと

して、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、

もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等

の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

 ⑵前記⑴により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定の

うえ、通帳は届出の印章により押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で

担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である

場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 

② 前記①の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異

議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

 ⑶前記⑴により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、

利率は約定利率を適用するものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫

に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期

限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとしま

す。 

 ⑷前記⑴により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものと

します。 

 ⑸前記⑴により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときに
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は、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する

等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

13．休眠預金等活用法に係る異動事由 

  当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。 

① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異

動があったこと（当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。） 

② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当金庫が当該支払の請

求を把握することができる場合に限ります。） 

③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この預金が休眠預

金等活用法第3条第1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の対象とな

っている場合に限ります。） 

   （a）公告の対象となる預金であるかの該当性 

   （b）預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

14．休眠預金等活用法に係る最終異動日等 

 ⑴この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日

をいうものとします。 

① 第13条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金

に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、

当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（1か月を

経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに

通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 

 ⑵第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げ

る事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に

応じ、当該各号に定める日とします。 

① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止された

こと 

当該支払停止が解除された日 

② この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）

の対象となったこと 

当該手続が終了した日 

15．休眠預金等代替金に関する取扱い 

 ⑴ この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消

滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 

 ⑵ 前項の場合、預金者等は、当金庫当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを

請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対し

て有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることがで
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きます。 

 

16．規定の変更 

 ⑴ この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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総合口座取引規定 

 

〔取引全体についての規定〕 

 1 . 総合口座取引 

  当金庫の総合口座取引（以下「この取引」といいます。）は次の取引により構成されています。 

 ①普通預金 

 ②新型定期預金（以下「マイハーベスト」といいます。） 

 ③自由金利型定期預金（以下「大口定期」といいます。） 

 ④自由金利型定期預金（Ｍ型）（以下「スーパー定期」といいます。） 

 ⑤商工債（以下「債券」といいます。）の保護預り 

 ⑥前②のマイハーベスト、前③の大口定期、前④のスーパー定期、前⑤の債券を担保とする当座貸越 

 ⑦商工債買入預金（以下「買入預金」といいます。） 

 2 . お取引証 

 ⑴債券の保護預り取引の証としてお取引証を発行します。お取引証は総合口座通帳（以下「通帳」とい

います。）に組み込まれています。 

 ⑵お取引証は、保護預り取引のとき必ず提示してください。 

 3 . 取引内容、残高通知 

  お客様の取引内容、残高の明細については、通帳に組み込まれている普通預金通帳および定期預金

通帳によるほか、取引の都度または定期的に発行する計算書等によりお知らせします。 

 4 . 届出事項の変更、通帳の再発行等 

 ⑴通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直

ちに書面によって取引店に届出てください。 

  この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

 ⑵通帳または印章を失ったときの普通預金、マイハーベスト、大口定期、スーパー定期（以下「定期預

金」といいます。）および買入預金の払戻し、解約、もしくは債券の払出し、買取り、または通帳の

再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間を置き、また保証人を求

めることがあります。 

 ⑶通帳を再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。 

 ⑷届出のあった氏名、住所にあてて当金庫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でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

 5. 成年後見人等の届出 

 ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審

判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 

○ この規定は、商工中金の総合口座取引についての当金庫の取扱いを記載したものです。 

○ この規定では、割引商工債をワリショー、利付商工債をリッショー、商工債（利子一括払）を

リッショーワイドといいます。 
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 ⑵家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その

他必要な事項を書面によってお届けください。 

 ⑶すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている

場合にも、前2項と同様にお届けください。 

 ⑷前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

 ⑸前4項の届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

 6 . 印鑑照合等 

  受付票、払戻請求書、諸届けその他の書類に使用された印影を、かねてお届け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

の事故がありましても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

 7 . 取扱店舗の範囲 

 ⑴普通預金の預入れまたは払戻しは、取引店のほかに当金庫国内本支店のどこの店舗でもお取扱いで

きます。 

 ⑵債券の償還（償還期日前における買取りを含みます｡）、保護預りの預入れおよび払出し、買入預金

の預入れおよび払戻しは、取引店でのみ取扱います。 

 ⑶定期預金の預入れまたは継続は、取引店でのみ取扱います。定期預金の払戻しは、原則として取引

店で取扱います。 

 8 . 証券類の受入れ 

 ⑴普通預金または定期預金の預入れには、現金のほか手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直

ちに取立てできるもの（以下「証券類」といいます。）を受入れます。 

 ⑵手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はお客様があらかじめ補

充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。 

 ⑶証券類のうち裏書、受取文言等の必要のあるものは、その手続きを済ませてください。 

 ⑷手形・小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず所定の金額欄記載の金額により取扱い

ます。 

 ⑸証券類の取立てのため、とくに費用を要するときは、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立

手数料をいただきます。 

 9 . 振込金の受入れ 

 ⑴普通預金または定期預金の預入れには、為替による振込金を受入れます。 

 ⑵普通預金または定期預金の預入れのための振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等

のご発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 

10. 受入証券類の決済、不渡り 

 ⑴証券類は受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証

券類の金額にかかる普通預金・定期預金の払戻し、解約はできません。 

 ⑵受入れた証券類が不渡りとなったときは、普通預金への入金、定期預金の預入れ取引は成立しませ

ん。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳、定

期預金元帳から引落し、その証券類は取引店で返却します。 

 ⑶前項の場合、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手

続をします。 

11. 債券の預入れ 

  お客様お手持ちの債券をこの取引のため預入れるときは、当金庫所定の保護預り依頼書に債券を添
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えて、通帳に組み込まれているお取引証とともにお取引店へ提出してください。 

12. 貯蓄タイプの運用 

  この取引の債券の元金および利金の償還時の取扱いについては、「商工債保護預り口座運用規定」（以

下「運用規定」といいます。）のうちお客様申込の貯蓄タイプの規定のとおり取扱います。 

13. 普通預金の払戻し 

 ⑴普通預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳ととも

に提出してください。 

 ⑵普通預金から各種料金等の自動支払をするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。 

 ⑶普通預金から同日に数件の支払をする場合に、その総額が払戻すことのできる金額（当座貸越を利

用できる範囲内の金額を含みます。）を超えるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とし

ます。 

14. 債券の払出し 

 ⑴債券を払出すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳に組み込まれ

ているお取引証とともに取引店へ提出してください。なお、ワリショー及びリッショーについて払

出しができるのは、償還、他の口座への預け替え､買取りを請求する場合または当金庫が事情やむを

えないと認める場合にかぎります。 

 ⑵リッショーワイドについては、償還、他の口座への預け替えまたは買取りを請求する場合を除き、

払出しを請求することはできません。 

 ⑶リッショーワイドについては償還期日の4年前の応当日以前（以下「買取請求禁止期間」といいます。）

においては、口座の名義人の死亡その他、当金庫が事情やむをえないと認める場合を除き、買取請

求に対する払出しをしません。 

15. リッショーワイドの買取り 

  お預りしたリッショーワイドの買取りを請求する場合には、当金庫所定の依頼書に届出の印章によ

り記名押印して、通帳に組み込まれているお取引証とともに取引店へ提出してください。その際に

はこの口座から払出し、当金庫所定の計算により買取り、その代金を支払います。 

16. 当座貸越 

 ⑴普通預金について、その残高を超えて払戻しの請求または各種料金等の自動支払の請求があった場

合には、当金庫はこの取引の定期預金または債券を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、

普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払します。 

 ⑵前項による当座貸越の限度額（以下「極度額」といいます。）はこの取引のワリショー額面合計額

の80％、リッショー額面合計額の90％、リッショーワイド額面合計額の90％および定期預金元金合

計額の90％の総合計額または200万円のうちいずれか少ない金額とします。 

 ⑶この取引の定期預金、債券および保護預り払戻請求権には貸越金の担保として次の金額を限度に質

権が設定されます。 

① 定期預金、リッショーおよびリッショーワイドを担保とする場合 

223万円 

② ワリショーを担保とする場合 

250万円 

③ 前①の定期預金、リッショーおよびリッショーワイドと前②のワリショーとを合わせて担保と

する場合 

   当金庫所定の算式により算出した金額 
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   （223万円～250万円の間の金額） 

   なお、定期預金および債券が数口（回号）ある場合には、適用する貸越利率の低い順序、貸越利

率が同一のものがある場合には満期日（償還日）の早い順序、同利率で同一満期日（償還日）のも

のがある場合にはワリショー、リッショーワイド、リッショー、定期預金の順序にしたがい担保と

します。 

 ⑷第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金（受入れた証券

類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。）は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあ

てます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、貸越利率の高い順にその返済にあてます。 

 ⑸貸越金の担保となっている定期預金について満期支払い、解約、書替継続（以下「満期支払い等」と

いいます。）があった場合には、その満期支払い等の金額を除外して、前第2項に規定する極度額を算

定しなおし、前第3項と同様の方法により貸越金の担保とします。 

 ⑹貸越金の担保となっている債券について①償還（償還期日前における買取りを含みます。）、②継

続中止のお申出（この口座の普通預金への入金は除きます。）、または、③払出しがあった場合（①

～③を以下「償還等」といいます。）には、その償還等にかかる債券の全額を除外して、前第2項に規

定する極度額を算定しなおし、前第3項と同様の方法により貸越金の担保とします。 

 ⑺前第5項または前第6項の場合、貸越金が新極度額を超えることとなるときは、直ちに新極度額を超

える金額を支払ってください。 

 ⑻前第1項による当座貸越を中止する場合には、取引店へ申し出てください。 

17. 預金利息、貸越金利息等 

 ⑴この口座の普通預金の利息は、毎日の最終残高（受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高

から除きます。）1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、

店頭に表示する毎日の普通預金の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。なお、利率は

金融情勢に応じて変更します。 

 ⑵①貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、計算のうえ普通預金

から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合、貸越利率は、当金庫所定の利率とします。

（利息の計算は年365日の日割計算で行います。） 

  ②前①の組入れにより極度額を超える場合には、当金庫からの請求がありしだい、直ちに極度額を

超える金額を支払ってください。 

  ③この取引における定期預金の全額の満期支払い等または債券の全額の償還等により、定期預金お

よび債券のいずれの残高も零になり、普通預金に入金された場合には、前①にかかわらず同時に

貸越金の利息を普通預金から引き落とします。なお、定期預金の全額の満期支払い等または債券

の全額の償還等があり、定期預金および債券のいずれの残高も零になり、普通預金以外に入金さ

れた場合、および定期預金または債券の一部について満期支払い等または償還等がある場合でも

貸越元利金の額が残存する定期預金および債券の額を上回る場合は前①にかかわらず、貸越金の

利息を同時に支払ってください。 

 ⑶この取引における普通預金、定期預金、当座貸越の各利率は金融情勢等の変化により変更すること

があります。この場合の新利率の適用は当金庫が定めた日からとします。 

 ⑷当金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14％（年365日日割計算）とします。 

18. 即時支払 

 ⑴次の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がなくても、それら
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を当金庫に支払ってください。 

① 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき 

② 貸越金の担保となっている定期預金、債券または保護預り払戻請求権について（仮）差押の命

令、通知が発送されたとき 

③ 相続の開始があったとき 

④ 極度額を越えたまま6カ月を経過したとき 

⑤ 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において所在が明らかでなくなったとき 

⑥ 第20条第3項、第4項により、当金庫がこの取引を終了するとき。 

 ⑵次の各場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がありしだい、それらを当金庫に支払

ってください。 

① 当金庫に対する債務に一つでも返済が遅れているとき 

② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき 

19.  取引の制限等 

 ⑴当金庫は、職業、事業内容、取引目的、国籍、在留資格、在留期間等の預金者の情報および具体的

な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることが

あります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻

し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑵前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内

容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経

済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑶前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ

リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金

庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

20. 解約等 

 ⑴普通預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、取引店に申出てください。この場合、この

取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、定期預金

の残高があるときは定期預金通帳を、債券の残高があるときはお取引証を、それぞれ別途発行しま

す。 

 ⑵リッショーワイド保護預りの解約に際しては、保護預り中の当該債券すべての買取請求があったも

のとして取扱います。ただし、買取請求禁止期間中のリッショーワイドがある場合については、当

金庫が事情やむをえないと認める場合を除き、保護預りの解約はできません。 

 ⑶次の各号の一つにでも該当した場合には、当金庫はこの取引を停止し、または預金者等に通知する

ことによりこの債券の保護預りおよび預金取引を解約し、この取引を終了することができるものと

します。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。

なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった

氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。 

① この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によ

らずに開設されたことが明らかになった場合 

② この取引の債券および預金の預金者等が第22条第1項に違反した場合 
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③ 当金庫が別途定める取引時確認手続きにおいて確認した事項および前条第1項に定める各種確

認や提出された資料に偽りがある場合 

④ この取引の債券および預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に

抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

⑤ この取引の債券および預金が法令や公序良俗に反する行為および犯罪行為に利用され、または

そのおそれがあると認められる場合 

 ⑷前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、

当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約すること

ができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支

払ってください。 

  なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約によ

り当金庫に損害が生じたときは、その損害金を支払ってください。 

① 預金者等が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

② 預金者等が、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」という。）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 預金者が、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金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を

妨害する行為 

Ｅ その他ＡからＤに準ずる行為 

 ⑸保護預り中の債券については、本条第3項、第4項により解約する場合には本条第2項を準用し、預金

取引については、全預金全額を対象とします。 

 ⑹この取引の定期預金および債券の残高がいずれも零となった場合に、この取引が、当金庫が別途表

示する一定の期間お客さまによる利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、

当金庫はこの取引を停止することができるものとします。 

 ⑺本条第3項、第4項により、この債券の保護預りおよび預金口座が解約され残高がある場合、または

この取引が停止されその解除を求める場合には、お取引証と届出の印章を持参のうえ、取引店に申

出て下さい。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めるこ
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とがあります。 

 ⑻前条各項の事由があるときは、当金庫はいつでも貸越を中止し、または貸越取引を解約できるもの

とします。 

21.差引計算 

 ⑴この取引による債務を履行しなければならない場合には、当金庫は次の通り取扱うことができるも

のとします。 

① 定期預金については、事前の通知および所定の手続きを省略して、この取引の定期預金を満期

支払いし、または解約のうえ、その満期金または取得金をもって債務の弁済にあてるなど、貸

越元利金とこの定期預金とを、その満期日の前でも差引計算ができるものとします。 

② 債券については、事前の通知および所定の手続を省略して、この取引の債券を一般に適当と認

められる方法、時期、価額等によって処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を

債務の弁済にあて、またはこれを当金庫所定の方法により評価額を算定のうえ、債務の全部も

しくは一部の弁済に代えて取得するなど、貸越元利金とこの債券とを、その償還日の前でも差

引計算ができるものとします。 

 ⑵前項によって差引計算をする場合、債権債務の利息および損害金の計算についてはその期間は計算

実行の日までとします。 

22. 譲渡、質入れの禁止 

 ⑴保護預り中の債券､普通預金、定期預金、この取引契約上の地位その他この取引に基づくいっさいの

権利およびお取引証は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用さ

せることはできません。 

 ⑵当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 

23. 保険事故発生時におけるお客様からの相殺 

 ⑴定期預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、

当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとし

て、相殺することができます。また、リッショーワイドは、償還日が未到来であっても、当金庫に

預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に

限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この定期預金ま

たはリッショーワイドが第16条第3項により貸越金の担保となっている場合およびお客様の当金庫

に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務でお客様が保証人となってい

るものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。また、

買入預金、普通預金も同様に相殺することができるものとします。 

 ⑵前項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定

のうえ、通帳（お取引証を含みます。）は届出の印章により押印して、直ちに当金庫に提出し

てください。ただし、相殺により貸越金が第16条第5項に準じて算定する新極度額を超えること

となるときは、新極度額を超える金額を優先して貸越金に充当することとします。 

② 前①の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 前①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異

議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

 ⑶前第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 
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① 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとし

て、利率は約定利率を適用するものとします。また、リッショーワイドは、計算期間を相殺通

知が当金庫に到達した日の前日までとして、当金庫所定の計算により買取り、その取得金をも

って、借入金等の債務の弁済にあてるものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金

庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等

を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものと

します。 

 ⑷前第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するもの

とします。 

 ⑸前第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるとき

には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要す

る等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

24．休眠預金等活用法に係る異動事由 

  当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に

異動があったこと（当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。） 

② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当金庫が当該支払の

請求を把握することができる場合に限ります。） 

③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この預金が休眠

預金等活用法第3条第1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の対象

となっている場合に限ります。） 

   （a）公告の対象となる預金であるかの該当性 

   （b）預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

④ 預金者等からの申出にもとづく取引店の変更があったこと 

⑤ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 

25．休眠預金等活用法に係る最終異動日等 

 ⑴この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日

をいうものとします。 

① 第24条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預

金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただ

し、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（1

か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日

までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 

 ⑵第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げ
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る事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に

応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日） 

② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止され

たこと 

当該支払停止が解除された日 

③ この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）

の対象となったこと 

当該手続が終了した日 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の預金に係る最終異動日等 

26．休眠預金等代替金に関する取扱い 

 ⑴ この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消

滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 

 ⑵ 前項の場合、預金者等は、当金庫当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを

請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対し

て有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることがで

きます。 

27. 規定等の準用 

  この規定に定めのない事項については、当金庫の他の約款・規定等により取扱います。 

28．規定の変更 

 ⑴ この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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商工債保護預り口座運用規定 

 

 

〔増額タイプ〕 

 1 . 元金のお取扱い 

  このタイプで運用している債券の元金の償還日には、当金庫所定の定期預金に自動的に振替します。 

 2 . 利金のお取扱い 

  このタイプで運用している債券について利払日が到来したときは、利払日が元金の償還日と同じで

ある場合、元金償還金とともに当金庫所定の定期預金に自動的に振替します。利払日が元金の償還

日と異なる場合、その税引後の利金が1万円以上であれば、当金庫所定の定期預金へ自動的に振替し、

1万円未満であれば、普通預金に入金します。 

〔同額タイプ〕 

 1 . 元金のお取扱い 

  このタイプで運用している債券の元金の償還日には、当金庫所定の定期預金に自動的に振替します。 

 2 . 利金のお取扱い 

  このタイプで運用している債券について利払日が到来したときは、その利金については、ご指定の

○ この規定は、当金庫よりお届けの住所に送付した「ワリショー、リッショー、リッショー

ワイドの新規発行終了についてのお知らせ」（以下「お知らせ」といいます。）がお客様

へ届き、その内容に対して特段のお申し出がない個人のお客様についての商工債保護預り

口座（総合口座を含みます。）の運用方法を記載したものです。債券のお取扱いについて

別途ご指定いただいている場合、お知らせがお客様に届かなかった場合などは、この限り

ではありません。 

○ ①償還日到来時の元金のお取扱いで継続、乗換えにより生じた乗換割引料または利払日到

来時の利金のお取扱いで増額購入をご指定いただいていたお客様は、［増額タイプ］をご

覧ください。 

  ②償還日到来時の元金のお取扱いで継続、乗換えにより生じた乗換割引料または利払日到

来時の利金のお取扱いで受取りをご指定いただいていたお客様は、［同額タイプ］をご覧

ください。 

  ③償還日到来時の元金のお取扱いで継続、乗換えにより生じた乗換割引料または利払日到

来時の利金のお取扱いで他の口座の債券の購入をご指定いただいていたお客様は、［組合

せタイプ］をご覧ください。 

  ④償還日到来時の元金のお取扱いで償還受取り、利払日到来時の利金のお取扱いで受取り

をご指定のお客様は、［フリータイプ］をご覧ください。 

○ 増額タイプ、同額タイプ、組合せタイプのお客様で、償還日到来時に償還受取り（継続の

中止）をご希望のときは、償還日の前営業日までに、取引店にて当金庫所定の手続をして

ください。 



28 

取扱いによります。ただし、商工債買入預金（以下「買入預金」といいます。）（留保口）をご指

定いただいている場合は、普通預金に入金します。 

〔組合せタイプ〕 

 1 . 元金のお取扱い 

  このタイプで運用している債券の元金の償還日には、当金庫所定の定期預金に自動的に振替します。 

 2 . 利金のお取扱い 

  このタイプで運用している債券について利払日が到来したときは、利払日が元金の償還日と同じで

ある場合、元金償還金とともに当金庫所定の定期預金に自動的に振替します。利払日が元金の償還

日と異なる場合、その税引後の利金が1万円以上であれば、当金庫所定の定期預金へ自動的に振替し、

1万円未満であれば、普通預金に入金します。 

〔フリータイプ〕 

 1 . 元金のお取扱い 

  このタイプで運用している債券の元金は、ご指定の口座に入金します。 

 2 . 利金のお取扱い 

  このタイプで運用している債券について利払日が到来したときは、その利金は、ご指定の口座に入

金します。 

 

〔規定の変更〕 

 1 . この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 2 . この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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盗難された通帳等を用いた預金等の払戻し等による 

被害の補てんならびに本人確認の取扱いに関する特約 
 

 1 . 特約の適用範囲等 

 ⑴この特約は、個人のお客さまの預金取引ならびに商工債の保護預り取引に適用されます。 

 ⑵この特約は、以下の取扱いを定めるものです。 

① 盗難された通帳、証書、お取引証（以下、「通帳等」といいます。）を用いて不正な預金の払

戻し（解約ならびに当座貸越を利用した払戻しを含みます。）または保護預り中の商工債（以

下、「債券」といいます。）の償還（償還期日前における買取りを含みます。）が行われた場

合における取扱い 

② 本人確認（預金の払戻しまたは債券の償還（以下、「払戻し等」といいます。）における権限

の確認をいいます。）に関する取扱い 

 ⑶この特約は、各種預金規定、商工債保護預り口座規定、総合口座取引規定（以下、「原規定」とい

います。）の一部を構成するとともに原規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めが

ある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用される

ものとします。 

 2 ．盗難された通帳等による不正な払戻し等 

 ⑴盗難された通帳等を用いて行われた不正な払戻し等（以下、本条において「当該払戻し等」といい

ます。）については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者または債券の所有者（以下、「預

金者等」といいます。）は当金庫に対して当該払戻し等の額およびこれにかかる手数料・利息に相

当する金額の補てんを請求することができます。 

① 通帳等の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること 

② 当金庫の調査に対し、預金者等本人より十分な説明が行われていること 

③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事

実を確認できるものを示していること 

 ⑵前項の請求がなされた場合、当該払戻し等が預金者等の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫

へ通知が行われた日の30日（ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があるこ

とを預金者等が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。）前

の日以降になされた払戻し等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額（以下「補てん

対象額」といいます。）を補てんするものとします。ただし、当該払戻し等が行われたことについ

て、当金庫が善意かつ無過失であることおよび預金者等に過失（重大な過失を除く）があることを

当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとし

ます。 

 ⑶前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、この通帳等が盗難された日（通帳等が盗難され

た日が明らかでないときは、当該払戻し等が最初に行われた日。）から、2年を経過する日後に行わ

れた場合には、適用されないものとします。 

 ⑷第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補

てん責任を負いません。 

① 当該払戻し等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに

該当する場合 
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   Ａ 当該払戻し等が預金者等の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 預金者等の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって

行われたこと 

   Ｃ 預金者等が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説

明を行ったこと 

② 通帳等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行わ

れたこと 

 ⑸当金庫が当該預金または債券について預金者等に払戻しまたは償還を行っている場合には、この払

戻しまたは償還を行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできま

せん。 

 ⑹当金庫は、不正な払戻し等を受けた者その他の第三者から預金者等が損害賠償または不当利得返還

を受けた場合には当該返還を受けた額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じるこ

とはできません。 

 ⑺当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行ったときは、当該補てんを行った金額の限度において、

当該預金の払戻しもしくは債券の償還に係る請求権は消滅します。 

 ⑻当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度

において、不正な払戻し等を受けた者その他の第三者に対して預金者等が有する損害賠償請求権、

不当利得返還請求権およびその他の権利を取得するものとします。 

 3 . 払戻し等における本人確認 

  払戻し等において、原規定に定めのある払戻し等の手続に加え、当該払戻し等を受けることについ

て正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。

この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻し等を行いません。 

4．特約の変更 

 ⑴ この特約の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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総合口座キャッシュカード規定 

 1 . カードの利用 

  商工中金の総合口座キャッシュカード（以下「カード」といいます。）は、次の場合に利用することがで

きます。なお、カードは、当金庫所定の時間内に利用することができます。 

 ⑴「当金庫の自動窓口機（以下「ATM」といいます。）ならびに当金庫がオンライン現金自動預入機（現金自

動預入払出兼用機を含みます。以下「預入機」といいます。）の共同利用による現金入金業務を提携した

金融機関等（以下「入金提携先」といいます。）の預入機」を使用して総合口座取引の普通預金に預入れ

をする場合。（以下この取扱いを「預金の預入れ」といいます。） 

  なお、入金提携先の預入機は入金提携先所定の時間内に利用することができます。 

 ⑵「当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等

（以下「支払提携先」といいます。）の現金自動支払機」（現金自動預入払出兼用機および当金庫のATMを

含みます。以下「支払機」といいます。）を使用して総合口座取引の普通預金の払戻し（当座貸越を利用

した払戻しを含みます。）をする場合。（このカードは、商工債買入預金（以下「買入預金」といいます。）

の現金での払戻しには利用できません。）なお、支払提携先の「支払機」は、支払提携先所定の時間内に

利用することができます。 

 ⑶ATMを使用して預金口座からの振替えにより預金を払戻し、同時に代り金を預金口座（払戻口座を除きます。）

に預入れをする場合。（以下この取扱いを「振替入金」といいます。） 

 ⑷ATMを使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合（以下この取扱いを

「振込」といいます。） 

 ⑸その他当金庫所定の取引をする場合。 

 2 . ATM等による普通預金の預入れ 

 ⑴ATM等（入金提携先の預入機を含みます。）を使用して普通預金の預入れをする場合には、ATM等の画面表

示等の操作手順にしたがって、ATM等にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。但

し、入金提携先の預入機では通帳の使用はできません。また、当金庫のATMでの通帳の使用は当金庫所定の

時間内にかぎります。 

 ⑵ATM等による普通預金の預入れは、ATM等の機種により当金庫または入金提携先所定の種類の紙幣および硬

貨にかぎります。また、1回あたりの預入れは、当金庫または入金提携先所定の枚数による金額の範囲内と

します。 

 3 . 支払機による普通預金の払戻し 

 ⑴支払機を使用して普通預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順にしたがって

支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求

書の提出は必要ありません。 

 ⑵支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あた

りの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。 

  なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。 

 ⑶支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第1項に規定する自動機利用手

数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。 

 4 . ATMによる振替入金 

 ⑴ATMを使用して振替入金をする場合には、ATMの画面表示等の操作手順にしたがって、ATMに払戻口座

のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。
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この場合における預金の払戻しについては払戻口座の通帳および払戻請求書の提出は必要ありませ

ん。 

 ⑵ATMによる1回あたりの振替入金は、当金庫所定の金額の範囲内とします。 

  なお、1日あたりの振替入金は当金庫所定の金額の範囲内とします。 

 ⑶ATMの画面表示等の操作手順にしたがって操作し、振替入金金額の確認操作をされた後は、ATMでのこ

の振替入金の取消しはできません。取消しを必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要

となります。詳細は振替入金の操作を行ったATM設置店の窓口にご照会ください。 

 5 . ATMによる振込 

 ⑴ATMを使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、ATMの

画面表示等の操作手順にしたがって、ATMにカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確

に入力してください。 

  この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 

 ⑵ATMによる1回あたりの振込は、当金庫所定の金額の範囲内とします。 

  なお、1日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。 

 6 . 自動機利用手数料等 

 ⑴ATMまたは支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫および支払提携先所定のATM・支

払機の利用に関する手数料（以下「自動機利用手数料」といいます。）をいただきます。 

 ⑵自動機利用手数料は、預金の払戻時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座

から自動的に引落します。なお、支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から支払提携先に支払

います。 

 ⑶振込手数料は振込資金の預金口座からの払戻時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをし

た預金口座から自動的に引落します。 

  7 . ATM・支払機故障時等のお取扱い 

 ⑴停電、故障等によりATMによる普通預金の預入れの取扱いができない場合には、窓口営業時間内にか

ぎり、当金庫本支店の窓口でカードにより普通預金に預入れを行ってください。なお、入金提携先

の窓口では、この取扱いはしません。 

 ⑵停電、故障等によりATM（当金庫の支払機を含みます。）による普通預金の払戻しの取扱いができない

ときは、窓口営業時間内にかぎり、当金庫がATM（当金庫の支払機を含みます。）故障時等の取扱い

として定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより普通預金の払戻しをすることが

できます。なお、支払提携先の窓口では、この取扱いはしません。 

 ⑶前項による払戻しまたは預金の振替えは、当金庫所定の払戻請求書その他の書類に氏名、金額を記

入のうえカードとともに提出を受け、当金庫所定の方法によって申出の暗証に基づく氏名と書類記

載の氏名が一致することを確認できる場合にかぎり取扱います。 

 ⑷停電、故障等によりATMによる振込ができない場合には、窓口営業時間内にかぎり、前号によるほか

振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。 

 8 . カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入 

  カードにより総合口座取引の普通預金に預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額また

は振込手数料金額の通帳記入は、通帳がATM（当金庫の支払機を含みます。）で使用された場合、また

は、当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また窓口でカードにより取扱った場合にも同

様とします。なお、振込金額と振込手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。 
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 9 . カード・暗証の管理等 

 ⑴当金庫は、支払機またはATMの操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付した力－ドであ

ること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当金庫所定の方法により確認のう

え総合口座取引の預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、当金庫

所定の方法によって申出の暗証に基づく氏名と書類記載の氏名との一致を確認のうえ取扱いをいた

します。 

 ⑵カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測さ

れやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛

失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、

すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預

金の払戻し停止の措置を講じます。 

 ⑶カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。 

10. 偽造カード等による払戻し等 

  偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて

当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、そ

の効力を生じないものとします。 

  この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察へ

の通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。 

11. 盗難カードによる払戻し等 

 ⑴カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべ

てに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害（手数料や利息を含みます。）の

額に相当する金額の補てんを請求することができます。 

① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること 

② 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること 

③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事

実を確認できるものを示していること 

 ⑵前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知

が行われた日の30日（ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを本

人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。）前の日以降に

なされた払戻しにかかる損害（手数料や利息を含みます。）の額に相当する金額（以下「補てん対

象額」といいます。）を補てんするものとします。 

  ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失

があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てん

するものとします。 

 ⑶前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日（当該盗難が行われた日が明

らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行

われた日。）から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 

 ⑷第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補

てん責任を負いません。 

① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該
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当する場合 

   Ａ 本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合 

   Ｂ 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人（家事全

般を行っている家政婦など。）によって行われた場合 

   Ｃ 本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重大な事項について偽りの説明を

行った場合 

② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった

場合 

12. カードの紛失、届出事項の変更等 

 ⑴カードを紛失した場合または氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人か

ら当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。 

 ⑵届出の暗証は、ATMを使用して変更することができます。変更にはATMの画面表示等の操作手順に従

ってカードを挿入し届出の暗証その他の所定の事項を入力してください。この場合、書面による届

出の必要はありません。 

13. カードの再発行等 

 ⑴カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。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。 

 ⑵カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。 

14. ATM・支払機への誤入力等 

  ATM・支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いま

せん。なお、入金提携先および支払提携先の預入機および支払機を使用した場合の入金提携先およ

び支払提携先の責任についても同様とします。 

15. 解約、カードの利用停止等 

 ⑴総合口座取引の普通預金口座を解約する場合、または、カードの利用を取りやめる場合には、その

カードを取引店に返却してください。 

 ⑵カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおこ

とわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを取引店に返

却してください。 

 ⑶次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだ

い直ちにカードを取引店に返却してください。但し、第2号の場合は、当金庫の窓口において当金庫

所定の本人確認資料等の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除しま

す。 

① 第16条に定める規定に違反した場合 

② 総合口座取引に関し、定期預金および保護預り中の商工債の残高が零となった場合に、最終の

預入れまたは払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が経過し、かつ残高が一定の金額を

超えることがない場合 

③ カードが偽造、変造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した

場合 

16. 譲渡、質入れ等の禁止 

  カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 
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17. 規定の準用 

  この規定に定めのない事項については、当金庫の他の約款・規定等により取扱います。 

18．規定の変更 

 ⑴ この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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商工中金ICキャッシュカード特約 

 1 . 適用の範囲および規定の適用等 

 ⑴この特約は、ICキャッシュカード（ ICチップが搭載されたキャッシュカードで、従来のキャッシュ

カードで提供している当金庫所定のサービスに加え、一般社団法人全国銀行協会制定のICキャッシ

ュカード標準仕様に基づくICキャッシュカードとしてのサービス、その他ICチップを利用した当金

庫所定のサービス（以下、かかるサービスを総称して「ICチップ提供サービス」といいます。）の

利用を可能とするカードのことをいいます。）を利用するにあたり適用される事項を定めるもので

す。 

 ⑵この特約は、「総合口座キャッシュカード規定」「普通預金キャッシュカード規定（個人のお客さ

ま用）」「普通預金キャッシュカード規定（個人以外のお客さま用）」「当座預金キャッシュカー

ド規定（個人のお客さま用）」「当座預金キャッシュカード規定（個人以外のお客さま用）」（以

下総称して「各種カード規定」といいます。）の一部を構成するとともに同規定と一体として取扱

われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種カード規定が適用されるものとします。 

 ⑶この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種カード規定の

定義に従います。なお、ICチップ内に蓄積・格納された情報等は、同規定の「電磁的記録」にあた

るものとします。 

 2 . ICキャッシュカードの利用 

  ICチップ提供サービスは、当該サービスの利用が可能なATM、その他の端末（以下「 ICキャッシュカ

ード対応ATM等」といいます。）で利用することができます。 

 3 . 有効期限 

 ⑴2011年5月2日までに申込を受付けたICキャッシュカードについては、当金庫が定める有効期限があ

ります。有効期限はカードの表面に西暦（下二桁）で記載された年および月の月末までです。有効

期限経過後は、当該ICキャッシュカードは利用することはできません。 

 ⑵2011年5月6日以降に申込を受付けたICキャッシュカード（下記⑶の有効期限を更新した新しいICキ

ャッシュカードも含みます。）については、有効期限はありません。カード表面には有効期限は表

示されません。 

 ⑶ ICキャッシュカードの有効期限が到来する場合、有効期限を更新した新しいICキャッシュカードを

送付します。この場合、従来のICキャッシュカードは本人の責任において破棄してください。ただ

し、各種カード規定に基づき、ICキャッシュカードの利用が停止されているときは新しいICキャッ

シュカードは送付されません。 

 4 . 1日あたりの払戻し金額 

  当金庫は、当金庫および支払提携先のATM、その他の端末を利用した預金払戻しにおける1日あたり

の限度額について、ICチップ提供サービスを利用した払戻しである場合と、ICチップ提供サービス

を利用しない払戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。 

 5 . ICキャッシュカード対応 ATM等の故障時の取扱い 

  ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供サービスは利用することはできません。 

 6 . ICチップ故障時の取扱い等 

 ⑴ ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることがで

きなくなった場合には、ICチップ提供サービスは利用することはできません。この場合、当金庫所
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定の方法により、すみやかに当金庫にICキャッシュカードの再発行を申し出てください。 

 ⑵ ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等において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、当金庫は責任を負いません。 

 7.手数料 

 ⑴当金庫は、今後、金融情勢の変化等により、ICキャッシュカード発行時および第3条第3項の規定に

基づく有効期限を更新した新しいICキャッシュカード発行時の手数料を新設し、または変更するこ

とができます。 

 ⑵前項の手数料は、ICキャッシュカード対象口座から、通帳および払戻請求書なしで、または当座小

切手の振出しなしで、自動的に引落します。 

 ⑶当金庫所定の期間を経過しても、手数料を引落しできない場合は、ICキャッシュカードまたは第3条

第3項の規定に基づく有効期限を更新した新しいICキャッシュカードを発行しないことがあります。 

8．規定の変更 

 ⑴ この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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商工中金ダイレクト利用規定 

第1章 商工中金ダイレクト 
第1条 （商工中金ダイレクト） 

1．商工中金ダイレクトとは 

 ⑴「商工中金ダイレクト」（以下、「本サービス」といいます。）とは、「商工中金ダイレクト申込

書」を当金庫宛に提出した個人のお客さまご本人、もしくは、当金庫所定の条件を満たし、かつ当

金庫ホームページより「お申込登録」を完了した個人のお客さまご本人（以下、「契約者」といい

ます。）が電話機、パーソナルコンピュータ（スマートフォンやタブレット端末等のインターネッ

トに接続可能な高機能携帯端末を含めるものとし、以下「パーソナルコンピュータ等」といいます）

等を通じて、電話やインターネット等により当金庫に残高照会や振込等の取引の依頼を行い、当金

庫がその手続きを行うサービスをいいます（以下、「本サービス」のうち、電話機を通じた電話に

よるお取引を「テレホンバンキング」、パーソナルコンピュータ等の端末機を通じたインターネッ

トによるお取引を「インターネットバンキング」といいます）。 

 ⑵「本サービス」のご利用申込にあたって、契約者は「テレホンバンキングのみのご利用」、または

「テレホンバンキング、インターネットバンキングの両方のご利用」のいずれかを選択することとし

ます。 

なお、契約者は、当金庫所定の書面による申込により、「テレホンバンキングのみのご利用」から

「テレホンバンキング、インターネットバンキングの両方のご利用」への変更、「テレホンバンキン

グ、インターネットバンキングの両方のご利用」から「テレホンバンキングのみのご利用」へ変更

を行うことができます。 

  また「本サービス」の申込時、「テレホンバンキングのみのご利用」を選択した契約者は、当金庫

ホームページから「テレホンバンキング、インターネットバンキングの両方のご利用」に変更する

ことができます。 

2．利用対象者 

  「本サービス」のご利用対象者は、当金庫の総合口座をお持ちの個人とします。なお、債券総合口

座通帳をお持ちの場合は、総合口座通帳への切替が必要です。 

3．使用できる機器等 

  「本サービス」のご利用に際して使用できる機器は、当金庫所定のものに限ります。 

  また、電子メールアドレスの登録は、「インターネットバンキング」で行って下さい。 

4．取扱日および利用時間 

  「本サービス」の取扱日およびご利用時間は当金庫所定の日および時間とします。なお、ご利用時

間は本条第1項のお取引により異なります。 

5．基本手数料等 

 ⑴「本サービス」のご利用にあたっては、当金庫所定の基本手数料（消費税を含みます。）をいただ

きます。この場合、本手数料は通帳・払戻請求書等の提出なしに、後記第4条第2項の「代表口座」

から当金庫所定の日に自動的に引落します。 

 ⑵当金庫は基本手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、基本手数

料以外の諸手数料（振込手数料等）についても提供するサービスの変更等に伴ない新設・変更する

場合があります。 

 ⑶当金庫は「本サービス」の基本手数料および基本手数料以外の諸手数料に係る領収書等の発行は行
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いません。 

 

第2条 （本人確認） 

  「本サービス」のご利用についての契約者ご本人であることの確認（以下「本人確認」といいます。）

は次の方法により行うものとします。なお、「テレホンバンキング」における本人確認については、

本条の他、後記第11条によります。 

1．契約者は、「本サービス」のご契約に際してお取引時に本人確認を行うための「暗証番号」を届出る

ものとします。 

2．当金庫は契約者が「本サービス」を利用する際に本人確認を行うために必要な事項を記載した「契約

者カード」を発行いたします。 

 「契約者カード」には当金庫で登録した本契約者固有の番号（以下「契約者番号」といいます。）と

契約者ごとに異なる「確認番号」を記載します。 

3．「本サービス」のご利用の際に、当金庫は契約者から通知された次の番号・合言葉・ワンタイムパス

ワードと当金庫に登録されている各番号・合言葉・ワンタイムパスワードとの一致を確認することに

より本人確認を行います。なお、当金庫が、本項の手続きにより契約者ご本人であることを確認でき

ず、その結果､当金庫が取引を行わないことにより契約者について何らかの損害が生じても､その損害

については､当金庫は責任を負いません。 

  合言葉とは、契約者が利用するネットワーク環境等を総合的に判断し、通常と異なるご利用環境等

と判断した場合、契約者ご本人からの利用であることを確認するために必要となる言葉（以下「合言

葉」といいます）のことをいいます。また、ワンタイムパスワードとは、当金庫が発行するワンタイ

ムパスワード生成機（以下、「トークン」といいます）により生成・表示され、60 秒毎に変化する

可変的なパスワード（以下、「ワンタイムパスワード」といいます）のことをいいます。 

 ⑴テレホンバンキング 

  Ａ．「契約者番号」 

  Ｂ．「暗証番号」 

  Ｃ．「確認番号」（契約者の電話機のボタン操作によって通知された確認番号の一部と、当金庫が

契約者のものとして登録・管理している確認番号との一致をコンピュータシステムにより照合

します。） 

 ⑵インターネットバンキング 

  Ａ．「契約者番号」または「店番号と口座番号」 

  Ｂ．「暗証番号」（「暗証番号」は、当金庫所定の書面により数字4桁で申込みを行い、「インターネットバン

キング」のご利用開始時（※）に契約者がご利用画面から半角英数6桁～12桁へ変更します。）（※2020

年2月のシステム変更前から本サービスを契約していた契約者が、システム変更後に本サービスを初め

て利用する場合も数字4桁から半角英数6桁～12桁へ変更が必要です。） 

  Ｃ．「確認番号」（契約者のパーソナルコンピュータ等の端末機の操作によって通知された確認番

号の一部と、当金庫が契約者のものとして登録・管理している確認番号との一致をコンピュー

タシステムにより初回ログイン時のみ照合します。） 

  Ｄ．「取引パスワード」（「取引パスワード」は、「インターネットバンキング」のご利用開始時

（※）に契約者がご利用画面から登録します。）（※2020年2月のシステム変更前から本サービスを

契約していた契約者が、システム変更後に本サービスを初めて利用する場合も再度登録が必要で
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す。） 

  Ｅ．「合言葉」（「合言葉」は、「インターネットバンキング」のご利用開始時に契約者がご利用

画面から登録します。) 

  Ｆ．「ワンタイムパスワード」 

4．当金庫が本条第3項の方法に従い本人確認をしてお取引を実施した場合は、「契約者番号」「確認番

号」「暗証番号」「取引パスワード」「合言葉」「ワンタイムパスワード」につき不正使用その他の

事故があっても、当金庫は同取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について、

後記第20条に該当する場合を除き当金庫は責任を負いません。「契約者カード」および「確認番号」

「暗証番号」「取引パスワード」「合言葉」「ワンタイムパスワード」は厳重に管理し、他人に教えた

り、紛失・盗難に遭わないよう十分注意して下さい。 

  なお、当金庫から「暗証番号」「確認番号」「取引パスワード」「合言葉」「ワンタイムパスワー

ド」をご連絡したり、本条および後記第11条による本人確認手続き以外で「暗証番号」「確認番号」

「取引パスワード」「合言葉」「ワンタイムパスワード」等をお聞きすることはありません。 

5．当金庫は、「契約者カード」を当金庫に届出の住所に郵送します。なお、契約者ご本人へお届けでき

ない場合は「本サービス」の提供を解除する場合があります。 

6．「契約者カード」は、第三者への譲渡・貸与はできません。 

  当金庫から請求があった場合は、速やかに返却するものとします。 

7．「契約者カード」の紛失・盗難等 

 ⑴契約者が「契約者カード」を紛失・盗難等で失った場合、または「暗証番号」「確認番号」「取引

パスワード」を他人に知られた場合等、不正使用その他の事故の発生が見込まれる場合には、速や

かに当金庫「ダイレクトバンキングセンター」（以下、「センター」といいます。）、または当金

庫所定の営業時間外窓口までご連絡下さい。 

  この届出に対し当金庫は所定の手続きを行い「本サービス」のご利用停止の措置を講じます。当金

庫はこの届出の前に生じた損害について、後記第20条に該当する場合を除き責任を負いません。 

 ⑵「契約者カード」の再発行の依頼は当金庫所定の書面により行うものとします。その際、再発行の

理由が「契約者カード」の紛失・盗難の場合には、当金庫所定の再発行手数料を後記第4条第2項の

「代表口座」から引落させていただきます。 

  契約者カードを再発行した場合は、再発行した契約者カードが、「本サービス」における唯一真正

なカードとし、その他の契約者カードはすべて無効とします。 

  また、後日契約者カードを発見した場合には契約者の責任において破棄して下さい。カードの再発

行に関し、後日何らかの損害が生じても､当金庫は後記第20条に該当する場合を除き責任を負いませ

ん。 

8．「本サービス」のご利用に際して登録したものと異なる「暗証番号」「取引パスワード」「確認番号」

「合言葉」の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は「本サービス」

のご利用の停止や制限を行います。 

  「本サービス」のご利用を再開するには当金庫所定の営業時間内に「センター」までご連絡のうえ

所定の手続きを行って下さい。 

9．「暗証番号」変更等 

 ⑴「暗証番号」「取引パスワード」「合言葉」は、より安全性を高めるため、契約者がパーソナルコ

ンピュータ等の利用画面等により定期的に変更して下さい。 
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  「インターネットバンキング」で「暗証番号」を変更しても、「テレホンバンキング」の「暗証番

号」には反映されませんので、別途、「テレホンバンキング」から「暗証番号」を変更して下さい。 

  同様に「テレホンバンキング」で「暗証番号」を変更しても、「インターネットバンキング」の「暗

証番号」には反映されませんので、別途、「インターネットバンキング」から「暗証番号」を変更

して下さい。 

 ⑵「暗証番号」を失念した場合は、新しい「暗証番号」の届出、および「契約者カード」の再発行が

必要になりますので、「センター」までご連絡のうえ当金庫所定の書面により届け出て下さい。 

  また、ご利用画面で登録された「取引パスワード」を失念した場合は「センター」までご連絡のう

え当金庫所定の書面により届け出て下さい。当金庫は手続き内容を確認後、「取引パスワード」を

初期化しますので、再度、登録して下さい。「合言葉」を失念した場合は、「センター」までご連

絡のうえ当金庫所定の手続きを行ってください。 

10．本条第3項にかかわらず金融機関による顧客等の本人確認について定めた法令（政令・省令を含みま

す。）に基づき、一旦受付けたお取引であっても、お取扱いできないことがあります。 

11．「合言葉」の取扱い等 

 ⑴インターネットバンキングの利用にあたっては、あらかじめ当金庫所定の質問項目に対する「合言

葉」を登録することにより、契約者が通常使用するパーソナルコンピュータ等を指定することがで

きるものとします。 

 ⑵契約者が指定したパーソナルコンピュータ等以外から取引を行う場合は、「契約者番号」「暗証番

号」および「確認番号」に加えて、「合言葉」が正しく入力された場合のみ取引を行うことができ

るものとします。 

12．ワンタイムパスワードの取扱い等 

 ⑴トークンの利用方法は、本サービス一契約につき、ソフトウェアトークン方式またはハードウェア

トークン方式のいずれかとします。 

 ⑵ソフトウェアトークン方式 

① 利用方法 

   ワンタイムパスワード利用開始時には、当金庫が発行するトークンを所定の方法によりお客さま

のスマートフォンにダウンロードし、利用開始の設定を行っていただきます。ワンタイムパスワ

ード利用開始後は、当金庫所定の取引依頼時に、携帯電話機、もしくはスマートフォンに設定済

みのトークンに生成・表示されるワンタイムパスワードを入力していただき、当金庫が受信した

ワンタイムパスワードと、当金庫が保有するワンタイムパスワードとの一致を確認することで本

人確認をいたします。 

② トークンの管理 

   ワンタイムパスワードは厳重に管理し、他人に知られたり、トークンとして利用している携帯電

話機、スマートフォンの紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。トークンおよびワン

タイムパスワードの管理においてお客さまの責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じ

た損害について当金庫は責任を負いません。トークンとして利用している携帯電話機、スマート

フォンを紛失・盗難等で失った場合には、速やかにお客さまから当金庫に届け出るものとします。

なお、トークンとして利用している携帯電話機、スマートフォンを紛失・盗難等で失ったことに

より、当金庫がトークンの失効手続きを行った場合、再度、当金庫が発行するトークンを所定の

方法によりお客さまのスマートフォンにダウンロードし、利用開始の設定を行っていただきます。 
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③ トークンの有効期限 

   トークンの有効期限は、当金庫が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、当金庫所

定の方法で、有効期限更新を行ってください。 

   なお、携帯電話機にトークンをダウンロードしているお客さまは有効期限の更新が出来ませんの

で、引続きワンタイムパスワードを利用する場合にはスマートフォンにダウンロードしていただ

くかハードウェアトークン方式へのお切替えが必要になります。 

④ トークンの解約 

   トークンの利用を解約する場合は、当金庫所定の方法による利用解除手続きを行うことで解約す

ることができます。また、トークンをダウンロードした携帯電話機器、スマートフォンの変更、

売却、携帯電話会社との契約解除等の場合には、事前にトークンを解約する必要があります。 

 ⑶ハードウェアトークン方式 

① 利用方法 

   トークンの申込みは、本サービスの所定の画面にて申込む方法、または当金庫所定の書面にて申

込む方法により行うこととします。当金庫は申込みを正常に受け付けた後、当金庫に届出の住所

に専用のトークンを郵送します。 

   ワンタイムパスワード利用開始時には、専用のトークンにて当金庫所定の利用開始の設定を行っ

ていただきます。ワンタイムパスワード利用開始後は、当金庫所定の取引依頼時に、専用のトー

クンに生成・表示されるワンタイムパスワードを入力していただき、当金庫が受信したワンタイ

ムパスワードと、当金庫が保有するワンタイムパスワードとの一致を確認することで本人確認を

いたします。 

② トークンの管理 

   ワンタイムパスワードは厳重に管理し、他人に知られたり、トークンの紛失・盗難に遭わないよ

う十分注意してください。 

   トークンを紛失・盗難等で失った場合は、速やかにお客さまから当金庫に届け出るものとします。

トークンおよびワンタイムパスワードの管理においてお客さまの責めに帰すべき事由があった場

合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。なお、トークンを紛失・盗難等

で失ったことにより、当金庫がトークンの失効手続きを行った場合、再度、当金庫に届出の住所

に郵送する専用のトークンにて利用開始の設定を行っていただきます。 

③ トークンの有効期限 

   トークンの有効期限は、当金庫が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、当金庫所

定の方法で、有効期限更新を行ってください。 

④ トークン利用手数料 

   トークン利用開始時に、当金庫より本サービス一契約につき一つ発行するトークンの利用手数料

は無償です。また、発行済みのトークンの有効期限到来に伴うトークンの再発行手数料も無償で

す。 

⑤ トークンの再発行・交換 

   トークンを紛失・破損等した場合の再発行には、当金庫所定の手数料（消費税を含みます。）を

いただきます。この場合、本手数料を、通帳・払戻請求書等の提出なしに、後記第4条第2項の「代

表口座」から当金庫所定の日に自動的に引落します。 

   ただし、トークンの製品不良等、契約者の責めに帰さない故障・破損の場合、当金庫はトークン
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を無償で交換します。 

⑥ トークンの解約 

   トークンの利用を解約する場合は、当金庫所定の方法による利用解除手続きを行うことで解約す

ることができます。 

 

第3条 （届出事項の変更等） 

1．留意点 

 ⑴後記第4条第2項の「代表口座」その他の預金口座等についての印章、契約者氏名、住所、電話番号、

その他の届出事項に変更があった場合には、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、ただち

に当金庫所定の書面により該当口座の取引店に届け出て下さい。 

  なお、この届出がなされる前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

 ⑵届出事項のうち住所、電話番号については、「本サービス」における「インターネットバンキング」

においても変更の届出を行うことができます。 

  ただし、○優（少額貯蓄非課税制度）のお取引を利用されている場合等、当金庫所定の条件に該当す

る場合は「インターネットバンキング」による住所、電話番号の変更はできません。 

  また、財形貯蓄のお取引がある場合は、「インターネットバンキング」による住所変更は行うこと

ができますが、財形貯蓄のお取引に関して、契約者が当金庫に届け出ている住所は変更されません

ので、別途当金庫所定のお手続きを行って下さい。 

 ⑶「インターネットバンキング」による住所変更を行った場合は、後記第4条第2項の「代表口座」と

同一のお客様番号（当金庫が別途、商工債保護預り口座規定で定めています。）の預金口座および

債券口座についても変更されます。お客様番号を複数お持ちの場合は、後記第4条第2項の「代表口

座」と同一のお客様番号以外の預金口座および当金庫が別途、商工債保護預り口座規定で定める商

工債保護預り口座は原則として変更されませんので、別途お取引店で当金庫所定のお手続きを行っ

て下さい。 

 ⑷届出事項変更の届出がなかったために、当金庫から通知または送付する書類等が延着、または到着

しなかった場合には、当該通知等は通常到着すべきときに到着したものとみなして取扱います。 

2．変更日 

 ⑴当金庫所定の書面による届出事項等の変更、または「インターネットバンキング」による届出事項

等の変更は、当金庫が届出を受付けた日の翌営業日から2営業日程度後に反映されます。 

  なお、「インターネットバンキング」による変更にかかる通信がエラーとなった場合、エラーの旨

を別途、当金庫よりご連絡します。エラー内容によっては、変更取引を「インターネットバンキン

グ」で行えず、お取引店でのお手続きが必要となる場合もありますのでご了承下さい。 

 ⑵契約者の依頼から当金庫の手続き完了までの間に、変更が行われなかったことにより、契約者に損

害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。 

 ⑶変更後のお届け内容が「インターネットバンキング」でご確認いただけるのは、当金庫が届出を受

付けた日の翌営業日から3営業日程度後からとなります。 

 

第2章 「インターネットバンキング」取引の特則 
第4条 （取引の依頼） 

1．取引の依頼方法 

  「インターネットバンキング」によるお取引の依頼は、前記第2条に従った本人確認が終了後、契約



44 

者がお取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することで、お取

引を依頼するものとします。当金庫は、次項の「代表口座」の届出に従いお取引を実施します。 

2．「代表口座」の届出 

  「インターネットバンキング」で利用する次の「代表口座」を当金庫所定の書面により届出して下

さい。当金庫は、届出の内容に従い、「インターネットバンキング」の取引指定口座として登録し

ます。 

  「代表口座」…基本手数料の引落口座。「インターネットバンキング」において、「代表口座」は

振込資金、諸手数料の引落口座および振替における入出金口座としても取扱います。「代表口座」

は契約者ご本人名義の総合口座普通預金に限ることとし、「代表口座」の届出印を「本サービス」

の届出印とします。「代表口座」は「本サービス」の契約を解約した後でなければ解約できません。 

3．取引依頼内容の確定 

  当金庫が「本サービス」によるお取引の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容を確認しますので、

その内容が正しい場合には当金庫の指定する方法で確認した旨を回答して下さい。この回答が各取

引で必要な当金庫所定の時間内に行われ当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したも

のとし、当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 

4．取引の成立 

 ⑴「代表口座」より資金の引落しを行うお取引については、本条第3項の依頼内容が確定した後、当金

庫は契約者から支払依頼を受けた振込・振替資金、振込手数料、および定期預入資金等を、通帳・

払戻請求書等の提出なしに、後記第5条第3項の「振込・振替指定日」または、後記第6条第2項の定

期預金預入指定日に引落すものとし、当該引落しをもってお取引が成立したものとします。 

 ⑵以下に該当する場合、本条第1項により契約者から受付けたお取引依頼は、契約者に対する当金庫の

承諾いかんにかかわらず、取消されたものとみなします。この場合、当金庫は契約者に対し通知は

行いませんので、後記第9条に従い契約者自身で、お取引の成否を確認して下さい。なお、この取扱

いにより契約者に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、当金庫

は責任を負いません。 

  Ａ．振込・振替資金、振込手数料、および定期預入資金等の合計額（消費税等を含みます。）が、

「代表口座」の支払可能残高（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。）を超えるとき。

なお、定期預金預入における資金の引落しについては、当座貸越は利用できません。 

  Ｂ．契約者が指定した口座（「代表口座」を含みます。）が解約済であるとき。 

  Ｃ．後記第19条第2項第2号、第3号､第4号に該当しているとき。 

  Ｄ．金融機関による顧客等の本人確認について定めた法令（政令・省令を含みます。）に基づく本

人確認が行えなかったとき。 

  Ｅ．通信機器、回線・通信網、コンピュータ等の故障、障害等（電話不通その他の通信手段の故障、

障害等を含みます。）により、取扱いができなくなったとき。 

  Ｆ．その他当金庫が支払を不適当と認めたとき。 

 ⑶本条本項第1号以外のサービスについては、本条第3項によるお取引依頼内容の確定をもってお取引

が成立したものとします。 

5．取引内容の記録 

  当金庫はお取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。お取引内容について疑義が生じた

場合には、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 
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6．会話内容の記録 

  当金庫は契約者と「センター」との会話内容を録音のうえ相当期間保存します。契約者と当金庫の

間で内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する録音内容を正当なものとして取扱います。 

 

第5条 （振込・振替サービス） 

1．内容 

 ⑴「インターネットバンキング」による振込・振替サービスとは、事前に登録のない当金庫または他

の金融機関における国内本支店の口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あ

てに振込むサービスをいいます（以下、事前に登録のない口座ヘの振込を「都度指定振込」といい

ます）。 

 ⑵振込・振替の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料（消費税を含みます。）をいただきます。 

  また、振込・振替について特別な依頼により要した費用は別途いただきます。 

 ⑶振込・振替の定義 

  「振替」……振替元の「代表口座」と振替先の「入金指定口座」とが同一お取引店内にあり、かつ振

替元と振替先が同一のお客様番号の場合における資金移動をいいます。 

  「振込」……振込元の「代表口座」と振込先の「入金指定口座」とが同一お取引店内にない場合、ま

たは振込元の「代表口座」と振込先の「入金指定口座」とが同一お取引店内にあっても振込元と

振込先のお客様番号が異なる場合における資金移動をいいます。なお、振込はすべて電信扱いと

なります。 

 ⑷当金庫は契約者に対し、振込・振替に係る領収書等の発行は行いません。「インターネットバンキ

ング」によりお取引した方は、お取引履歴照会でお取引内容をご確認下さい（最大3か月間照会可能

です）。 

2．上限金額の設定 

 ⑴当金庫は、「インターネットバンキング」による振込・振替において、1日あたりに振込・振替を行

うことができる上限金額（以下、「振込・振替限度額」といいます。）を定めます。なお、当金庫

は「振込・振替限度額」を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。 

 ⑵契約者は「都度指定振込」の「振込・振替限度額」を当金庫が定める範囲内において任意に増減額

設定できるものとします。契約者により特に「振込・振替限度額」の届出がない場合には、当金庫

所定の金額を上限金額とさせていただきます。 

3．「振込・振替指定日」等 

 ⑴契約者は当金庫所定の期間内で、振込・振替取引を行う日（以下「振込・振替指定日」といいます。）

を指定することができます。また、当金庫は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する

場合があります。当金庫は原則として「振込・振替指定日」に、「入金指定口座」あてに振込通知

の発信処理を行うものとします。ただし、「振込・振替指定日」が依頼日当日の場合で、お取引の

依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎている場合または受付日が当金庫所定の休業日の場

合には、依頼のあった日の翌営業日に振込通知の発信処理を行うものとします（以下「翌営業日扱

い」といいます）。なお、「翌営業日扱い」の場合、確認画面および完了画面の「振込・振替（予

定）日」欄に翌営業日の日付が表示されます。 

 ⑵契約者は、振込・振替にかかるお取引状況を、完了画面、および取引履歴照会画面等で、必ずご確

認下さい。振込通知の発信処理および資金の引落し処理まで終了した場合はお取引状況が「正常終

了」と表示され、「翌営業日扱い」や予約取引で受付けした場合は、お取引状況が「受付完了」と
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表示されます。 

4．依頼内容の「訂正」「組戻し」等 

 ⑴前記第4条第3項により振込の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること（以下、「訂正」

といいます。）または依頼を取消すこと（以下、「組戻し」といいます。）はできません。 

  ただし、「振込・振替指定日」として、依頼日の翌営業日以降の日付を選択した予約取引や、「翌

営業日扱い」となったお取引は、当金庫所定の時限までに、当金庫所定の方法により、依頼を取消

すことができるものとします。 

  また、当金庫がやむをえないと認めて「訂正」「組戻し」を受付ける場合には、契約者のお取引店

にて当金庫所定の方法で受付けます。この場合、「訂正」「組戻し」にかかるお取引についての本

条第1項第2号の振込手数料は返却しません。なお、「訂正」「組戻し」については別途当金庫所定

の手数料（消費税を含みます。以下「組戻し手数料」といいます。）をいただきます。 

 ⑵「組戻し」により「入金指定口座」のある金融機関（以下、「振込先金融機関」といいます。）か

ら振込資金が返却された場合には、当該資金を契約者の「代表口座」に入金します。 

 ⑶本条第4項第1号の場合において、当金庫の意思にかかわらず、振込先金融機関の事由により、「訂

正」「組戻し」ができない場合があります。この場合は受取人との間で協議して下さい。なお、「組

戻し」ができなかったときは、「組戻し手数料」は返却いたします。 

 ⑷「組戻し」された振込資金による振込に際しては、本条第1項と同様の方法で当金庫所定の振込手数

料をいただきます。 

5．振込内容等の照会 

  契約者の依頼に基づき当金庫が発信した振込について、振込先金融機関から当金庫に対し振込内容

の照会があった場合には、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがありますので速やか

に回答して下さい。 

  当金庫の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、お届けの連絡先へご連絡してもご連絡

がつかなかった場合、または契約者の回答が不適切だった場合等には、これによって生じた損害に

ついて当金庫は責任を負いません。 

 

第6条 （定期預金預入サービス） 

1．内容 

  「インターネットバンキング」による定期預金預入サービスとは、「代表口座」から引落して預入

するサービスをいいます。「インターネットバンキング」で取扱う定期預金は以下のとおりとしま

す。 

  Ａ．新型定期預金（マイハーベスト） 

  Ｂ．自由金利型定期預金（Ｍ型）〈愛称：スーパー定期〉（通帳式）〈単利型〉 

  Ｃ．自由金利型定期預金（Ｍ型）〈愛称：スーパー定期〉（通帳式）〈複利型〉 

  Ｄ．自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）〈愛称：スーパー定期〉（通帳式）〈単利型〉 

  Ｅ．自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）〈愛称：スーパー定期〉（通帳式）〈複利型〉 

  Ｆ．自由金利型定期預金〈通称：大口定期〉（通帳式） 

  Ｇ．自動継続自由金利型定期預金〈通称：大口定期〉（通帳式） 

  なお、定期預金の預入額、預入期間、利息計算方法、満期時の取扱い方法、中間利息の取扱い方法、

課税方法等は、当金庫所定の条件による「ご利用画面から入力・選択可能なもの」または「ご利用

画面に表示されているもの」に限ります。 
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2．定期預入指定日等 

 ⑴契約者は、当金庫所定の期間内で、定期預金の預入を行う日（以下「定期預入指定日」といいます。）

を指定することができます。また、当金庫は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する

場合があります。当金庫は原則として定期預入指定日に、「入金指定口座」あてに預入処理を行う

ものとします。 

  ただし、定期預入指定日が依頼日当日の場合で、お取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限

を過ぎている場合または受付日が当金庫所定の休業日の場合には、依頼のあった日の翌営業日に預

入処理を行うものとします（以下「翌営業日扱い」といいます）。なお、「翌営業日扱い」の場合、

確認画面および完了画面の「定期預入（予定）日」欄に翌営業日の日付が表示されます。 

 ⑵契約者は定期預金預入にかかるお取引状況を、完了画面、および取引履歴照会画面等で、必ずご確

認下さい。振込通知の発信処理および資金の引落し処理まで終了した場合はお取引状況が「正常終

了」と表示され、「翌営業日扱い」や予約取引で受付けした場合は、お取引状況が「受付完了」と

表示されます。 

3．適用金利 

  適用金利は定期預入（予定）日における当金庫所定の金利とします。 

  定期預入（予定）日は、予約取引の場合は契約者が指定した定期預入指定日付、翌営業日扱いの場

合は契約者が指定した定期預入指定日の翌営業日付となります。 

4．依頼内容の訂正等 

 ⑴前記第4条第3項により定期預入の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更することまたは依頼内

容を取消すことはできません。 

  ただし、定期預入（予定）日を依頼日の翌営業日以降に指定した予約取引や「翌営業日扱い」とな

ったお取引としていたものは、当金庫所定の時限までに、当金庫所定の方法により、依頼を取消す

ことができるものとします。 

 ⑵定期預金の満期時の取扱いを自動継続としている場合に限り、本項第1号に関わらず、当金庫所定の

時限までは、当金庫所定の方法により自動継続の中止依頼を行うことができるものとします。 

  自動継続を中止した場合、満期時に解約元利金が一律「代表口座」に入金されます。また、当金庫

所定の条件を満たす場合は、「インターネットバンキング」以外の方法で預入したものも自動継続

中止の対象となります。 

5．中途解約 

 (1)中途解約の取り扱いは、当金庫所定の要件を満たす場合に限るものとします。 

(2)定期預金の中途解約については、預入期間に応じた各定期預金所定の中途解約利率が適用となります。 

(3)定期預金の中途解約取引の取り消しは一切できません。 

(4)解約元利金は、契約者の総合口座普通口座へ入金します。 

 

 

第7条 （口座情報の照会） 

1．内容 

  契約者は「代表口座」について、当金庫所定の方法・範囲に従い、残高照会および入出金明細照会

等の口座情報の照会ができます。「代表口座」以外の契約者名義の口座については、当金庫所定の

方法・範囲に従い残高照会ができます。 

  ただし、当金庫所定の時限以降の照会についての回答は、当金庫が定める日時現在の口座情報とし
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ます。 

2．回答後の取消・変更 

  契約者からの照会を受けて既に当金庫から回答した内容について、その後当金庫が変更または取消

を行った場合には、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。 

 

第8条 （通知・照会の連絡先） 

１．「本サービス」に関する依頼内容等に関し、当金庫より契約者に通知・照会する場合には、当金庫

所定の方法により届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。 

２．本条第1項において、届出事項の不備または電話回線の不通等により通知・照会ができなくても、こ

れによって生じた損害について当金庫は責任を負いません。 

 

第9条 （取引内容の確認） 

1．内容 

「本サービス」のうち、「インターネットバンキング」により、「代表口座」からの資金の引落しを 

伴うお取引を利用した場合、契約者は、ただちにお取引状況を、「インターネットバンキング」の 

完了画面、および取引履歴照会画面等で、必ずご確認して下さい。 

  また、「インターネットバンキング」により、「代表口座」からの資金の引落しを伴うお取引を利

用した場合、そのお取引の依頼日時や手続き成否等、当金庫所定の内容を記載した電子メールが、

契約者が登録した電子メールアドレスあてに送信されますので、電子メールを受信後、「インター

ネットバンキング」による取引履歴照会を行い、お取引内容のご確認後、速やかに通帳記帳を行っ

て下さい。 

2．留意点 

 ⑴電子メールアドレスは、「インターネットバンキング」の初回ご利用時、および電子メールアドレ

スの変更時に、登録して下さい。電子メールアドレスの登録がない場合、またはアドレスを誤って

登録した場合は、当金庫より電子メールを契約者あてに送信することができません。 

  なお、電子メールアドレスの登録がなかった場合や、電子メールアドレスの登録が正しく行われて

いなかったことにより、契約者に損害が発生することがあっても、当金庫は責任を負いません。 

 ⑵記帳されていないお取引明細が、当金庫所定の件数を超えた場合、お取引ごとの明細を通帳に記載

せずに、ご入金またはご出金取引をそれぞれの合計金額でおまとめして記帳させていただきます。 

 ⑶万が一、お取引内容、残高に相違がある場合には、ただちにその旨を「センター」または当金庫所

定の営業時間外窓口までご連絡下さい。 

 

第3章 「テレホンバンキング」取引の特則 
第10条 （「テレホンバンキング」取引） 

  「テレホンバンキング」取引とは、契約者が当金庫指定の電話番号に架電して行う次の取引をいい

ます。なお、「テレホンバンキング」取引は保護預り口座取引および総合口座取引のある取引店毎

に行うものとします。 

  また、「テレホンバンキング」取引はプッシュ式回線でご利用になれます。ただし、ダイヤル回線

でも「トーン信号切替ボタン」でトーン信号を発信できる場合には、「テレホンバンキング」取引

をご利用になれます。 

 ⑴残高照会 
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 ⑵振替取引 

  振替取引は振替元と振替先が同一店内同一お客様番号（または「契約者番号」）の場合に限ります。 

  Ａ．預金振替取引 

   普通預金（総合口座普通預金を含みます。）、債券買入預金間の振替取引。 

  Ｂ．定期預金取引 

   総合口座普通預金からの以下の定期預金の預入取引。 

   a．新型定期預金（マイハーベスト） 

   b．自由金利型定期預金（M型）〈愛称：スーパー定期〉（通帳式）〈単利型〉 

   c．自由金利型定期預金（M型）〈愛称：スーパー定期〉（通帳式）〈複利型〉 

   d．自動継続自由金利型定期預金（M型）〈愛称：スーパー定期〉（通帳式）〈単利型〉 

   e．自動継続自由金利型定期預金（M型）〈愛称：スーパー定期〉（通帳式）〈複利型〉 

   f．自由金利型定期預金〈通称：大口定期〉（通帳式） 

   g．自動継続自由金利型定期預金〈通称：大口定期〉（通帳式） 

  なお、定期預金の預入額、預入期間、利息計算方法、満期時の取扱い方法、中間利息の取扱い方法、

課税方法等は、テレホンバンキングで選択・指定が可能な当金庫所定のものに限ります。 

 ⑶振込取引 

  当金庫所定の方法によりあらかじめ登録された、当金庫または他の金融機関の国内本支店における

預金口座（以下「登録先口座」といいます。）への振込取引。 

  なお、振込取引にあたっての振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる資金相当

額（以下「振込資金等」といいます。）の支払は、契約者名義の保護預り口座取引および総合口座

取引にてお預りしているワリショー、リッショー、リッショーワイド（以下「債券」といいます。）、

預金に限定いたします。 

 ⑷運用方法の変更 

  Ａ．債券の乗換中止取引 

   同額タイプ・増額タイプ・組合せタイプにおける償還日の到来する債券の自動乗換中止取引。 

  Ｂ．定期預金の自動継続中止 

   定期預金について、満期時のお取扱いを自動継続から自動解約に変更できます（ただし、テレホ

ンバンキングで指定が可能な当金庫所定のものに限ります）。自動解約に変更した場合、解約元

利金は一律、契約者の総合口座普通預金に入金されます。 

 ⑸予約取引および予約取引の解除 

  本条本項第2号振替取引、第3号振込取引に係る予約取引、および予約実行日の前営業日（当金庫の

定める所定の受付時間）までに申出のあった予約取引の解除。なお、予約取引の手続きが可能とな

る時期・時間は、取引内容によって異なります。 

  また、本条本項第2号振替取引のうち、定期預金取引について、受付日時によっては、予約取引や翌

営業日の取扱いが制限されます。 

 ⑹総合口座当座貸越の精算 

第11条 （本人確認等） 

１．当金庫は電話によって契約者から通知された「契約者番号」、「暗証番号」と、当金庫が契約者の

ものとして登録・管理している「契約者番号」、「暗証番号」の一致をコンピュータシステムによ

り照合します。 
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  また、前記第10条第1項第2号振替取引、第3号振込取引、第4号運用方法の変更、第5号予約取引およ

び予約取引の解除の際には、「契約者番号」、「暗証番号」に加えて、契約者の電話機のボタン操

作によって通知された「確認番号」の一部と、当金庫が契約者のものとして登録・管理している「確

認番号」との一致をコンピュータシステムにより照合します。 

2．当金庫が本条本項第1号の照合をして取扱った上は、契約者からの申出がない限り、声質や声質から

判断される性別等による本人確認は行いません。 

3．契約者が届出と異なる「暗証番号」または、「確認番号」の入力を当金庫所定の回数連続して行った

ときは、当金庫は「テレホンバンキング」取引の取扱いを中止します。 

 

第12条 （取引の依頼方法・依頼内容の確定） 

1．契約者は、「テレホンバンキング」取引の依頼内容をオペレーターに正確に伝えて下さい。当金庫は

依頼内容をコンピュータシステムに入力し、その内容にしたがい取引を行います。 

2．本条第1項によりコンピュータシステムに入力された契約者の依頼内容を音声ガイドに従って契約者

が確認し、その内容が契約者の意思を正確に記録したものと判断のうえ、契約者が電話機のボタン操

作により「取引内容確認」の入力を行ったときに、「テレホンバンキング」取引についての依頼を受

付けたものとします。 

3．当金庫はお取引証、通帳、および払戻請求書等の提出を受けることなく、本条第2項により受付けた

取引を行います。 

4．当金庫は本条第2項により契約者から受付けた取引依頼の内容を録音のうえ相当期間保存します。契

約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する録音内容を正当なもの

として取扱います。 

 

第13条 （取引の成立） 

1．前記第12条により受付けた契約者の取引依頼の内容にしたがい、当金庫が次の手続きを行ったときに

「テレホンバンキング」取引についての個々の取引が成立します。なお、新型定期預金（マイハーベ

スト）の新規受付等における適用金利は、受付時点ではなく取引の実行（成立）日における当金庫所

定の金利とします。 

 ⑴振替取引 

  振替元として指定された預金から振替先として指定された預金に指定された金額を振替記帳したと

き。 

 ⑵振込取引 

  「振込資金等」を預金から受領したとき。 

 ⑶運用方法の変更 

  指定された運用方法について口座登録したとき。ただし、債券の乗換中止取引については、指定さ

れた債券の指定された金額を口座登録したとき。 

 ⑷予約取引および予約取引の解除 

  予約取引について口座登録したとき、または予約取引として口座登録された情報を解除したとき。 

2．本条第1項の取引が成立した後は、依頼内容を訂正すること、または依頼を取消すことはできません。

ただし、当金庫がやむをえないと認めて依頼内容の訂正および取消しを受付ける場合には、契約者の

お取引店にて当金庫所定の方法で受付けます。 
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3．本条第1項の取引を行った場合には、当金庫は契約者に対し「計算書」または「通帳」を、「計算書」

または「通帳」が作成されない取引については「取引明細書」を当金庫所定の方法で郵送しますので、

直ちに取引内容をご確認下さい。万が一、取引内容に相違がある場合は、速やかにその旨を「センタ

ー」までご連絡下さい。 

4．「本サービス」に関する依頼内容等に関し、当金庫より契約者に通知・照会する場合には、当金庫所

定の方法により届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。当該届出事項の不備または電話回線

の不通等により通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については当金庫は責任を負い

ません。 

5．以下の各号に該当する場合、前記第12条により契約者から受付けたお取引依頼は取消されたものとみ

なします。 

 ⑴振込資金、振替金額等の取引金額と振込手数料等取引にかかる手数料の合計額が、契約者名義の預

金口座の支払可能残高（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。）、または契約者が指定

した支払口座（以下「支払口座」といいます。）の残高を超えるとき。 

 ⑵「支払口座」、または振替入金口座が解約済のとき。 

 ⑶後記第19条第2項第3号､第4号、第5号に該当しているとき。 

 ⑷その他当金庫が支払を不適当と認めたとき。 

 

第14条 （振込等） 

1．前記第10条第1項第3号に定める振込取引および第4号に定める「運用方法の変更」によって生じる振

込は、本章に定める特則により取扱います。 

2．「テレホンバンキング」を利用して振込を行う場合、当金庫は契約者からの届出に基づいて事前に振

込先登録を行います。登録は、契約者からの当金庫所定の届出様式の提出をもって行います。 

3．本条第2項により契約者から受付けた依頼内容について不備がありましても、これによって生じた損

害について、当金庫は責任を負いません。 

4．振込は当金庫所定の時間内に受付けます。ただし、午後2時を超えて振込を受付けた場合、翌営業日

の取扱いとなります。 

5．振込依頼の受付は、前記第2条、および第11条に基づく本人確認方法により契約者ご本人であること

が確認できた後に行います。また、前記第12条第2項にしたがって振込依頼を受付けたものとします。 

6．振込はすべて電信扱いによるものとします。 

7．振込にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる資金相当額（以下「振

込資金等」といいます。）をお支払い下さい。 

8．振込における「振込資金等」は、振込依頼の受付時に「支払指定口座」から引落とします。ただし、

翌営業日扱いの振込については、翌営業日中の当金庫任意の時間に引落とします。 

9．「振込資金等」が「支払指定口座」の支払可能残高（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。）

を超えるときは、本条第5項による振込依頼の受付は取消されたものとみなします。ただし、1日に複

数の振込依頼受付があり、その総額が契約者名義の「支払指定口座」の支払可能残高（当座貸越を利

用できる範囲内の金額を含みます。）を超えるときは、そのいずれの取引を実行するかは、当金庫の

任意とします。 

10．契約者の依頼に基づき当金庫が発信した振込につき、振込先の金融機関から当金庫に対して振込内

容の照会があった場合には、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速
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やかに回答して下さい。当金庫の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、お届けの連絡

先へご連絡してもご連絡がつかなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これによっ

て生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 

11．入金口座なし等の理由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金の「支

払指定口座」に入金します。また、その際に要した費用等については別途いただきます。 

 

第15条 （振込内容の変更） 

1．当金庫から振込先の金融機関に対して振込通知を発信した後､契約者が当該振込の「訂正」「組戻し」

を依頼する場合には､「センター」まで速やかにご連絡下さい。この場合､当金庫は振込依頼のときと

同じ方法で本人確認させていただきます。 

2．前記第10条第1項第4号に定める「運用方法の変更」における振込取引において､当金庫から振込先の

金融機関に対して振込通知を発信した後､契約者が振込依頼を「訂正」「組戻し」する場合には､当金

庫所定の方法で受付けます。この場合､当金庫所定の書面に署名捺印のうえ､前記第13条第3項により

契約者あて郵送いたしました計算書等とともに提出して下さい。 

3．当金庫は､本条第1項および第2項による契約者からの依頼に従って「組戻し」依頼または「訂正」依

頼の電文を振込先の金融機関に発信します。 

4．当金庫が本条第3項により「訂正」「組戻し」依頼を振込先の金融機関に通知した場合に､なんらかの

損害が契約者に生じましても､当金庫は責任を負いません。 

5．本条第2項による「組戻し」の依頼により「組戻し」された振込資金は､本条第2項により提出を受け

た当金庫所定の書面に指定された方法により返却いたします。 

6．本条第1項および第2項の場合において､当金庫の意思にかかわらず、振込先金融機関の事由により、

「訂正」「組戻し」することができないことがありますが､この場合には､受取人との間で協議して下さ

い。 

 

第16条 （振込の手数料） 

1．「テレホンバンキング」による振込の実行にあたっては、「振込資金等」を「支払指定口座」から引

落すと同時に当金庫所定の振込手数料を「支払指定口座」より引落します。 

2．本条第1項の取扱いは午後2時以降に受付けた翌営業日扱いの振込についても同様とします。 

3．前記第15条第1項および第2項による「組戻し」にあたっては､当金庫所定の「組戻し手数料」を「支

払指定口座」より引落します。この場合､本条第1項の振込手数料は返却いたしません。ただし､「組

戻し」ができなかったときは､「組戻し手数料」は返却いたします。 

4．「組戻し」された振込資金による振込に際しては､本条第1項と同様の方法で当金庫所定の振込手数料

をいただきます。 

5．振込取引等について､特別の依頼により要した費用は別途いただきます。 

 

第4章 通則 
第17条 （スマートフォンまたは携帯電話の紛失・盗難） 

1．「インターネットバンキング」をご利用の契約者は、トークンとして利用しているスマートフォンま

たは携帯電話の紛失・盗難があった場合には速やかに「センター」までご連絡下さい。この届出に対

し当金庫は所定の手続きを行い「本サービス」のご利用停止の措置を講じます。当金庫はこの届出の

前に生じた損害について責任を負いません。 
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2．本条第1項のスマートフォンまたは携帯電話を発見した場合は「センター」までご連絡下さい。この

届出に対し当金庫は所定の手続きを行い「本サービス」のご利用を再開します。 

新たなスマートフォンまたは携帯電話により「本サービス」のご利用を再開する場合は、当金庫所定

の書面により手続きを行うこととします。 

 

第18条 （免責事項等） 

1．次の各号の事由により「本サービス」の取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害

について当金庫は責任を負いません。 

 ⑴災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。 

 ⑵当金庫または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、

通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 

 ⑶当金庫以外の金融機関その他の第三者の責に帰すべき事由があったとき。 

2．契約者は「本サービス」のご利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット

等の通信経路の特性および「本サービス」で当金庫が講じる安全策等について了承しているものとみ

なします。 

3．当金庫が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより「暗

証番号」等や取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は後記第20条に該当する場

合を除き責任を負いません。 

4．「本サービス」に使用する機器（以下、「取引機器」といいます。）および通信媒体が正常に稼動す

る環境については契約者の責任において確保して下さい。当金庫は、当契約により取引機器が正常に

稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことに

よりお取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負い

ません。 

5．「本サービス」の申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違な

いと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があった

ことにより生じた損害について当金庫は後記第20条に該当する場合を除き責任を負いません。 

6．当金庫が発行した「契約者カード」が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者（当

金庫職員を除きます。）が「契約者カード」に記載の「契約者番号」「確認番号」を知り得たとして

も、そのために生じた損害について、当金庫は後記第20条に該当する場合を除き責任を負いません。 

 

第19条 （解約等） 

1．契約者による解約 

  「本サービス」の契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。なお、契約者

による解約の通知は5営業日前（解約日を含みます。）までに、書面で行うものとします。 

2．当金庫からの解約 

 ⑴当金庫から解約する場合は口頭または書面による通知によって行います。当金庫が通知または送付

書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したも

のとみなします。 

 ⑵契約者名義の全ての保護預り口座取引、総合口座取引を解約したときは、「本サービス」は解約し

たものとみなします。 

 ⑶契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当金庫からの通知によって、「本サービス」を解
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約します。 

  Ａ．契約者が「テレホンバンキング」のご利用時、届出と異なる「暗証番号」、または「確認番号」

の入力を当金庫所定の回数連続して行い同取引の取扱いが中止となり、当金庫が所定の手続き

をとったとき。 

  Ｂ．住所変更の手続きを怠る等により、契約者の行方が不明となり､当金庫から契約者にあてた通知

が届出の住所に到達しなくなったとき。 

  Ｃ．契約者がこの規定または当金庫との他の取引約定に違反したとき。 

  Ｄ．その他「本サービス」を維持することが困難と判断される事由が生じたとき。 

 ⑷契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当金庫からの通知がなくても、「本サービス」を

解約することができます。 

  Ａ．支払の停止、または破産、再生手続き開始等の申立があったとき等、債務整理に関して裁判所

の関与する手続きの申立があったとき。 

  Ｂ．契約者の預金その他当金庫に対する債権について仮差押通知、保全差押または差押命令通知が

発送されたとき。 

  Ｃ．相続の開始があったとき。 

  Ｄ．当金庫からの郵便物の送付を不要扱いにしたとき。 

  Ｅ．成年後見制度利用者となったとき。 

 ⑸「本サービス」を解約しても、すでに有効に成立している「本サービス」によるお取引にはなんら

影響は及びません。 

  ただし、「インターネットバンキング」による予約取引、「翌営業日扱い」のお取引、住所電話番

号変更等は、当金庫が解約にかかる所定の手続きを行った時点により成立しない場合があります。

お取引の成立状況については、お取引店または「センター」までお問い合わせください。 

 ⑹本条第2項第2号、第3号、第4号の解約の結果、契約者に損害が生じても、当金庫は責任を負いませ

ん。 

3．解約時の「契約者カード」の取扱い 

  本条第1項および第2項の場合、当金庫から特に返却の請求がない限り「契約者カード」は契約者ご

本人の責任で破棄して下さい。 

 

第20条 （暗証番号等の盗用による損害） 

1．暗証番号等の盗用により、他人に「本サービス」を不正に利用され生じたお取引については、契約者

の責めによらず生じ、かつ当金庫所定の事項を満たす場合、契約者は当金庫に対し当該取引に係る損

害（手数料や利息を含みます。）の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 

2．当金庫は契約者の請求が本条第1項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引に係る損害を限

度として補てんするものとします。 

 

第21条 （顧客情報の取扱い） 

1．「本サービス」のご利用に関し、当金庫は契約者の情報を「本サービス」の提供に必要な範囲に限り、

当金庫の子会社、関連会社、業務委託先、またはその他の第三者に利用させることができるものとし

ます。 

2．当金庫は、法令、裁判手続きその他の法的手続きまたは監督官庁により、契約者の情報提出を求めら
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れた場合には、その指示に従うことができるものとします。 

 

第22条 （取引の受付時間等） 

  「本サービス」の受付時間および「本サービス」の対象となる取扱商品の種別、お取引可能な手続

き、お取引金額の制限等については、当金庫が別途定めるものとします。 

 

第23条 （契約期間） 

  本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申し出のない

限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 

 

第24条 （規定の変更） 

1．この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合には、

当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 

2．この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 

 

第25条 （規定の準用） 

  本規定に定めのない事項については、当金庫の他の約款・規定等により取扱います。最新の規定を

お受取りになりたい場合は、お取引店または「センター」までご連絡下さい。 

 

第26条 （取引メニューの追加） 

  「本サービス」に今後追加される取引メニューについて、契約者は新たな申込みなしにご利用いた

だけるものとします。ただし、一部メニューについてはこの限りではありません。 

 

第27条 （権利譲渡等の禁止） 

  「本サービス」にもとづく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。 

 

第28条 （合意管轄） 

  本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当金庫本店、または契約

者の取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 
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商工中金テレホンバンキング取引規定 

 

 

第 1条 テレホンバンキング取引 

  「本取引」は、契約者が当金庫指定の電話番号に架電して行う次の取引をいいます。なお、「本取

引」は保護預り口座取引および総合口座取引のある取引店毎に行うものとします。 

  また、「本取引」はプッシュ式回線でご利用になれます。ただし、ダイヤル回線でも「トーン信号

切替ボタン」でトーン信号を発信できる場合には、「本取引」をご利用になれます。 

 ⑴残高照会 

 ⑵振替取引 

  振替取引は振替元と振替先が同一店内同一お客様番号（または「契約者番号」）の場合に限ります。 

  Ａ．預金振替取引 

   普通預金（総合口座普通預金を含みます。）、債券買入預金間の振替取引。 

  Ｂ．定期預金取引 

   総合口座普通預金からの以下の定期預金の預入取引。 

   a．新型定期預金（マイハーベスト） 

   b．自由金利型定期預金（M型）〈愛称：スーパー定期〉（通帳式）〈単利型〉 

   c．自由金利型定期預金（M型）〈愛称：スーパー定期〉（通帳式）〈複利型〉 

   d．自動継続自由金利型定期預金（M型）〈愛称：スーパー定期〉（通帳式）〈単利型〉 

   e．自動継続自由金利型定期預金（M型）〈愛称：スーパー定期〉（通帳式）〈複利型〉 

   f．自由金利型定期預金〈通称：大口定期〉（通帳式） 

   g.自動継続自由金利型定期預金〈通称：大口定期〉（通帳式） 

  なお、定期預金の預入額、預入期間、利息計算方法、満期時の取扱い方法、中間利息の取扱い方法、

課税方法等は、テレホンバンキングで選択・指定が可能な当金庫所定のものに限ります。 

 ⑶振込取引 

  当金庫所定の方法によりあらかじめ登録された、当金庫または他の金融機関の国内本支店における

○ この規定は、当金庫と「商工中金テレホンバンキング申込書」（以下「申込書」といいま

す。）により、商工中金テレホンバンキング（以下「本サービス」といいます。）を申込

んだ個人のお客さまご本人（以下契約者といいます。）とのテレホンバンキング取引（以

下「本取引」といいます。）についての取扱いを記載したものです。 

○ 契約者は、平成22年5月11日以降、商工中金が同日よりサービスを開始する「商工中金ダイ

レクト」のサービスの1つとして、「本サービス」を引続きご利用になれます。 

○ 契約者が、「商工中金ダイレクト」の「本サービス」以外のサービスをご利用になる場合

は、別途「商工中金ダイレクト申込書」による申込が必要となります。 

○ この規定では、契約者名義の保護預りのワリショー、リッショー、リッショーワイドを債

券といいます。 

○ 契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において「本取引」

を利用するものとします。 
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預金口座（以下「登録先口座」といいます。）への振込取引（以下「振込取引」といいます）。 

  なお、「振込取引」にあたっての振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる資金

相当額（以下「振込資金等」といいます。）の支払は、契約者名義の保護預り口座取引および総合

口座取引にてお預りしている債券、預金に限定いたします。また、「振込取引」については本規定

のほか、別に定める「商工中金テレホンバンキング振込規定」等により取扱います。 

 ⑷運用方法の変更 

  Ａ．債券の乗換中止取引 

   同額タイプ・増額タイプ・組合せタイプにおける償還日の到来する債券の自動乗換中止取引。 

  Ｂ．定期預金の自動継続中止 

   総合口座をお持ちの契約者は、定期預金の満期時のお取扱いを自動継続から自動解約に変更でき

ます（ただし、テレホンバンキングで指定が可能な当金庫所定のものに限ります）。自動解約に変

更した場合、解約元利金は一律、契約者の総合口座普通預金に入金されます。 

 ⑸予約取引および予約取引の解除 

  本条本項第2号振替取引、同第3号「振込取引」に係る予約取引（以下「予約取引」といいます。）、

および予約実行日の前営業日（当金庫の定める所定の受付時間）までに申出のあった予約取引の解

除（以下「予約取引の解除」といいます。）。なお、予約取引の手続きが可能となる時期・時間は、

取引内容によって異なります。 

  また、本条本項第2号振替取引のうち、定期預金取引について、受付日時によっては、予約取引や翌

営業日の取扱いが制限されます。 

 ⑹総合口座当座貸越の精算 

 

第 2条 本人確認等 

  当金庫は、電話により「本取引」の申込を受けたときは、電話により「本取引」を申込まれた方が、

契約者ご本人であることの確認を次の方法により行い、契約者ご本人であることを確認できた場合に

のみ「本取引」を行います。 

 ⑴契約者は、「本取引」を開始するにあたって申込書を提出し、その際、当金庫に対し本人確認のた

めの暗証番号（以下「暗証番号」といいます。）を届出るものとします。 

 ⑵当金庫は「申込書」の提出を受けた契約者に対して契約者カードを発行します。契約者カードには

当金庫で登録した本契約者固有の番号（以下「契約者番号」といいます。）、確認番号（以下「確

認番号」といいます。）が記載されておりますので、厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難

に遭わないよう十分注意して下さい。 

 ⑶当金庫は電話によって契約者から通知された契約者番号、暗証番号と、当金庫が契約者のものとし

て登録・管理している契約者番号、暗証番号の一致をコンピュータシステムにより照合します。 

  また、前記第1条第1項第2号振替取引、第3号振込取引、第4号運用方法の変更、第5号予約取引およ

び予約取引の解除の際には、契約者番号、暗証番号に加えて、契約者の電話機のボタン操作によっ

て通知された確認番号の一部と、当金庫が契約者のものとして登録・管理している確認番号との一

致をコンピュータシステムにより照合します。 

 ⑷当金庫が本条本項第3号の照合をして取扱った上は、契約者からの申出がない限り、声質や声質から

判断される性別等による本人確認は行いません。 

 ⑸当金庫が本条本項第3号の照合をして取扱った上は、暗証番号等につき、不正使用その他の事故があ



58 

っても、そのために生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。暗証番号および契約者

カードは「本取引」において非常に重要なものですので、厳重に管理し、他人に教えたり、紛失、

盗難に遭わないよう十分注意して下さい。なお、当金庫から暗証番号や確認番号をご連絡したり、

本条による本人確認以外で暗証番号や確認番号をお聞きすることはありません。 

 ⑹当金庫が本条本項第3号の手続きにより契約者本人であることを確認できず、その結果、当金庫が「本

取引」を行わないことにより契約者について何らかの損害が生じても、その損害については、当金

庫は責任を負いません。 

 ⑺契約者カードを紛失した場合、盗難された場合、暗証番号を他人に知られた場合には、速やかに商

工中金ダイレクトバンキングセンター、または当金庫所定の 営業時間外窓口まで届出て下さい。当

金庫へ届出て所定の手続きを行う前に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 

  契約者カードを再発行した場合は、再発行した契約者カードが、「本取引」における唯一真正なカ

ードとし、その他の契約者カードはすべて無効とします。 

  また、後日契約者カードを発見した場合には契約者の責任において破棄して下さい。契約者カード

の再発行に関し、後日何らかの損害が生じても、当金庫は後記第10条に該当する場合を除き責任を

負いません。 

 ⑻契約者が届出と異なる暗証番号または、確認番号の入力を当金庫所定の回数連続して行ったときは、

当金庫は「本取引」の取扱いを中止します。 

 

第 3条 取引申込の受付 

1．契約者は、「本取引」の申込内容をオペレーターに正確に伝えて下さい。当金庫は申込内容をコンピ

ュータシステムに入力し、その内容にしたがい取引を行います。 

2．本条第1項によりコンピュータシステムに入力された契約者の申込内容を音声ガイドに従って契約者

が確認し、その内容が契約者の意思を正確に記録したものと判断のうえ、契約者が電話機のボタン操

作により「取引内容確認」の入力を行ったときに、「本取引」についての申込を受付けたものとしま

す。 

3．当金庫はお取引証、通帳、および払戻請求書等の提出を受けることなく、本条第2項により受付けた

取引を行います。 

4．当金庫は本条第2項により契約者から受付けた取引申込の内容を録音のうえ相当期間保存します。契

約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する録音内容を正当なもの

として取扱います。 

 

第 4条 取引の成立 

1．前記第3条により受付けた契約者の取引申込の内容にしたがい、当金庫が次の手続きを行ったときに

「本取引」についての個々の取引が成立します。なお、新型定期預金（マイハーベスト）の新規受付

等における適用金利は、受付時点ではなく取引の実行日の当金庫所定のものを適用します。 

 ⑴振替取引 

  振替元として指定された預金から振替先として指定された預金に指定された金額を振替記帳したと

き。 

 ⑵振込取引 

  「振込資金等」を預金から受領したとき。 
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 ⑶運用方法の変更 

  指定された運用方法について口座登録したとき。ただし、債券の乗換中止取引については、指定さ

れた債券の指定された金額を口座登録したとき。 

 ⑷予約取引および予約取引の解除 

  予約取引について口座登録したとき、または予約取引として口座登録された情報を解除したとき。 

2．契約者が申込内容を変更または撤回する場合には、当金庫所定の方法にしたがうものとします。なお、

本条第1項の取引が成立した後においては、契約者はその取引を変更または撤回できません。 

3．本条第1項の取引を行った場合には、当金庫は契約者に対し「計算書」または「通帳」を、「計算書」

または「通帳」が作成されない取引については「取引明細書」を当金庫所定の方法で郵送しますので、

直ちに取引内容をご確認下さい。万が一、取引内容に相違がある場合は、速やかにその旨を商工中金

ダイレクトバンキングセンターまでご連絡下さい。 

4．当金庫より契約者に通知・照会する場合、当金庫所定の書面により届出の住所・電話番号を連絡先と

します。連絡先の不備または電話の不通によって通知・照会することができなくても、これによって

生じた損害については当金庫は責任を負いません。 

5．以下の各号に該当する場合、前記第3条により契約者から受付けた取引申込は取消されたものとみな

します。 

 ⑴振込資金、振替金額等の取引金額と振込手数料等取引にかかる手数料の合計額が、契約者名義の預

金口座の支払可能残高（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。）または、契約者が指定

した支払口座（以下「支払口座」といいます。）の残高を超えるとき。 

 ⑵「支払口座」、または振替入金口座が解約済のとき。 

 ⑶後記第7条第3項、第4項、第5項に該当しているとき。 

 ⑷その他当金庫が支払を不適当と認めたとき。 

 

第 5条 届出事項の変更等 

1．申込書の届出事項に変更が生じたときは、直ちに当金庫所定の手続きを行って下さい。この届出の前

に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

2．契約者から届出のあった住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着、また

は到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。 

 

第 6条 手数料 

  「本取引」にかかる利用手数料および諸手数料は、別途定めるものとします。なお、当金庫はこの

利用手数料および諸手数料を契約者に事前に通知することなく改定もしくは新設することがあります。 

 

第 7条 解約 

1．「本取引」は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約

の通知は5営業日前（解約日を含みます。）までに書面で行うものとします。 

2．当金庫から解約する場合は口頭または書面による通知によって行います。当金庫が通知または送付書

類を発送した場合には、延着、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものと

みなします。 

3．契約者名義のすべての保護預り口座取引、総合口座取引を解約したときは、「本取引」は解約したも
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のとみなします。 

4．契約者が次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当金庫からの通知によって、「本取引」を解

約します。 

 ⑴契約者が届出と異なる暗証番号、確認番号の入力を当金庫所定の回数連続して行い「本取引」が中

止となり、当金庫が所定の手続きをとったとき。 

 ⑵住所変更の手続きを怠るなどにより、契約者の行方が不明となり、当金庫から契約者に宛てた通知

が届出の住所に到達しなくなったとき。 

 ⑶契約者がこの規定または当金庫との他の取引約定に違反したとき。 

 ⑷その他「本取引」を維持することが困難と判断される事由が生じたとき。 

5．契約者が次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当金庫からの通知がなくても、「本取引」を

解約することができるものとします。 

 ⑴支払の停止、または破産、再生手続開始の申立があったとき等、債務整理に関して裁判所の関与す

る手続きの申立てがあったとき。 

 ⑵契約者の預金その他当金庫に対する債権について仮差押通知、保全差押または差押命令通知が発送

されたとき。 

 ⑶相続の開始があったとき。 

 ⑷当金庫からの郵便物の送付を不要扱いにしたとき。 

 ⑸成年後見制度利用者となったとき。 

6．「本取引」を解約しても、すでに有効に成立している「本取引」にはなんら影響は及びません。 

7．本条第2項、第3項、第4項および第5項の解約の結果、契約者に損害が生じても、当金庫は責任を負い

ません。 

8．解約時の「契約者カード」の取扱い 

  本条第1項から第5項の場合、当金庫から特に返却の請求がない限り「契約者カード」は契約者ご本

人の責任で破棄して下さい。 

 

第 8条 免責事項 

1．次の各号の事由により「本サービス」の取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害

について当金庫は責任を負いません。 

 ⑴災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。 

 ⑵当金庫または金融機関等の共同システム運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、

通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 

 ⑶当金庫以外の金融機関、その他の第三者の責に帰すべき事由があったとき。 

2．契約者は「本サービス」のご利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線等の通信経路の特

性および「本サービス」で当金庫が講じる安全策等について了承しているものとみなします。 

3．当金庫が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより暗証

番号等や取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は後記第10条に該当する場合を

除き責任を負いません。 

4．「本サービス」に使用する機器（以下、「取引機器」といいます。）および通信媒体が正常に稼動す

る環境については契約者の責任において確保して下さい。当金庫は、当契約により取引機器が正常に

稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことに



61 

より取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いま

せん。 

5．申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱い

を行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた

損害について当金庫は後記第10条に該当する場合を除き責任を負いません。 

6．当金庫が発行した「契約者カード」が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、他人（当

金庫職員を除きます）が「契約者カード」に記載の「契約者番号」「確認番号」を知り得たとしても、

そのために生じた損害については当金庫は後記第10条に該当する場合を除き責任を負いません。 

 

第 9条 取引の受付時間等 

  「本取引」の受付時間および「本取引」の対象となる取扱商品の種別、取引可能な手続き、取引金

額の制限等については、当金庫が別途定めるものとします。 

 

第10条 暗証番号等の盗用による損害 

1．暗証番号等の盗用により、他人に「本サービス」を不正に利用され生じた取引については、契約者の

責めによらず生じ、かつ当金庫所定の事項を満たす場合、契約者は当金庫に対し当該取引に係る損害

（手数料や利息を含みます。）の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 

2．当金庫は契約者の請求が本条第1項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引に係る損害を限

度として補てんするものとします。 

 

第11条 顧客情報の取扱い 

1．「本サービス」のご利用に関し、当金庫は契約者の情報を「本サービス」の提供に必要な範囲に限り、

当金庫の子会社、関連会社、業務委託先、またはその他の第三者に処理させることができるものとし

ます。 

2．当金庫は、法令、裁判手続きその他の法的手続きまたは監督官庁により、契約者の情報提出を求めら

れた場合には、その要求に従うことができるものとします。 

 

第12条 契約期間 

  「本取引」の契約期間は、契約日から1年間とし、特に契約者または当金庫から事前に書面による申

出のない限り、契約期間終了の翌日から1年間更新されるものとします。更新後も同様とします。 

 

第13条 規定の変更 

1．この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合には、

当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 

2．この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 

 

第14条 規定の準用 

  この規定に定めのない事項については、当金庫の他の約款・規定等により取扱います。 

 

第15条 権利譲渡等の禁止 

  「本取引」にもとづく契約者の権利は、譲渡質入れすることはできません。 
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第16条 合意管轄  

  本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当金庫本店または「支

払指定口座」の取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 
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商工中金テレホンバンキング振込規定 

 
 

 

第 1条 振込等 

1．商工中金テレホンバンキング振込取引を利用して振込を行う場合、当金庫は契約者からの届出に基づ

いて事前に振込先登録を行います。登録は、契約者からの当金庫所定の届出様式の提出をもって行い

ます。 

2．本条第1項により契約者から受付けた申込内容について不備がありましても、これによって生じた損

害について、当金庫は責任を負いません。 

3．振込は当金庫所定の時間内に受付けます。ただし、午後2時を超えて振込を受付けた場合、翌営業日

の取扱いとなります。 

4．振込の申込受付は、商工中金テレホンバンキング取引規定第2条第1項第3号に基づく本人確認方法に

より契約者ご本人であることが確認できた後に行います。また、商工中金テレホンバンキング取引規

定第3条第2項にしたがって振込の申込を受付けたものとします。 

5．振込はすべて電信扱いによるものとします。 

6．振込にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる資金相当額（以下「振

込資金等」といいます。）をお支払い下さい。 

7．振込における「振込資金等」は、申込受付時に契約者名義の支払を指定した預金口座（以下「支払指

定口座」といいます。）から引落とします。ただし、翌営業日扱いの振込については、翌営業日中の

当金庫任意の時間に引落とします。 

8．「振込資金等」が契約者名義の「支払指定口座」の支払可能残高（当座貸越を利用できる範囲内の金

額を含みます。）を超えるときは、本条第4項による振込取引の申込受付は取消されたものとみなし

ます。ただし、1日に複数の申込受付があり、その総額が契約者名義の「支払指定口座」の支払可能

残高（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。）を超えるときは、そのいずれの取引を実行

するかは、当金庫の任意とします。 

9．契約者の依頼に基づき当金庫が発信した振込につき、振込先の金融機関から当金庫に対して振込内容

の照会があった場合には、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やか

に回答して下さい。当金庫の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答

があった場合には、これによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 

10．入金口座なし等の理由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金の「支

払指定口座」に入金します。また、その際に要した費用等については別途いただきます。 

 

○ テレホンバンキング取引規定第1条第1項第3号に定める「振込取引」および同規定第1条第1

項第4号に定める「運用方法の変更」によって生じる「振込取引」は、同規定のほかこの商

工中金テレホンバンキング振込規定により取扱います。 

○ 契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において「商工中金

テレホンバンキング振込取引」を利用するものとします。 
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第 2条 振込内容の変更 

1．当金庫から振込先の金融機関に対して振込通知を発信した後､契約者が当該振込の変更等を依頼する

場合には､商工中金ダイレクトバンキングセンターに速やかにご連絡下さい。この場合､当金庫は振込

申込のときと同じ方法で本人確認させていただきます。 

2．テレホンバンキング取引規定第1条第1項第4号に定める「運用方法の変更」における振込取引におい

て､当金庫から振込先の金融機関に対して振込通知を発信した後､契約者が振込申込を組戻しまたは

変更する場合には､契約者の取引店にて組戻しの手続きをとっていただきます。この場合､当金庫所定

の組戻依頼書に署名捺印のうえ､テレホンバンキング取引規定第4条第3項により契約者あて郵送いた

しました計算書等とともに提出して下さい。 

3．当金庫は､本条第1項および第2項による契約者からの依頼に従って組戻依頼または変更依頼の電文を

振込先の金融機関に発信します。 

4．当金庫が本条第3項により組戻依頼または変更依頼を振込先の金融機関に通知した場合に､なんらかの

損害が契約者に生じましても､当金庫は責任を負いません。 

5．本条第2項による組戻しの申込により組戻しされた振込資金は､本条第2項により提出を受けた組戻依

頼書に指定された方法により返却いたします。 

6．本条第1項および第2項の場合において､振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは､組

戻しまたは変更ができないことがありますが､この場合には､受取人との間で協議して下さい。 

 

第 3条 手数料 

1．振込の実行にあたっては、「振込資金等」を「支払指定口座」から引落すと同時に当金庫所定の振込

手数料を「支払指定口座」より引落します。 

2．本条第1項の取扱いは午後2時以降に受付けた翌営業日扱いの振込についても同様とします。 

3．第2条第1項および第2項による組戻しにあたっては、当金庫所定の組戻手数料を「支払指定口座」よ

り引落します。この場合､本条第1項の振込手数料は返却いたしません。ただし､組戻しができなかっ

たときは､組戻手数料は返却いたします。 

4．組戻しされた振込資金による振込に際しては､本条第1項と同様の方法で当金庫所定の振込手数料をい

ただきます。 

5．振込取引等について､特別の依頼により要した費用は別途いただきます。 

 

第 4条 災害等による免責事項 

  次の各号の事由により振込資金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害につ

いては当金庫は責任を負いません。 

 ⑴災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。 

 ⑵当金庫または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末

機、通信回線、またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 

 ⑶当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由により入金不能、入金遅延等があったとき。 

 

第 5条 規定の変更 

1．この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合には、

当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 

2．この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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第 6条 届出事項の変更 

  登録先口座等、届出事項に変更がある場合には、直ちに当金庫所定の書面により届出てください。

この届出の前に生じた損害については当金庫は責任を負いません。 

 

第 7条 規定の準用 

  この規定に定めのない事項については、振込規定により取扱います。 

 

第 8条 権利譲渡等の禁止 

  振込取引にもとづく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。 
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自由金利型定期預金（Ｍ型）〈愛称：スーパー定期〉規定 

（通帳式）〈単利型〉 
 

 1 . 預金の支払時期 

  自由金利型定期預金（Ｍ型）（以下「この預金」という。）は、通帳記載の満期日に自動的に解約

し、利息とともに支払います。 

  この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。 

 2 . 証券類の受入れ 

 ⑴小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 

 ⑵受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の当該

受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。 

3. 利息 

 ⑴この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」という。）および通帳

記載の利率（以下「約定利率」という。）によって計算し、満期日にこの預金とともに支払います。 

  ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利

息の支払いは次によります。 

① 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の１年ごとの応当日を「中間利

払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳記

載の中間利払利率によって計算した中間利払額（以下「中間払利息」という。）を、利息の一部

として、各中間利払日に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。 

   なお、預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金（以下「自由金利型2年定期預金（Ｍ型）」

という。）に限り、中間払利息を定期預金とすることができます。 

   Ａ 預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。 

    ただし、中間払利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求

書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。 

   Ｂ 定期預金とする場合には、中間利払日にこの自由金利型2年定期預金（Ｍ型）と満期日を同一

にするこの預金（以下「中間利息定期預金」という。）とし、その利率は、中間利払日にお

ける当金庫所定の利率を適用します。 

② 中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を差引いた利息の残額は満

期日にこの預金とともに支払います。 

 ⑵この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数について解約日における普通

預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。 

 ⑶この預金を第6条第1項により満期日前に解約する場合、および第6条第3項、第4項の規定により解約

する場合には、その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日から解約日の前日までの

日数について次の預入期間に応じた利率（小数点第4位以下は切捨てます。）によって計算し、この

預金とともに支払います。 

  ただし、BからHについては解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、解約日にお

ける普通預金利率（Aを含む）が預入時の約定利率を上回る場合、預入時の約定利率が上限となりま

す。 

  また、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払
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利息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

① 預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金

の場合 

   Ａ 6か月未満 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 6か月以上1年未満 約定利率×50％ 

   Ｃ 1年以上3年未満 約定利率×70％ 

② 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 

   Ａ 6か月未満 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 6か月以上1年未満 約定利率×40％ 

   Ｃ 1年以上１年6か月未満 約定利率×50％ 

   Ｄ 1年6か月以上2年未満 約定利率×60％ 

   Ｅ 2年以上2年6か月未満 約定利率×70％ 

   Ｆ 2年6か月以上3年未満 約定利率×90％ 

③ 預入日の3年後の応当日の翌日から預入日の4年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の

場合 

   Ａ 6か月未満 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 6か月以上１年未満 約定利率×40％ 

   Ｃ 1年以上１年6か月未満 約定利率×50％ 

   Ｄ 1年6か月以上2年未満 約定利率×60％ 

   Ｅ 2年以上2年6か月未満 約定利率×70％ 

   Ｆ 2年6か月以上3年未満 約定利率×90％ 

   Ｇ 3年以上4年未満 約定利率×90％ 

④ 預入日の4年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の

場合 

   Ａ 6か月未満 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 6か月以上1年未満 約定利率×10％ 

   Ｃ 1年以上１年6か月未満 約定利率×20％ 

   Ｄ 1年6か月以上2年未満 約定利率×30％ 

   Ｅ 2年以上2年6か月未満 約定利率×30％ 

   Ｆ 2年6か月以上3年未満 約定利率×30％ 

   Ｇ 3年以上4年未満 約定利率×50％ 

   Ｈ 4年以上5年未満 約定利率×70％ 

 ⑷この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。 

 4 . 反社会的勢力との取引拒絶 

  この預金口座は、第6条第4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6条第4項

各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 

 5 . 取引の制限等 

 ⑴当金庫は、職業、事業内容、取引目的、国籍、在留資格、在留期間等の預金者の情報および具体的

な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることが

あります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻
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し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑵前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内

容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経

済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑶前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ

リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金

庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

 6 . 預金の解約 

 ⑴この預金は、当金庫がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。 

 ⑵この預金を第1条の満期日自動解約以外の方法で解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の

印章により記名押印して通帳とともに、原則として当店に提出してください。 

 ⑶次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知する

ことによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、

到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に

解約されたものとします。 

① 口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず

に開設されたことが明らかになった場合 

② この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合 

③ 当金庫が別途定める取引時確認手続きにおいて確認した事項および前条第1項に定める各種確

認や提出された資料に偽りがある場合 

④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利

用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為および犯罪行為に利用され、またはそのおそれがある

と認められた場合 

 ⑷前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、

当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約すること

ができるものとします。 

  なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約によ

り当金庫に損害が生じたときは、その損害金を支払ってください。 

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

② 預金者が、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」という。）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
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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預金者が、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金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務

を妨害する行為 

   Ｅ その他ＡからＤに準ずる行為 

 7 . 届出事項の変更、通帳の再発行等 

 ⑴通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、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。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を

負いません。 

 ⑵通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当金庫所定の手

続きをした後に行います。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。 

 8．成年後見人等の届出 

 ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審

判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 

 ⑵家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その

他必要な事項を書面によってお届けください。 

 ⑶すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている

場合にも、前2項と同様にお届けください。 

 ⑷前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

 ⑸前4項の届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

9.印鑑照合 

  払戻請求書、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

ないものと認めて取扱いましたうえは、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、当金庫は責任を負いません。 

 10 . 譲渡、質入れの禁止 

 ⑴この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

 ⑵当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 

11. 中間利息定期預金 

 ⑴中間利息定期預金の利息については、第3条の規定を準用します。 

 ⑵中間利息定期預金については、原則として通帳に記載しないこととし、次により取扱います。 

① 中間利息定期預金の内容については別途に連絡します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼

用します。 

② 中間利息定期預金の元利金はこの預金とともに第1条の方法により支払います。ただし、中間利息定

期預金を第1条以外の方法で解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名

押印して通帳とともに提出してください。 
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12. 保険事故発生時における預金者からの相殺 

 ⑴この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、

当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものと

して、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、

もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等

の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

 ⑵前記⑴により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定

のうえ、通帳は届出の印章により押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預

金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務

である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 

② 前記①の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく

異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

 ⑶前記⑴により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとし

て、利率は約定利率を適用するものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金

庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等

を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものと

します。 

 ⑷前記⑴により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものと

します。 

 ⑸前記⑴により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときに

は、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する

等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

13．休眠預金等活用法に係る異動事由 

  当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。 

① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に

異動があったこと（当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。） 

② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当金庫が当該支払の

請求を把握することができる場合に限ります。） 

③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この預金が休眠

預金等活用法第3条第1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の対象

となっている場合に限ります。） 

   （a）公告の対象となる預金であるかの該当性 

   （b）預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 
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14．休眠預金等活用法に係る最終異動日等 

 ⑴この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日

をいうものとします。 

① 第13条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預

金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただ

し、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（1

か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日

までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 

 ⑵第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げ

る事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に

応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日） 

② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止され

たこと 

当該支払停止が解除された日 

③ この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）

の対象となったこと 

当該手続が終了した日 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の預金に係る最終異動日等 

15．休眠預金等代替金に関する取扱い 

 ⑴ この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消

滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 

 ⑵ 前項の場合、預金者等は、当金庫当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを

請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対し

て有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることがで

きます。 

16．規定の変更 

 ⑴ この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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自由金利型定期預金（Ｍ型）〈愛称：スーパー定期〉規定 

（通帳式）〈複利型〉 

 

 1 . 預金の支払時期 

  この預金は、通帳記載の満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。 

  この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。 

 2 . 証券類の受入れ 

 ⑴小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 

 ⑵受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の当該

受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。 

3. 利息 

 ⑴この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」という。）および通帳

記載の利率（以下「約定利率」という。）によって6か月複利の方法で計算し、満期日にこの預金と

ともに支払います。 

 ⑵この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数について解約日における普通

預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。 

 ⑶この預金を第6条第1項により満期日前に解約する場合、および第6条第3項、第4項の規定により解約

する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利

率（小数点第4位以下は切捨てます。）によって6か月複利の方法により計算し、この預金とともに

支払います。 

  ただし、BからHについては解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、解約日にお

ける普通預金利率（Aを含む）が預入時の約定利率を上回る場合、預入時の約定利率が上限となりま

す。 

① 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 

   Ａ 6か月未満 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 6か月以上1年未満 約定利率×40％ 

   Ｃ 1年以上１年6か月未満 約定利率×50％ 

   Ｄ 1年6か月以上2年未満 約定利率×60％ 

   Ｅ 2年以上2年6か月未満 約定利率×70％ 

   Ｆ 2年6か月以上3年未満 約定利率×90％ 

② 預入日の3年後の応当日の翌日から預入日の4年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の

場合 

   Ａ 6か月未満 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 6か月以上１年未満 約定利率×40％ 

   Ｃ 1年以上１年6か月未満 約定利率×50％ 

   Ｄ 1年6か月以上2年未満 約定利率×60％ 

   Ｅ 2年以上2年6か月未満 約定利率×70％ 

   Ｆ 2年6か月以上3年未満 約定利率×90％ 

   Ｇ 3年以上4年未満 約定利率×90％ 

③ 預入日の4年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の
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場合 

   Ａ 6か月未満 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 6か月以上1年未満 約定利率×10％ 

   Ｃ 1年以上１年6か月未満 約定利率×20％ 

   Ｄ 1年6か月以上2年未満 約定利率×30％ 

   Ｅ 2年以上2年6か月未満 約定利率×30％ 

   Ｆ 2年6か月以上3年未満 約定利率×30％ 

   Ｇ 3年以上4年未満 約定利率×50％ 

   Ｈ 4年以上5年未満 約定利率×70％ 

 ⑷この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。 

 4 . 反社会的勢力との取引拒絶 

  この預金口座は、第6条第4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6条第4項

各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 

 5. 取引の制限等 

 ⑴当金庫は、職業、事業内容、取引目的、国籍、在留資格、在留期間等の預金者の情報および具体的

な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることが

あります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻

し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑵前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内

容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経

済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑶前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ

リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金

庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

 6.預金の解約 

 ⑴この預金は、当金庫がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。 

⑵この預金を第１条の満期日自動解約以外の方法で解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出

の印章により記名押印して通帳とともに、原則として当店に提出してください。 

 ⑶次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知する

ことによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、

到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に

解約されたものとします。 

① 口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず

に開設されたことが明らかになった場合 

② この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合 

③ 当金庫が別途定める取引時確認手続きにおいて確認した事項および前条第1項に定める各種確

認や提出された資料に偽りがある場合 

④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利

用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 
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⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為および犯罪行為に利用され、またはそのおそれがある

と認められた場合 

 ⑷前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、

当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約すること

ができるものとします。 

  なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約によ

り当金庫に損害が生じたときは、その損害金を支払ってください。 

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

② 預金者が、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」という。）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預金者が、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金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務

を妨害する行為 

   Ｅ その他ＡからＤに準ずる行為 

 7 . 届出事項の変更、通帳の再発行等 

 ⑴通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、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。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を

負いません。 

 ⑵通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当金庫所定の手

続きをした後に行います。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。 

 8．成年後見人等の届出 

 ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審

判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 

 ⑵家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その

他必要な事項を書面によってお届けください。 

 ⑶すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている
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場合にも、前2項と同様にお届けください。 

 ⑷前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

 ⑸前4項の届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

9.印鑑照合 

  払戻請求書、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

ないものと認めて取扱いましたうえは、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、当金庫は責任を負いません。 

 10. 譲渡、質入れの禁止 

 ⑴この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

 ⑵当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 

11．保険事故発生時における預金者からの相殺 

 ⑴この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、

当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものと

して、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、

もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等

の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

 ⑵前記⑴により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定

のうえ、通帳は届出の印章により押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預

金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務

である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 

② 前記①の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく

異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

 ⑶前記⑴により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとし

て、利率は約定利率を適用するものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金

庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等

を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものと

します。 

 ⑷前記⑴により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものと

します。 

 ⑸前記⑴により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときに

は、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する

等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

12．休眠預金等活用法に係る異動事由 

  当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。 

① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に

異動があったこと（当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。） 
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② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当金庫が当該支払の

請求を把握することができる場合に限ります。） 

③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この預金が休眠

預金等活用法第3条第1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の対象

となっている場合に限ります。） 

   （a）公告の対象となる預金であるかの該当性 

   （b）預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 

13．休眠預金等活用法に係る最終異動日等 

 ⑴この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日

をいうものとします。 

① 第12条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預

金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただ

し、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（1

か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日

までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 

 ⑵第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げ

る事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に

応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日） 

② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止され

たこと 

当該支払停止が解除された日 

③ この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）

の対象となったこと 

当該手続が終了した日 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の預金に係る最終異動日等 

14．休眠預金等代替金に関する取扱い 

 ⑴ この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消

滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 

 ⑵ 前項の場合、預金者等は、当金庫当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを

請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対し

て有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることがで

きます。 

15．規定の変更 

 ⑴ この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に
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は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）〈愛称：スーパー定期〉規定 

（通帳式）〈単利型〉 

 

 1.自動継続 

 ⑴自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）（以下「この預金」という。）は、通帳記載の満期日に前回

と同一の期間の自由金利型定期預金（Ｍ型）に自動的に継続します。継続された預金についても同

様とします。 

  ただし、この預金の継続方法が満期日に支払う利息を元金に組入れて継続する取扱いで税引後元利

金が自由金利型定期預金の最低預入金額以上となる場合は、前回と同一の期間の自由金利型定期預

金に自動的に継続し、継続された預金については自動継続自由金利型定期預金規定により取扱いま

す。この預金が第3条の中間払利息を定期預金とする方式で、税引後元利金が自由金利型定期預金の

最低預入金額以上となる場合は、継続を停止します。この場合、当金庫所定の払戻請求書に届出の

印章により記名押印して通帳とともに当店に提出するとともに、元利金の取扱いの指示をしてくだ

さい。 

 ⑵この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率とします。ただし、この預金の継続

後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。 

 ⑶継続を停止するときは、満期日（継続をしたときはその満期日）までにその旨を申出てください。

この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。 

 2.証券類の受入れ 

 ⑴小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 

 ⑵受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の当該

受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。 

3.利息 

 ⑴この預金の利息は、預入日（継続をしたときはその継続日。以下、本項および次項において同じ。）

から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」という。）および通帳記載の利率（継続後の預金

については第１条第2項の利率。以下これらを「約定利率」という。）によって計算し、満期日に支

払います。 

  ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利

息の支払いは次によります。 

① 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払

日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳記載

の中間利払利率（継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70％を乗じた利率。

ただし、小数点第4位以下は切捨てます。）によって計算した中間利払額（以下「中間払利息」

という。）を利息の一部として、各中間利払日に支払います。なお、預入日の2年後の応当日を

満期日としたこの預金（以下「自動継続自由金利型2年定期預金（Ｍ型）」という。）に限り、中

間払利息を定期預金とすることができます。 

② 中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を差引いた利息の残額（以下

「満期払利息」という。）は満期日に支払います。 

 ⑵この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。 
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① 預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金

の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日

に元金に組入れて継続します。 

② 自動継続自由金利型2年定期預金（Ｍ型）の中間払利息および満期払利息については、あらかじ

め指定された方法により次のとおり取扱います。 

   Ａ 預金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。 

   Ｂ 中間払利息を定期預金とする場合には、中間利払日にその自動継続自由金利型2年定期預金

（Ｍ型）と満期日を同一にする自由金利型定期預金（Ｍ型）（以下「中間利息定期預金」という。）

とし、その利率は、中間利払日における当金庫所定の利率を適用します。 

    満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期預金の元利金とともに合計して自動継続

自由金利型2年定期預金（Ｍ型）に継続します。 

③ 預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の

中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また満期払利息は、あらかじめ指定され

た方法により満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。 

④ 利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章に

より記名押印して通帳とともに提出してください。 

 ⑶継続を停止した場合のこの預金の利息（中間払利息を除く。）は、満期日以後にこの預金とともに

支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数に

ついて、解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。 

 ⑷この預金を第6条第1項により満期日前に解約する場合、および第6条第3項、第4項の規定により解約

する場合には、その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日（継続をしたときは最後

の継続日。以下同じ。）から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率（小数点

第4位以下は切捨てます。）によって計算し、この預金とともに支払います。 

  ただし、BからHについては解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、解約日にお

ける普通預金利率（Aを含む）が預入時の約定利率（自動継続の場合は継続時の定期預金利率）を上

回る場合、預入時の約定利率（自動継続の場合は継続時の定期預金利率）が上限となります。 

  また、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払

利息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

① 預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金

の場合 

   Ａ 6か月未満 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 6か月以上1年未満 約定利率×50％ 

   Ｃ 1年以上3年未満 約定利率×70％ 

② 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 

   Ａ 6か月未満 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 6か月以上1年未満 約定利率×40％ 

   Ｃ 1年以上１年6か月未満 約定利率×50％ 

   Ｄ 1年6か月以上2年未満 約定利率×60％ 

   Ｅ 2年以上2年6か月未満 約定利率×70％ 

   Ｆ 2年6か月以上3年未満 約定利率×90％ 
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③ 預入日の3年後の応当日の翌日から預入日の4年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の

場合 

   Ａ 6か月未満 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 6か月以上１年未満 約定利率×40％ 

   Ｃ 1年以上１年6か月未満 約定利率×50％ 

   Ｄ 1年6か月以上2年未満 約定利率×60％ 

   Ｅ 2年以上2年6か月未満 約定利率×70％ 

   Ｆ 2年6か月以上3年未満 約定利率×90％ 

   Ｇ 3年以上4年未満 約定利率×90％ 

④ 預入日の4年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の

場合 

   Ａ 6か月未満 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 6か月以上1年未満 約定利率×10％ 

   Ｃ 1年以上１年6か月未満 約定利率×20％ 

   Ｄ 1年6か月以上2年未満 約定利率×30％ 

   Ｅ 2年以上2年6か月未満 約定利率×30％ 

   Ｆ 2年6か月以上3年未満 約定利率×30％ 

   Ｇ 3年以上4年未満 約定利率×50％ 

   Ｈ 4年以上5年未満 約定利率×70％ 

 ⑸この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。 

 4 . 反社会的勢力との取引拒絶 

  この預金口座は、第6条第4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6条第4項

各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 

 5 . 取引の制限等 

 ⑴当金庫は、職業、事業内容、取引目的、国籍、在留資格、在留期間等の預金者の情報および具体的

な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることが

あります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻

し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑵前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内

容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経

済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑶前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ

リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金

庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

 6 . 預金の解約、書替継続 

 ⑴この預金は、当金庫がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。 

⑵この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印

して通帳とともに、原則として当店に提出してください。 

 ⑶次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知する
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ことによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、

到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に

解約されたものとします。 

① 口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず

に開設されたことが明らかになった場合 

② この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合 

③ 当金庫が別途定める取引時確認手続きにおいて確認した事項および前条第1項に定める各種確

認や提出された資料に偽りがある場合 

④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利

用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為および犯罪行為に利用され、またはそのおそれがある

と認められた場合 

 ⑷前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、

当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約すること

ができるものとします。 

  なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約によ

り当金庫に損害が生じたときは、その損害金を支払ってください。 

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

② 預金者が、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」という。）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預金者が、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金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務

を妨害する行為 

   Ｅ その他ＡからＤに準ずる行為 

 7 . 届出事項の変更、通帳の再発行等 

 ⑴通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、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。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を
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負いません。 

 ⑵通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当金庫所定の手

続きをした後に行います。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。 

 8．成年後見人等の届出 

 ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審

判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 

 ⑵家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その

他必要な事項を書面によってお届けください。 

 ⑶すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている

場合にも、前2項と同様にお届けください。 

 ⑷前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

 ⑸前4項の届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

9．印鑑照合 

  払戻請求書、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

ないものと認めて取扱いましたうえは、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、当金庫は責任を負いません。 

 10. 譲渡、質入れの禁止 

 ⑴この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

 ⑵当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 

11. 中間利息定期預金 

 ⑴中間利息定期預金の利息については、第3条の規定を準用します。 

 ⑵中間利息定期預金については、原則として通帳に記載しないこととし、次により取扱います。 

① 中間利息定期預金の内容については別途に通知します。なお、印鑑はこの預金の届出印鑑を兼

用します。 

② 中間利息定期預金をこの預金とともに解約もしくは書替継続するとき、または、中間利息定期

預金のみを解約もしくは書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記

名押印して通帳とともに提出してください。 

12. 保険事故発生時における預金者からの相殺 

 ⑴この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、

当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものと

して、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、

もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等

の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

 ⑵前記⑴により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定

のうえ、通帳は届出の印章により押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預

金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務

である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 

② 前記①の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく
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異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

 ⑶前記⑴により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとし

て、利率は約定利率を適用するものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金

庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等

を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものと

します。 

 ⑷前記⑴により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものと

します。 

 ⑸前記⑴により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときに

は、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等

の制限がある場合においても相殺することができるものとします。  

13．休眠預金等活用法に係る異動事由 

  当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。 

① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に

異動があったこと（当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。） 

② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当金庫が当該支払の

請求を把握することができる場合に限ります。） 

③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この預金が休眠

預金等活用法第3条第1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の対象

となっている場合に限ります。） 

  （a）公告の対象となる預金であるかの該当性 

  （b）預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 

14．休眠預金等活用法に係る最終異動日等 

 ⑴この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日

をいうものとします。 

① 第13条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預

金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただ

し、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（1

か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日

までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 

 ⑵第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げ

る事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に

応じ、当該各号に定める日とします。 
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① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日） 

② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止され

たこと 

当該支払停止が解除された日 

③ この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）

の対象となったこと 

当該手続が終了した日 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の預金に係る最終異動日等 

15．休眠預金等代替金に関する取扱い 

 ⑴ この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消

滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 

 ⑵ 前項の場合、預金者等は、当金庫当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを

請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対し

て有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることがで

きます。 

16．規定の変更 

 ⑴ この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 

  



85 

自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）〈愛称：スーパー定期〉規定 

（通帳式）〈複利型〉 
 

  1 . 自動継続 

 ⑴この預金は、通帳記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金（Ｍ型）に自動的に継続

します。継続された預金についても同様とします。 

  ただし、この預金の継続方法が満期日に支払う利息を元金に組入れて継続する取扱いで税引後元利

金が自由金利型定期預金の最低預入金額以上となる場合は、継続を停止します。この場合、当金庫

所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳を提出するとともに、元利金の取扱いの指

示をしてください。 

 ⑵この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率とします。ただし、この預金の継続

後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。 

 ⑶継続を停止するときは、満期日（継続をしたときはその満期日）までにその旨を申出てください。

この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。 

 2 . 証券類の受入れ 

 ⑴小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 

 ⑵受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の当該

受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。 

3. 利息 

 ⑴この預金の利息は、預入日（継続したときはその継続日）から満期日の前日までの日数（以下「約

定日数」という。）および通帳記載の利率（継続後の預金については第1条第2項の利率。以下これ

らを「約定利率」という。）によって6か月複利の方法により計算し、あらかじめ指定された方法に

より、満期日に指定口座へ入金するか、または、満期日に元金に組入れて継続する方法により支払

います。ただし、利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に

届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。 

 ⑵継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利

息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日に

おける普通預金の利率により計算します。 

 ⑶この預金を第6条第1項により満期日前に解約する場合、および第6条第3項、第4項の規定により解約

する場合には、その利息は、預入日（継続をしたときは最後の継続日。以下同じ。）から解約日の

前日までの日数について次の預入期間に応じた利率（小数点第4位以下は切捨てます。）によって6

か月複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。 

  ただし、ＢからＨについては解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、解約日に

おける普通預金利率（Ａを含む）が預入時の約定利率（自動継続の場合は継続時の定期預金利率）

を上回る場合、預入時の約定利率（自動継続の場合は継続時の定期預金利率）が上限となります。 

① 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 

   Ａ 6か月未満 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 6か月以上1年未満 約定利率×40％ 

   Ｃ 1年以上１年6か月未満 約定利率×50％ 

   Ｄ 1年6か月以上2年未満 約定利率×60％ 
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   Ｅ 2年以上2年6か月未満 約定利率×70％ 

   Ｆ 2年6か月以上3年未満 約定利率×90％ 

② 預入日の3年後の応当日の翌日から預入日の4年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の

場合 

   Ａ 6か月未満 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 6か月以上１年未満 約定利率×40％ 

   Ｃ 1年以上１年6か月未満 約定利率×50％ 

   Ｄ 1年6か月以上2年未満 約定利率×60％ 

   Ｅ 2年以上2年6か月未満 約定利率×70％ 

   Ｆ 2年6か月以上3年未満 約定利率×90％ 

   Ｇ 3年以上4年未満 約定利率×90％ 

③ 預入日の4年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の

場合 

   Ａ 6か月未満 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 6か月以上1年未満 約定利率×10％ 

   Ｃ 1年以上１年6か月未満 約定利率×20％ 

   Ｄ 1年6か月以上2年未満 約定利率×30％ 

   Ｅ 2年以上2年6か月未満 約定利率×30％ 

   Ｆ 2年6か月以上3年未満 約定利率×30％ 

   Ｇ 3年以上4年未満 約定利率×50％ 

   Ｈ 4年以上5年未満 約定利率×70％ 

 ⑷この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。 

 4 . 反社会的勢力との取引拒絶 

  この預金口座は、第6条第4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6条第4項

各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 

 5. 取引の制限等 

 ⑴当金庫は、職業、事業内容、取引目的、国籍、在留資格、在留期間等の預金者の情報および具体的

な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることが

あります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻

し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑵前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内

容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経

済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑶前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ

リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金

庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

 6 . 預金の解約、書替継続 

 ⑴この預金は、当金庫がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。 

⑵この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印
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して通帳とともに、原則として当店に提出してください。 

 ⑶次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知する

ことによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、

到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に

解約されたものとします。 

① 口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず

に開設されたことが明らかになった場合 

② この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合 

③ 当金庫が別途定める取引時確認手続きにおいて確認した事項および前条第1項に定める各種確

認や提出された資料に偽りがある場合 

④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利

用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為および犯罪行為に利用され、またはそのおそれがある

と認められた場合 

 ⑷前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、

当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約すること

ができるものとします。 

  なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約によ

り当金庫に損害が生じたときは、その損害金を支払ってください。 

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

② 預金者が、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」という。）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 預金者が、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金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務

を妨害する行為 

   Ｅ その他ＡからＤに準ずる行為 
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 7 . 届出事項の変更、通帳の再発行等 

 ⑴通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、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。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を

負いません。 

 ⑵通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当金庫所定の手

続きをした後に行います。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。 

 8．成年後見人等の届出 

 ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審

判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 

 ⑵家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その

他必要な事項を書面によってお届けください。 

 ⑶すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている

場合にも、前2項と同様にお届けください。 

 ⑷前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

 ⑸前4項の届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

9．印鑑照合 

  払戻請求書、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

ないものと認めて取扱いましたうえは、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、当金庫は責任を負いません。 

 10 . 譲渡、質入れの禁止 

 ⑴この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

 ⑵当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 

11. 保険事故発生時における預金者からの相殺 

 ⑴この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、

当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものと

して、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、

もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等

の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

 ⑵前記⑴により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定

のうえ、通帳は届出の印章により押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預

金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務

である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 

② 前記①の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく

異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

 ⑶前記⑴により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとし

て、利率は約定利率を適用するものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金



89 

庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等

を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものと

します。 

 ⑷前記⑴により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものと

します。 

 ⑸前記⑴により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときに

は、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する

等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。  

12．休眠預金等活用法に係る異動事由 

  当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。 

① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に

異動があったこと（当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。） 

② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当金庫が当該支払の

請求を把握することができる場合に限ります。） 

③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この預金が休眠

預金等活用法第3条第1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の対象

となっている場合に限ります。） 

  （a）公告の対象となる預金であるかの該当性 

  （b）預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 

13．休眠預金等活用法に係る最終異動日等 

 ⑴この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日

をいうものとします。 

① 第12条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預

金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただ

し、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（1

か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日

までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 

 ⑵第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げ

る事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に

応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日） 

② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止され

たこと 

当該支払停止が解除された日 

③ この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）
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の対象となったこと 

当該手続が終了した日 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の預金に係る最終異動日等 

14．休眠預金等代替金に関する取扱い 

 ⑴ この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消

滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 

 ⑵ 前項の場合、預金者等は、当金庫当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを

請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対し

て有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることがで

きます。 

15．規定の変更 

 ⑴ この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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自由金利型定期預金〈通称：大口定期〉規定（通帳式） 

 

 1 . 預金の支払時期 

  この預金は、通帳記載の満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。 

  この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。 

 2 . 証券類の受入れ 

 ⑴小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 

 ⑵受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の当該

受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。 

3. 利息 

 ⑴この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」という。）および通帳

記載の利率（以下「約定利率」という。）によって計算し、満期日以後にこの預金とともに支払い

ます。 

  ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日とした場合の利息の

支払いは次によります。 

① 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払

日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳記

載の中間利払利率によって計算した中間利払額（以下「中間払利息」という。）を、利息の一部

として、各中間利払日に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。 

   Ａ 現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とと

もに提出してください。 

   Ｂ 預金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。 

② 中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を差引いた利息の残額は、

満期日以後にこの預金とともに支払います。 

 ⑵この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解

約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。 

 ⑶この預金を第6条第1項により満期日前に解約する場合、および第6条第3項、第4項の規定により解約

する場合には、その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日から解約日の前日までの

日数（以下「預入日数」という。）について次の利率によって計算し、この預金とともに支払いま

す。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数ある場合は各

中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

① 預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のＡ、ＢおよびC（BおよびCの算

式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。ただし、Ｃの算式により計算した利率

が0％を下回るときは0％とします。）のうち、最も低い利率。 

   Ａ 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 約定利率－約定利率×30％ 

   Ｃ 約定利率 

    Ｃ 約定利率＝  
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   なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を通帳記載の満期日までに新たに預入するとした

場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当金庫所定の利率をいいます。 

② 預入日の1か月後の応当日以後に解約する場合には、次のAおよびBの算式により計算した利率

（小数点第4位以下は切捨てます。）のうち、いずれか低い利率。ただし、解約日における普通

預金の利率を下限とします。 

   Ａ 約定利率－約定利率×30％ 

   Ｂ 約定利率＝  

 ⑷この預金の付利単位は100円とし、1年を365日として日割で計算します。 

 4 . 反社会的勢力との取引拒絶 

  この預金口座は、第6条第4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6条第4項

各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 

 5. 取引の制限等 

 ⑴当金庫は、職業、事業内容、取引目的、国籍、在留資格、在留期間等の預金者の情報および具体的

な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることが

あります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻

し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑵前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内

容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経

済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑶前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ

リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金

庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

 6. 預金の解約 

 ⑴この預金は、当金庫がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。 

⑵この預金を第1条の満期日自動解約以外の方法で解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の

印章により記名押印して通帳とともに、原則として当店に提出してください。 

 ⑶次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知する

ことによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、

到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に

解約されたものとします。 

① 口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず

に開設されたことが明らかになった場合 

② この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合 

③ 当金庫が別途定める取引時確認手続きにおいて確認した事項および前条第1項に定める各種確

認や提出された資料に偽りがある場合 

④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利

用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為および犯罪行為に利用され、またはそのおそれがある
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と認められた場合 

 ⑷前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、

当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約すること

ができるものとします。 

  なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約によ

り当金庫に損害が生じたときは、その損害金を支払ってください。 

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

② 預金者が、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」という。）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 預金者が、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金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務

を妨害する行為 

   Ｅ その他ＡからＤに準ずる行為 

 7 . 届出事項の変更、通帳の再発行等 

 ⑴通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、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。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を

負いません。 

 ⑵通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当金庫所定の手

続をした後に行います。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。 

 8．成年後見人等の届出 

 ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審

判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 

 ⑵家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その

他必要な事項を書面によってお届けください。 

 ⑶すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている

場合にも、前2項と同様にお届けください。 
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 ⑷前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

 ⑸前4項の届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

9. 印鑑照合 

  払戻請求書、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

ないものと認めて取扱いましたうえは、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、当金庫は責任を負いません。 

 10 . 譲渡、質入れの禁止 

 ⑴この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

 ⑵当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 

11. 保険事故発生時における預金者からの相殺 

 ⑴この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、

当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものと

して、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、

もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等

の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

 ⑵前記⑴により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定

のうえ、通帳は届出の印章により押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預

金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務

である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 

② 前記①の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく

異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

 ⑶前記⑴により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとし

て、利率は約定利率を適用するものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金

庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等

を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものと

します。 

 ⑷前記⑴により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものと

します。 

 ⑸前記⑴により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときに

は、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する

等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。  

12．休眠預金等活用法に係る異動事由 

  当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。 

① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に

異動があったこと（当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。） 

② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当金庫が当該支払の
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請求を把握することができる場合に限ります。） 

③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この預金が休眠

預金等活用法第3条第1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の対象

となっている場合に限ります。） 

   （a）公告の対象となる預金であるかの該当性 

   （b）預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 

13．休眠預金等活用法に係る最終異動日等 

 ⑴この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日

をいうものとします。 

① 第12条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預

金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただ

し、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（1

か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日

までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 

 ⑵第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げ

る事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に

応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日） 

② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止され

たこと 

当該支払停止が解除された日 

③ この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）

の対象となったこと 

当該手続が終了した日 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の預金に係る最終異動日等 

14．休眠預金等代替金に関する取扱い 

 ⑴ この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消

滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 

 ⑵ 前項の場合、預金者等は、当金庫当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを

請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対し

て有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることがで

きます。 

15．規定の変更 

 ⑴ この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし
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ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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自動継続自由金利型定期預金〈通称：大口定期〉規定 

（通帳式） 

 

 1 ．自動継続 

 ⑴この預金は、通帳記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金に自動的に継続します。

継続された預金についても同様とします。 

 ⑵この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率とします。ただし、この預金の継続

後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。 

 ⑶継続を停止するときは、満期日（継続をしたときはその満期日）までにその旨を申出てください。

この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。 

 2 . 証券類の受入れ 

 ⑴小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 

 ⑵受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、通帳の当該

受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。 

3. 利息 

 ⑴この預金の利息は、預入日（継続をしたときはその継続日。以下本項および次項において同じ。）

から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」という。）および通帳記載の利率（継続後の預金

については前記第1条第2項の利率。以下これらを「約定利率」という。）によって計算し、満期日

に支払います。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日とし

たこの預金の利息の支払いは次によります。 

① 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払

日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳記

載の中間利払利率（継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に70％を乗じた利率。

ただし、小数点第4位以下は切捨てます。）によって計算した中間利払額（以下「中間払利息」

という。）を利息の一部として、各中間利払日に支払います。 

② 中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を差引いた利息の残額（以下

「満期払利息」という。）は、満期日に支払います。 

 ⑵この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。 

① 預入日の1か月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金

の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日

に元金に組入れて継続します。 

② 預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払

利息は、中間利払日に指定口座へ入金し、満期払利息はあらかじめ指定された方法により、満期日に指

定口座へ入金するか、または満期日に元金に組入れて継続します。 

③ 利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章に

より記名押印して通帳とともに提出してください。 

 ⑶継続を停止した場合のこの預金の利息（中間払利息を除く。）は、満期日以後にこの預金とともに

支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数に

ついて、解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。 
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 ⑷この預金を第6条第1項により満期日前に解約する場合、および第6条第3項、第4項の規定により解約

する場合には、その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日（継続をしたときは最後

の継続日）から解約日の前日までの日数（以下「預入日数」という。）について次の利率によって

計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払

額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

① 預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のＡ、ＢおよびＣ（ＢおよびＣの

算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。ただし、Ｃの算式により計算した利

率が0％を下回るときは0％とします。）のうち、最も低い利率。 

   Ａ 解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 約定利率－約定利率×30％ 

   Ｃ 約定利率＝  

   なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を通帳記載の満期日（継続をしたときはその満期

日）までに新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当

金庫所定の利率をいいます。 

② 預入日の1か月後の応当日以後に解約する場合には、次のAおよびBの算式により計算した利率（小数

点第4位以下は切捨てます。）のうち、いずれか低い利率。ただし、解約日における普通預金の

利率を下限とします。 

   Ａ 約定利率－約定利率×30％ 

   Ｂ 約定利率＝  

 ⑸この預金の付利単位は100円とし、1年を365日として日割で計算します。 

 

 4 . 反社会的勢力との取引拒絶 

  この預金口座は、第6条第4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6条第4項

各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 

 5 . 取引の制限等 

 ⑴当金庫は、職業、事業内容、取引目的、国籍、在留資格、在留期間等の預金者の情報および具体的

な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることが

あります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻

し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑵前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内

容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経

済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑶前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ

リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金

庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

 6 . 預金の解約、書替継続 

 ⑴この預金は、当金庫がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。 
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⑵この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印

して通帳とともに、原則として当店に提出してください。 

 ⑶次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知する

ことによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、

到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に

解約されたものとします。 

① 口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず

に開設されたことが明らかになった場合 

② この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合 

③ 当金庫が別途定める取引時確認手続きにおいて確認した事項および前条第1項に定める各種確

認や提出された資料に偽りがある場合 

④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利

用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為および犯罪行為に利用され、またはそのおそれがある

と認められた場合 

 ⑷前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、

当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約すること

ができるものとします。 

  なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約によ

り当金庫に損害が生じたときは、その損害金を支払ってください。 

① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

② 預金者が、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」という。）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預金者が、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金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務

を妨害する行為 

   Ｅ その他ＡからＤに準ずる行為 



100 

 7 . 届出事項の変更、通帳の再発行等 

 ⑴通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、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。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を

負いません。 

 ⑵通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当金庫所定の手

続をした後に行います。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。 

 8．成年後見人等の届出 

 ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審

判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 

 ⑵家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その

他必要な事項を書面によってお届けください。 

 ⑶すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている

場合にも、前2項と同様にお届けください。 

 ⑷前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

 ⑸前4項の届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

9．印鑑照合 

  払戻請求書、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

ないものと認めて取扱いましたうえは、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、当金庫は責任を負いません。 

 10 . 譲渡、質入れの禁止 

 ⑴この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

 ⑵当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 

11. 保険事故発生時における預金者からの相殺 

 ⑴この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、

当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものと

して、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、

もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等

の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

 ⑵前記⑴により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定

のうえ、通帳は届出の印章により押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預

金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務

である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 

② 前記①の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく

異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

 ⑶前記⑴により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとし

て、利率は約定利率を適用するものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金
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庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等

を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものと

します。 

 ⑷前記⑴により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものと

します。 

 ⑸前記⑴により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときに

は、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する

等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

12．休眠預金等活用法に係る異動事由 

  当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。 

① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に

異動があったこと（当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。） 

② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当金庫が当該支払の

請求を把握することができる場合に限ります。） 

③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この預金が休眠

預金等活用法第3条第1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の対象

となっている場合に限ります。） 

  （a）公告の対象となる預金であるかの該当性 

  （b）預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 

13．休眠預金等活用法に係る最終異動日等 

 ⑴この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日

をいうものとします。 

① 第12条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預

金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただ

し、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（1

か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日

までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 

 ⑵第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げ

る事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に

応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日） 

② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止され

たこと 

当該支払停止が解除された日 

③ この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）
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の対象となったこと 

当該手続が終了した日 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の預金に係る最終異動日等 

14．休眠預金等代替金に関する取扱い 

 ⑴ この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消

滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 

 ⑵ 前項の場合、預金者等は、当金庫当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを

請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対し

て有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることがで

きます。 

15．規定の変更 

 ⑴ この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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新型定期預金〈マイハーベスト〉規定 

1. 自動継続 

 ⑴この預金は、通帳記載の満期日に前回と同一の期間の新型定期預金〈マイハーベスト〉に自動的に

継続します。継続された預金についても同様とします。 

 ⑵この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率とします。ただし、この預金の継続

後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。 

 ⑶継続を停止するときは、満期日（継続をしたときはその満期日）までにその旨を申出てください。

この申出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。 

 2 . 証券類の受入れ 

 ⑴小切手その他の証券類を受け入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 

 ⑵受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、この通帳の

当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。 

3. 利息 

 ⑴この預金の利息は、預入日（継続をしたときはその継続日）から満期日の前日までの日数および通

帳記載の利率（継続後の預金について前記1.⑵の利率。以下「約定利率」といいます。）によって

計算し（6か月複利の方法により計算するものとします。）、満期日にこの預金とともに支払います。 

 ⑵この預金の利息の支払は、次のとおり取扱います。 

① この預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、また

は満期日に元金に組入れて継続します。 

② 利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章に

より記名押印してこの通帳とともに提出してください。 

 ⑶継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日以降にこの預金とともに支払います。なお、満期

日以降の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について、解約日または書

替継続日における普通預金の利率により計算します。 

 ⑷この預金を第6条第1項により満期日前に解約する場合、および第6条第3項、第4項の規定により解約

する場合には、その利息は預入日（継続をしたときは最後の継続日）から解約日の前日までの日数

について次の預入期間に応じた利率（小数点第4位以下は切り捨てます。）によって計算し（6か月

複利の方法により計算するものとします。）、この預金とともに支払います。 

  ただし、②のB、③のBからCについては解約日における普通預金利率を下回らないものとしますが、

解約日における普通預金利率（①、②のA、③のAを含む）が預入時の約定利率（自動継続の場合は

継続時の定期預金利率）を上回る場合、預入時の約定利率（自動継続の場合は継続時の定期預金利

率）が上限となります。 

① 預入日の1年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 

   解約日における普通預金の利率 

② 預入日の2年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 

   Ａ 1年未満    解約日における普通預金の利率 

   Ｂ 1年以上2年未満 約定利率×10％ 

③ 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 

   Ａ 1年未満    解約日における普通預金の利率 
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   Ｂ 1年以上2年未満 約定利率×10％ 

   Ｃ 2年以上3年未満 約定利率×10％ 

 ⑸この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割りで計算します。 

 4 . 反社会的勢力との取引拒絶 

  この預金口座は、第6条第4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6条第4項

各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 

 5. 取引の制限等 

 ⑴当金庫は、職業、事業内容、取引目的、国籍、在留資格、在留期間等の預金者の情報および具体的

な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることが

あります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻

し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑵前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内

容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経

済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑶前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ

リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金

庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

 6. 預金の解約、書替継続 

 ⑴この預金は、当金庫がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。 

⑵この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印

して通帳とともに、原則として当店に提出してください。 

 ⑶次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知する

ことによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、

到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に

解約されたものとします。 

① 口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず

に開設されたことが明らかになった場合 

② この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合 

③ 当金庫が別途定める取引時確認手続きにおいて確認した事項および前条第1項に定める各種確

認や提出された資料に偽りがある場合 

④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利

用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為および犯罪行為に利用され、またはそのおそれがある

と認められた場合 

 ⑷前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、

当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約すること

ができるものとします。 

  なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約によ

り当金庫に損害が生じたときは、その損害金を支払ってください。 
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① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

② 預金者が、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」という。）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預金者が、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金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務

を妨害する行為 

   Ｅ その他ＡからＤに準ずる行為 

 7. 届出事項の変更、通帳の再発行等 

 ⑴この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、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。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任

を負いません。 

 ⑵この通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当金庫所定

の手続きをした後に行います。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。 

 8．成年後見人等の届出 

 ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審

判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 

 ⑵家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その

他必要な事項を書面によってお届けください。 

 ⑶すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている

場合にも、前2項と同様にお届けください。 

 ⑷前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

 ⑸前4項の届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

9. 印鑑照合 

  払戻請求書、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

ないものと認めて取り扱いましたうえは、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
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のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

10. 譲渡、質入れの禁止 

 ⑴この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

 ⑵当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 

11. 保険事故発生時における預金者からの相殺 

 ⑴この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、

当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものと

して、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、

もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等

の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

 ⑵前記⑴により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定

のうえ、通帳は届出の印章により押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金

で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務で

ある場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 

② 前記①の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく

異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

 ⑶前記⑴により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとし

て、利率は約定利率を適用するものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金

庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等

を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものと

します。 

 ⑷前記⑴により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものと

します。 

 ⑸前記⑴により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときに

は、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する

等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

12．休眠預金等活用法に係る異動事由 

  当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。 

① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に

異動があったこと（当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。） 

② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当金庫が当該支払の

請求を把握することができる場合に限ります。） 

③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この預金が休眠

預金等活用法第3条第1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の対象

となっている場合に限ります。） 
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   （a）公告の対象となる預金であるかの該当性 

   （b）預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと 

13．休眠預金等活用法に係る最終異動日等 

 ⑴この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日

をいうものとします。 

① 第12条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預

金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただ

し、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（1

か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日

までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 

 ⑵第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げ

る事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に

応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日） 

② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止され

たこと 

当該支払停止が解除された日 

③ この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）

の対象となったこと 

当該手続が終了した日 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の預金に係る最終異動日等 

14．休眠預金等代替金に関する取扱い 

 ⑴ この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消

滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 

 ⑵ 前項の場合、預金者等は、当金庫当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを

請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対し

て有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることがで

きます。 

15．規定の変更 

 ⑴ この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 
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債券新規発行終了に伴う特別規定 

 

 

〔個人のお客様についての規定〕 

1．債券から定期預金への自動振替等 

 ⑴当金庫よりお届けの住所に送付した「ワリショー、リッショー、リッショーワイドの新規発行終了

についてのお知らせ」（以下「お知らせ」といいます。）がお客様へ届き、その内容に対してお客

様より特段の申し出がないかぎり、債券の償還日に当金庫所定の定期預金へ自動的に振替させてい

ただきます。 

 ⑵当金庫よりお届けの住所に送付したお知らせがお客様へ届き、その内容に対してお客様より特段の

申し出がないかぎり、商工債買入預金を自動的に解約し、総合口座普通預金（以下「普通預金」と

いいます。）へ自動的に入金させていただきます。なお、普通預金をお持ちでない場合には、普通

預金を自動的に開設の上で入金いたします。 

 

〔債券償還受入預金についての規定〕 

2．預入目的 

 ⑴債券償還受入預金（以下「受入預金」といいます。）は、当金庫より送付したお知らせがお客様に

届かなかった場合など債券の償還日にそのお取扱い方法をご指定いただいていない場合に、その償

還元利金を受入れするための預金です。（お客様による入金はできません。） 

 ⑵ただし、総合口座取引規定における当座貸越による貸越金の残高がある場合は、前項の限りではあ

りません。 

3．払戻し、解約等 

 ⑴受入預金の払戻しは、原則として解約のための払戻しにかぎります。一部払戻しはできません。 

 ⑵受入預金を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または

お取引証とともに取引店へ提出してください。 

4．取扱店舗の範囲 

  受入預金の解約は、取引店でのみ取扱います。 

5．保険事故発生時におけるお客様からの相殺 

  受入預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の

債務と相殺する場合に限り、相殺できるものとします。 

6．付利 

  受入預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とし毎年2月と8月の当金

庫所定の日に、店頭に表示する毎日の別段預金の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。

なお、利率は金融情勢に応じて変更します。 

○ この規定では、割引商工債（ワリショー）、利付商工債（リッショー）、商工債（利子一括払）

（リッショーワイド）をあわせて「債券」といいます。 

○ この規定は、債券の新規発行終了に伴う取扱いについて規定したものです。 

○ この規定は、債券の新規発行を終了する平成24年12月28日より適用されます。 
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7．休眠預金等活用法に係る異動事由 

  当金庫は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金

の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱います。 

① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に

異動があったこと（当金庫からの利子の支払に係るものを除きます。） 

② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当金庫が当該支払の

請求を把握することができる場合に限ります。） 

③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この預金が休眠

預金等活用法第3条第1項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の対象

となっている場合に限ります。） 

   （a）公告の対象となる預金であるかの該当性 

   （b）預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

8．休眠預金等活用法に係る最終異動日等 

 ⑴この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日

をいうものとします。 

① 第7条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預

金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただ

し、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合（1

か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日

までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日 

 ⑵第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げ

る事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に

応じ、当該各号に定める日とします。 

① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止され

たこと 

当該支払停止が解除された日 

② この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）

の対象となったこと 

当該手続が終了した日 

9．休眠預金等代替金に関する取扱い 

 ⑴ この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消

滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 

 ⑵ 前項の場合、預金者等は、当金庫当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを

請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対し

て有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることがで

きます。 
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〔総合口座通帳または債券総合口座通帳をお持ちでない個人のお客様についての規定〕 

10．お取引証による取引 

 ⑴当金庫よりお届けの住所に送付したお知らせがお客様へ届き、その内容に対してお客様より特段の

申し出がないかぎり、お客様の保護預り口座は、次の取引により構成され、保護預り口座の証とし

て発行しているお取引証により取引できます。 

① ワリショー保護預り 

② リッショー保護預り 

③ リッショーワイド保護預り 

④ 商工債買入預金（以下「買入預金」といいます。） 

⑤ 普通預金 

⑥ 新型定期預金（以下「マイハーベスト」といいます。） 

⑦ 自由金利型定期預金（以下「大口定期」といいます。） 

⑧ 自由金利型定期預金（Ｍ型）（以下「スーパー定期」といいます。） 

 ⑵お客様からの申し出により、総合口座通帳（以下「通帳」といいます。）への切替ができます。こ

の場合、お取引証は通帳に組み込まれますので、お持ちのお取引証は利用できなくなります。 

 ⑶通帳への切替を行ったお客様の取引は、総合口座取引規定により運用されます。ただし、当座貸越

取引については、当金庫所定の手続きを行うまでは、債券を担保とすることができません。 

 ⑷通帳へ切替するまでは、新型定期預金＜マイハーベスト＞規定、自由金利型定期預金規定（通帳式）、

自動継続自由金利型定期預金規定（通帳式）、自由金利型定期預金（Ｍ型）規定（通帳式）＜単利

型＞、自由金利型定期預金（Ｍ型）規定（通帳式）＜複利型＞、自動継続自由金利型定期預金（Ｍ

型）規定（通帳式）＜単利型＞、自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定（通帳式）＜複利型＞

の各規定に記載の「通帳」は「お取引証」と、「通帳記載」は「別途発行する期日のご案内等に記

載」とそれぞれ読み替えます。 

11．取引内容、残高通知 

  お客様の取引内容、残高の明細については、取引の都度または定期的に発行する計算書等によりお

知らせします。 

12．届出事項の変更、お取引証の再発行等 

 ⑴お取引証や印章を失ったとき、または、印章、氏名、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取引店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責

任を負いません。 

 ⑵お取引証または印章を失ったときの普通預金、マイハーベスト、大口定期、スーパー定期（以下「定

期預金」といいます。）および買入預金の払戻し、解約、もしくは債券の払出し、買取り、または

お取引証の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間を置き、また

保証人を求めることがあります。 

 ⑶お取引証を再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。 

 ⑷届出のあった氏名、住所にあてて当金庫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でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

13．成年後見人等の届出 

 ⑴家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ
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の他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審

判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 

 ⑵家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その

他必要な事項を書面によってお届けください。 

 ⑶すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている

場合にも、前2項と同様にお届けください。 

 ⑷前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 

 ⑸前4項の届け出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

14．印鑑照合等 

  受付票、払戻請求書、諸届けその他の書類に使用された印影を、かねてお届け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

の事故がありましても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

15．取扱店舗の範囲 

 ⑴普通預金の預入れまたは払戻しは、取引店のほかに当金庫国内本支店のどこの店舗でもお取扱いで

きます。 

 ⑵債券の償還（償還期日前における買取りを含みます。）、保護預りの預入れおよび払出し、買入預

金の預入れおよび払戻しは、取引店でのみ取扱います。 

 ⑶定期預金の預入れまたは継続は、取引店でのみ取扱います。定期預金の払戻しは、原則として取引

店で取扱います。 

16．証券類の受入れ 

 ⑴普通預金または定期預金の預入れには、現金のほか手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直

ちに取立てできるもの（以下「証券類」といいます。）を受入れます。 

 ⑵手形要件（とくに振出日、受取人） 、小切手要件（とくに振出日）の白地はお客様があらかじめ補

充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。 

 ⑶証券類のうち裏書、受取文言等の必要のあるものは、その手続きを済ませてください。 

 ⑷手形・小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず所定の金額欄記載の金額により取扱い

ます。 

 ⑸証券類の取立てのため、とくに費用を要するときは、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立

手数料をいただきます。 

17．振込金の受入れ 

 ⑴普通預金または定期預金の預入れには、為替による振込金を受入れます。 

 ⑵普通預金または定期預金の預入れのための振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等

のご発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 

18．受入証券類の決済、不渡り 

 ⑴証券類は受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証

券類の金額にかかる普通預金・定期預金の払戻し、解約はできません。 

 ⑵受入れた証券類が不渡りとなったときは、普通預金への入金、定期預金の預入れ取引は成立しませ

ん。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳、定

期預金元帳から引落し、その証券類は取引店で返却します。 

 ⑶前項の場合、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手

続をします。 
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19．債券の預入れ 

  お客様お手持ちの債券をこの取引のため預入れるときは、当金庫所定の保護預り依頼書に債券を添

えて、お取引証とともにお取引店へ提出してください。 

20．普通預金の払戻し 

 ⑴普通預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、お取引証と

ともに提出してください。 

 ⑵普通預金から各種料金等の自動支払をするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。 

 ⑶普通預金から同日に数件の支払をする場合に、その総額が払戻すことのできる金額を超えるときは、

そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。 

21．債券の払出し 

 ⑴債券を払出すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してお取引証とともに

取引店へ提出してください。なお、ワリショー及びリッショーについて払出しができるのは、償還、

他の口座への預け替え、買取りを請求する場合または当金庫が事情やむをえないと認める場合にか

ぎります｡ 

 ⑵リッショーワイドについては、償還、他の口座への預け替えまたは買取りを請求する場合を除き、

払出しを請求することはできません。 

 ⑶リッショーワイドについては償還期日の4年前の応当日以前（以下「買取請求禁止期間」といいます。）

においては、口座の名義人の死亡その他、当金庫が事情やむをえないと認める場合を除き、買取請

求に対する払出しをしません。 

22．リッショーワイドの買取り 

  お預りしたリッショーワイドの買取りを請求する場合には、当金庫所定の依頼書に届出の印章によ

り記名押印して、お取引証とともに取引店へ提出してください。その際にはこの口座から払出し、当

金庫所定の計算により買取り、その代金を支払います。 

23．預金利息 

 ⑴この口座の普通預金の利息は、毎日の最終残高（受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高

から除きます。）1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、

店頭に表示する毎日の普通預金の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。なお、利率は

金融情勢に応じて変更します。 

 ⑵この取引における普通預金、定期預金の各利率は金融情勢等の変化により変更することがあります。

この場合の新利率の適用は当金庫が定めた日からとします。 

24．反社会的勢力との取引拒絶 

  この預金口座は、第26条第4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26条第4

項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。 

25．取引の制限等 

 ⑴当金庫は、職業、事業内容、取引目的、国籍、在留資格、在留期間等の預金者の情報および具体的

な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることが

あります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻

し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 

 ⑵前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内

容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経

済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があります。 
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 ⑶前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダ

リング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金

庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

26．解約等 

 ⑴普通預金口座を解約する場合には、お取引証を持参のうえ、取引店に申出てください。この場合、

この取引は終了するものとします。なお、定期預金の残高があるときは定期預金通帳を別途発行し

ます。 

 ⑵リッショーワイド保護預りの解約に際しては、保護預り中の当該債券すべての買取請求があったも

のとして取扱います。ただし、買取請求禁止期間中のリッショーワイドがある場合については、当

金庫が事情やむをえないと認める場合を除き、保護預りの解約はできません。 

 ⑶次の各号の一つにでも該当した場合には、当金庫はこの取引を停止し、または預金者等に通知する

ことによりこの債券の保護預りおよび預金取引を解約し、この取引を終了することができるものと

します｡なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出の

あった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします｡ 

① この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によ

らずに開設されたことが明らかになった場合 

② この取引の債券および預金の預金者等が第27条第1項に違反した場合 

③ 当金庫が別途定める取引時確認手続きにおいて確認した事項および前条第1項に定める各種確

認や提出された資料に偽りがある場合 

④ この取引の債券および預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に

抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

⑤ この取引の債券および預金が法令や公序良俗に反する行為および犯罪行為に利用され、または

そのおそれがあると認められる場合 

 ⑷前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、

当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約すること

ができるものとします。 

  なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約によ

り当金庫に損害が生じたときは、その損害金を支払ってください。 

① 預金者等が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

② 預金者等が、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」という。）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
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すること 

 ③預金者等が、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金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務

を妨害する行為 

   Ｅ その他ＡからＤに準ずる行為 

 ⑸保護預り中の債券については、本条第3項、第4項により解約する場合には本条第2項を準用し、預金

取引については、全預金全額を対象とします。 

 ⑹この取引の定期預金および債券の残高がいずれも零となった場合に、この取引が、当金庫が別途表

示する一定の期間お客さまによる利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、

当金庫はこの取引を停止することができるものとします。 

 ⑺本条第3項、第4項により、この債券の保護預りおよび預金口座が解約され残高がある場合、または

この取引が停止されその解除を求める場合には、お取引証と届出の印章を持参のうえ、取引店に申

出て下さい。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めるこ

とがあります。 

27．譲渡、質入れの禁止 

 ⑴保護預り中の債券､普通預金、定期預金、この取引契約上の地位その他この取引に基づくいっさいの

権利およびお取引証は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用さ

せることはできません。 

 ⑵当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 

28．保険事故発生時におけるお客様からの相殺 

 ⑴定期預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、

当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとし

て、相殺することができます。また、リッショーワイドは、償還日が未到来であっても、当金庫に

預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に

限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。また、買入預金、

普通預金も同様に相殺することができるものとします。 

 ⑵前項により相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定

のうえ、お取引証とともに直ちに当金庫に提出してください。 

② 前①の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 前①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異

議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

 ⑶前第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとし

て、利率は約定利率を適用するものとします。また、リッショーワイドは、計算期間を相殺通

知が当金庫に到達した日の前日までとして、当金庫所定の計算により買取り、その取得金をも

って、借入金等の債務の弁済にあてるものとします。 
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② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金

庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等

を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものと

します。 

 ⑷前第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するもの

とします。 

 ⑸前第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるとき

には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要す

る等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

29．規定等の準用 

  この規定に定めのない事項については、当金庫の他の約款・規定等により取扱います。 

30．規定の変更 

 ⑴ この規定の各条項その他の条件は、諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合に

は、当金庫ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとし

ます。 

 ⑵ この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 

 

 

（2021年11月15日現在） 

 


