大正銀行インターネットバンキング（法人用）利用規定

第１条 サービスの定義
「大正銀行インターネットバンキング（法人用）」（以下「本サービス」といいます。）
とは、第３条に規定する本サービスの契約法人等（以下「契約法人」といいます。）がパー
ソナルコンピューター等の端末機（以下「端末」といいます。）を通じて、インターネット
等により当行に次に記載する取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
１．オンラインサービス
（１） 残高照会ならびに入出金明細照会
（２） 資金移動および資金移動予約
（３） 資金移動および資金移動予約の利用状況の照会
２．ファイル伝送サービス
（１） 総合振込ならびに給与・賞与振込
（２） 預金口座振替ならびに口座振替結果照会
（３） 入出金明細照会
３．お客さまの契約方式と名称
（１） エコノミータイプ：オンラインサービス
（２） フルタイプ
：オンラインサービス＋ファイル伝送サービス
第２条 利用環境
１．本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定の
ものに限ります。
２．インターネットに接続できる環境を有しない方は、本サービスをご利用できません。
なお、インターネットの接続環境を有する場合でも、ネットワーク構成によっては、
本サービスをご利用できない場合があります。
第３条 利用申込者
本サービスの申込者は、下記の各項すべてに該当する方とし、本利用規定の内容を十分理
解し承認のうえ、当行所定の「大正銀行インターネットバンキング（法人用）利用申込書（兼
預金口座振替依頼書）」（以下「申込書」といいます。）により申込みを行い、当行が申込
みを承諾した先に限らせていただきます。ただし、下記の各項すべてに該当する方からの利
用申込みの場合であっても、申込受付後に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、また
は当行が本サービスの利用を不適当と判断した場合には、当行は利用申込みを承諾しないこ
とがあります。
１．法人、法人格のない団体または個人事業主の方
２．前条の要件を満たすインターネット接続環境を有し、かつインターネット経由の電子メ
ールを受信できるメールアドレスをお持ちの方
３．当行本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方
第４条 契約口座
１．契約法人は、本サービス申込みにあたり当行に次の口座を届け出るものとします。
なお、次の各口座から本サービスによる資金の引落しを行う取引については、取引依頼
が確定した後、当該資金を各種預金規定に関わらず預金通帳および預金払戻請求書または
当座小切手等の提出を受けることなく引落すこととします。
（１）代表口座
① 契約法人は、本サービスの申込みにあたり、契約法人名義の当行普通預金口座また
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は当座預金口座を「代表口座」として届け出るものとします。
代表口座は、第９条に定める「オンラインサービス」における支払指定口座および
第10 条に定める「ファイル伝送サービス」における入金指定口座および支払指定
口座として使用することができます。
② 代表口座は、契約法人が申込みを行う「ファイル伝送サービス」の契約内容により
総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替および各サービスの取扱いに係る振込手
数料または預金口座振替取扱手数料の引落口座として使用することができます。
（２）利用口座
① 契約法人は、本サービスの申込みにあたり、当行所定の口座数を上限とする契約法
人名義の普通預金口座または当座預金口座を「利用口座」として届け出ることがで
きます。
② 利用口座は、第９条に定める「オンラインサービス」における支払指定口座および
第10 条に定める「ファイル伝送サービス」における入金指定口座および支払指定
口座として使用することができます。
（３）資金決済口座
① 契約法人は、「ファイル伝送サービス」の申込みを行う場合、代表口座または利用
口座を「資金決済口座」として届け出るものとします。ただし、利用口座は、預金
口座振替サービスの「資金決済口座」とすることはできません。
２．代表口座および利用口座のお届け印は、当行が定める取引および第12 条に基づき今後
発生する一切の取引に使用します。また、当行は申込書に使用された印影を当行に届け
出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものとして取扱った場合は、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当行は責任を負いま
せん。
第５条 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。ただし、
当行は本サービスの取扱日および利用時間帯を契約法人に事前に通知することなく変更する
ことがあります。
第６条 利用手数料
１．基本手数料
（１）本サービスの利用にあたっては、毎月当行所定の基本手数料（消費税相当額を含み
ます。）をお支払いいただきます。
（２）基本手数料は、当行の各種預金約定・規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書
または当座小切手等の提出なしに、申込書によりお届けいただいた代表口座から、当
行所定の日に口座振替により引落します。
２．振込手数料等
（１）本サービスによる振込および組戻の取扱いに際しては、当行所定の手数料をお支払
いいただきます。
（２）振込手続きの場合は、当行所定の振込手数料（消費税相当額を含みます。）を当行
の各種預金約定・規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の
提出なしに、利用者の指定する支払指定口座から、当行所定の日に口座振替により引
落します。
第７条 本人確認
本サービスの利用に際しての本人確認は、次の方法により行うものとします。
１．契約法人ＩＤと利用者ＩＤ
本サービスにおいて、契約法人は次の２種類のＩＤを管理するものとします。
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（１）契約法人ＩＤ
契約法人を識別するために使用するＩＤであり、当行は、本サービスの申込みを受
けた場合、契約法人ごとに１個の「契約法人ＩＤ」を発行し、当行所定の方法により
契約法人に通知します。
（２）利用者ＩＤ
本サービスにおける各種取引を行う機能を付与するＩＤであり、契約法人の管理責
任者（以下「管理者」といいます。）は、当行所定の数の「利用者ＩＤ」を登録・管
理することができるものとします。
なお、契約法人は、利用者ＩＤの登録・管理にあたり、当該利用者ＩＤを使用・管
理する従業員（以下「利用者」といいます。）の業務内容に基づき、自らの責任にお
いて各自の取扱権限を適切に定めるものとします。

２．電子証明書
電子証明書では、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により取得し、契
約者のパソコンにインストールしていただきます。
（１）電子証明書は当行所定の期間（有効期間）に限り有効です。契約者は、有効期
間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。
なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョン
を変更できるものとします。
（２）本サービスの契約が解約された場合は、本サービスで発行された電子証明書は
無効になります。
（３）パソコンの譲渡、破棄等により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の
方法により電子証明書の再発行手続きを行ってください。また、電子証明書を
インストールしたパソコンを譲渡、破棄等する場合、契約者は当行が発行した
電子証明書を削除してください。契約者がこの削除を行わなかったために、電
子証明書の不正使用その他の事故が発生しても、それによって生じた損害につ
いて、当行は責任を負いません。
（４）管理者用の電子証明書を紛失（盗難・破損等含みます。）した場合、すみやかに
契約者は当行所定の方法により、当行に届け出てください。当行は届出に基づ
き、本サービスの取扱いを中止する等の措置を講じます。なお、この届出前に
生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は
責任を負いません。
（５）利用者用の電子証明書を紛失（盗難・破損等含みます。）した場合、管理者にて
ご対応ください。
３．管理者パスワードの登録
（１） 管理者は、本サービスの申込時に当行に対し「契約法人暗証番号」および「契約法
人確認暗証番号」（以下まとめて「管理者パスワード」といいます。）を当行所定の
方法により届け出るものとします。
（２） 管理者は、初めて本サービスを利用する際に、端末の操作により当行所定の方法で
管理者パスワードの変更登録を行うものとします。この変更手続きによる届け出内容
を、本サービスにおける正式な管理者パスワードとします。
また、管理者が操作する際には、当行が発行した「ご契約カード（ワンタイムパスワ
ード）」が必要となります。
４．利用者パスワードの登録
（１） 管理者は、端末の操作により当行所定の方法で利用者ＩＤを登録のうえ、各利用者
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ＩＤについて「利用者暗証番号」および「利用者確認暗証番号」（以下まとめて「利
用者パスワード」といいます。）を登録するものとします。
（２） 本条（１）項において、利用者ＩＤならびに利用者パスワードの届け出を行った利
用者は、初めて本サービスを利用する際に、端末の操作により当行所定の方法で利用
者パスワードを変更するものとします。この手続きによる届け出内容を、本サービス
における正式な利用者パスワードとします。
５．パスワードの変更
管理者パスワードと利用者パスワード（以下まとめて「パスワード」といいます。）の
変更は端末により随時行うことができます。この際、当行は契約法人の管理者または利用
者が端末を操作して送信した変更前のパスワード情報と当該パスワード情報の受信時点に
おいて当行が保有する最新のパスワード情報が一致した場合に契約法人からの正当な届け
出とみなし、パスワードの変更を行います。
なお、パスワードは、取引の安全のため管理者および利用者が定期的に変更してくださ
い。また、第三者にパスワードを知られたような場合については、すみやかに変更を行っ
てください。
６．本人確認の効果
（１）当行は、本サービス利用の都度、端末から送信された契約法人ＩＤと利用者ＩＤ（以
下まとめて「ＩＤ」といいます。）およびパスワードとあらかじめ当行に登録された
ＩＤおよびパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
（２）本条各項に従い本人確認を行って取引を実施したうえは、電子証明書、ＩＤ、パス
ワードにつき不正使用その他の事故があっても、当行は当該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当行は責任を負いません。したがって、
パスワードについては、第三者に知られたり紛失・盗難に遭わないよう、管理者およ
び利用者の責任において厳重に管理してください。なお、当行職員がパスワードの内
容を尋ねることはありません。
７．パスワードの誤入力
当行に届け出のパスワードと送信されたパスワードが当行所定の回数を連続して相違し
た場合、本サービスの利用を中止します（以下この状態を「暗証ロック」といいます。）。
この場合、次のとおり暗証ロックの解除手続きを行ってください。
（１）管理者パスワードの暗証ロック
管理者パスワードについて、暗証ロックが発生した場合、契約法人はただちに当行
所定の連絡先に届け出を行ってください。当行は本人確認のうえ、暗証ロックを解除
し本サービスの利用を再開します。なお、所定の手続き期間中は本サービスのすべて
の機能をご利用いただくことができません。
（２）利用者パスワードの暗証ロック
利用者パスワードについて、暗証ロックが発生した場合、管理者は端末の操作によ
り当行所定の方法にしたがって暗証ロックを解除し、当該利用者ＩＤによる本サービ
スの利用を再開します
なお、管理者による解除手続きが完了するまでの間、当該利用者ＩＤによる本サービ
スの利用はできません。
８．パスワードの失念
管理者または利用者が当行に届け出のパスワードを失念した場合、次の手続きを行いパ
スワードの再登録を行うものとします。なお、当行はパスワードの照会に対して回答はい
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たしません。
（１）管理者パスワードの失念
管理者パスワードを失念した場合、契約法人はただちに当行所定の書面により管理
者パスワードの変更申込みを行ってください。当行は、書面を受理した場合、所定の
手続きを行い管理者パスワードの変更手続きを行います。
なお、変更手続き完了後、当行は管理者宛てに変更完了の連絡を行います。この場合、
管理者は、本条（２）項に準じてすみやかに、管理者パスワードの変更登録を行って
ください。
（２）利用者パスワードの失念
利用者パスワードを失念した場合、管理者は、端末の操作により当行所定の方法に
したがって当該利用者ＩＤの解除および利用者パスワードの変更を行うものとします。
この場合、管理者は、利用者に利用者パスワードを通知し、利用者は本条（３）項に
準じてすみやかに利用者パスワードの変更登録を行ってください。
第８条 事故登録
パスワードの盗難・漏洩等が発生またはその恐れがある場合、管理者は次のとおり事故登
録の手続きを行うものとします。
１．管理者パスワードの盗難・漏洩またはその恐れがある場合
（１）管理者パスワードの盗難・漏洩またはその恐れがある場合、契約法人は、ただちに
当行所定の連絡先に電話連絡を行い事故登録の依頼を行うものとします。
（２）当行が前項の依頼に基づく事故登録を行った場合、本サービスすべての機能の利用
が中止されます。
（３）契約法人は、当行所定の書面にて事故登録解除の依頼を行うことができます。
（４）当行への届け出前に生じた損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合を除
き、当行は責任を負いません。
２．利用者パスワードの盗難・漏洩またはその恐れがある場合
（１）利用者パスワードの盗難・漏洩またはその恐れがある場合、管理者はただちに端末
を操作し、該当の利用者ＩＤへの事故登録を行ものとします。
（２）管理者が前項の登録を行った場合、当該利用者ＩＤによる本サービスの利用が中止
されます。
（３）利用者ＩＤに係る事故登録の解除手続きは、管理者の責任において端末にて行って
ください。
（４）管理者による登録前に生じた損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合を除
き、当行は責任を負いません。
第９条 「オンラインサービス」の取扱い
１．照会
（１）照会の内容
契約法人は契約口座について、当行所定の方法･範囲に従い次の照会を行うことがで
きます。
① 預金残高照会
本サービスでは、契約法人の指定する代表口座・利用口座について、口座残高を照
会すること
ができます。
② 入出金明細照会
本サービスでは、契約法人の指定する代表口座・利用口座について、当行所定の
期間について入出金明細の照会を行うことができます。
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③ 取引履歴照会
本サービスでは、当行所定の期間について資金移動を依頼した取引内容の照会を
行うことができます。
（２）照会の依頼
利用者が、当行所定の画面からあらかじめ当行が定める方法および操作手順にした
がって契約法人ＩＤ、利用者ＩＤおよび利用者暗証番号その他当行所定の事項を端末
から入力するものとします。その場合、当行では受信した当該情報と届け出内容を照
合のうえ、一致した場合のみ、当該取引依頼を契約法人の有効な意思表示による申込
みとみなして取扱います。
（３）照会対象日
当行が別途定めた期間内とします。ただし、当行は契約法人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。
（４）応答後の内容の変更・取消
振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡り、その他相当の理由がある場合に
は、すでにお知らせした内容について訂正または取消をすることがあります。この場
合、訂正または取消により生じた損害について当行は責任を負いません。
２．資金移動
（１）資金移動の内容
資金移動とはあらかじめ登録された代表口座および利用口座のうち契約法人が指定
した支払口座（以下「支払指定口座」といいます。）から資金を引落しのうえ、契約
法人が指定した当行本支店の預金口座（本人口座間も含みます。）及び他の金融機関
の国内本支店の預金口座（以下「入金指定口座」といいます。）に振込を行うことを
いいます。
①取引履歴照会
資金移動にて依頼した取引内容の照会を行います。
（２）取引限度額
① この取扱いにおける１日あたりの取引限度額は当行所定の金額の範囲内とし、その範
囲内で別途管理者が端末により、利用者ＩＤごと１日あたりの取引限度額を設定でき
るものとします。なお、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行
する義務を負いません。
② 当行は、当行所定の取引限度額を契約法人に事前に通知することなく変更できるもの
とします。
（３）取引の依頼と確定
利用者は、端末からあらかじめ当行が定める方法および操作手順に基づいて入力項目
を入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、利用
者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認し
た旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認した時
点で確定するものとします。
（４）資金の引落し
① 資金の引落しをともなう取引については、前項の取引依頼が確定した後、当行が手続
きを行う時点で、利用者の指定する支払指定口座より資金を引落しのうえ、当行所定
の方法により資金移動の手続きを行います。
② 資金の引落し時において、引落し金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額
（当行が定める一部の取引については、当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みま
す。以下、同じとします。）を超える場合は、契約法人からの取引の依頼はなかった
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ものとして取扱います。なお、資金の引落し日において、当該支払指定口座からの引
落しが複数あり、その引落しの総額（手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます。）
が支払指定口座の支払可能残高（当座貸越を利用できる金額を含みます。）を超える
場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
（５）取引内容の確認等
① 本サービスにより取引を行った場合は、お取引後および資金移動指定日以後すみやか
に普通預金通帳、当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。また、本サ
ービスによる資金移動の内容は、端末により当行所定の期間・方法によって照合する
ことができます。
② 万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当行に連絡してください。
③ 取引内容等に相違がある場合において、契約法人と当行の間で疑義が生じたときは、
当行の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
（６）取引の予約
資金移動の依頼は、依頼日当日のほか、依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期
間について手続きの予約ができます。これを「資金移動予約」といいます。なお、資金
移動予約の利用時間も当行所定の時間内とし、資金は当行が依頼を受けた取引を処理す
る時点で、支払指定口座より当行所定の方法で自動引落しします。
（７）予約の取消
資金移動予約の取消については、資金移動指定日の前営業日までに行う場合に限り、
契約法人は端末によって所定の方法により取消を行うことができます。
（８）先方負担振込手数料
振込において、入力金額から振込手数料を差引計算のうえ振込金額を算出する機能を
使用する場合、差引する振込手数料は原則として本サービス所定の振込手数料金額とし
ます。本サービス所定の振込手数料金額以外の金額を差引く場合は、契約法人の責任に
おいて行ってください。なお、差引計算の実施にあたってはあらかじめ当行が定める方
法および操作手順にしたがってください。
（９）依頼内容確定後の取消、変更、組戻
① 取消、変更
取引依頼内容が確定した後の依頼内容の取消、変更（確定したデータの一部の取消ま
たは一部変更を含みます。）はできないものとします。
② 組戻
ａ．確定した振込の依頼に基づき、当行から振込発信した後、契約法人が当該振込の
組戻の依頼をする場合は、資金を引落した支払指定口座店に当行所定の方法により
申込むものとします。
ｂ．組戻は、当行所定の方法により契約法人の本人確認を行い、契約法人の依頼によ
り組戻依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。
ｃ．組戻依頼を受付けた場合でも、資金が入金済みの場合等で組戻ができないことが
あります。この場合には、受取人との間で協議してください。
ｄ．組戻手続きを行う場合、当該振込にかかった振込手数料（消費税相当額を含みま
す。）は返却いたしません。また、組戻につきましては、当行所定の組戻手数料（消
費税相当額を含みます。）をお支払いいただきます。
（10）次の各号に該当する場合、本サービスのお取扱いはできません。
① 停電、故障等により取扱いができない場合
② 当行での資金移動の手続き時、振込金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額
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（当座貸越を利用して払戻すことのできる金額を含みます。）を超えるとき
③ 支払指定口座が解約済のとき
④ 契約法人から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の
手続きを行ったとき
⑤ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき
⑥ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
⑦ 当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
⑧ 当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき
⑨ その他当行が必要と認めたとき
第10条 「ファイル伝送サービス」の取扱い
「ファイル伝送サービス」とは、契約法人が端末を通じて、インターネットにより当行
に総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替の各データを一括して伝送し、当行がその手
続きを行うサービス、ならびに当行所定の申込書により届け出された代表口座、利用口座
について「入出金明細」の口座情報を提供するサービスをいいます。
また、総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替は、本規定に定める取扱いによるほか、
契約法人と当行の間で締結する各種協定書、契約書等に従うものとします。
１．総合振込
（１）総合振込の内容
① 当行は、契約法人からの依頼による「ファイル伝送サービス」を利用した総合振込事
務を受託します。
② 振込資金の支払口座は、当行に届け出した資金決済口座とします。
③ 振込を指定できる預金口座（以下「入金口座」といいます。）は、当行本支店の当行
所定の預金種類、並びに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の
国内本支店にある当行所定の預金種類とします。
④ 総合振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。なお、
振込手数料は当行所定の日に代表口座から引落しいたします。
⑤ 当行は、振込金の受取人に対し、入金通知は行いません。
（２）取引限度額
この取扱いにおける１回あたりの取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲
内で別途管理者が端末により、１回あたりの取引限度額を設定できるものとします。な
お、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
なお、当行は、当行所定の取引限度額を契約法人に事前に通知することなく変更できる
ものとします。
（３）取引の依頼と確定
① 総合振込は、当行所定期間の当行営業日のうちから処理指定日（以下「振込指定日」
といいます。）を利用者の端末から指定し振込を依頼してください。なお、当行は契
約法人に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
② 利用者は、端末からあらかじめ当行が定める方法および操作手順に基づいて入力項目
を入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、利
用者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確
認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認
した時点で確定するものとします。
（４）資金の準備および引落し
① 振込資金は、振込指定日の前日までに資金決済口座に入金するものとします。
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② 当行は振込指定日に資金決済口座より振込資金を引落しのうえ、当行所定の方法によ
り振込の手続きを行います。振込資金の引落しについては、資金決済口座にかかる当
行の各種預金約定・規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等
の提出なしに、当行所定の方法により引落しを行うものとします。
③ 振込資金の引落し時において、引落し金額が資金決済口座から払い戻すことのできる
金額を超える場合は、契約法人からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。
なお、振込資金の引落し日において、資金決済口座からの引落しが複数あり、その引
落しの総額（手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます。）が資金決済口座の支
払可能残高（当座貸越を利用できる金額を含みます。）を超えるときは、そのいずれ
を引落すかは当行の任意とします。
（５）依頼内容確定後の取消、変更、組戻
① 取消、変更
取引依頼内容が確定した後の依頼内容の取消、変更（確定したデータの一部の取消ま
たは一部変更を含みます。）はできないものとします。
② 組戻
ａ．確定した振込の依頼に基づき、当行から振込発信した後、契約法人が当該振込の
組戻の依頼をする場合は、振込資金を引落した支払指定口座店に当行所定の方法に
より申込むものとします。
ｂ．組戻は、当行所定の方法により契約法人の本人確認を行い、契約法人の依頼によ
り組戻依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。
ｃ．組戻依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻ができないこ
とがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
ｄ．組戻手続きを行う場合、当該振込にかかった振込手数料（消費税相当額を含みま
す。）は返却いたしません。また、組戻につきましては、当行所定の組戻手数料（消
費税相当額を含みます。）をお支払いいただきます。
（６）取引内容の確認等
① 本サービスによる取引後、すみやかに普通預金通帳、当座勘定照合表等により取引内
容を確認してください。
② 万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当行に連絡してください。
③ 取引内容等に相違がある場合において、契約法人と当行の間で疑義が生じたときは、
当行の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
（７）先方負担振込手数料
振込において、入力金額から振込手数料を差引計算のうえ振込金額を算出する機能を使
用する場合、差引する振込手数料は原則として本サービス所定の振込手数料金額とします。
本サービス所定の振込手数料金額以外の金額を差引く場合は、契約法人の責任において行
ってください。なお、差引計算の実施にあたっては当行が定める方法および操作手順にし
たがってください。
（８）次の各号に該当する場合、本サービスのお取扱いはできません。
① 停電、故障等により取扱いができない場合
② 資金の引落し時において、引落し金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額
（当座貸越を利用して払戻すことのできる金額を含みます。）を超えるとき
③ １回あたりの振込金額が、当行所定の限度額を超えるとき
④ 支払指定口座が解約済のとき
⑤ 契約法人から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の
手続きを行ったとき
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⑥ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき
⑦ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
⑧ 当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
⑨ 当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき
⑩ その他当行が必要と認めたとき
２．給与・賞与振込
（１）給与・賞与振込の内容
① 当行は、契約法人からの依頼による「ファイル伝送サービス」を利用した給与・賞与
振込事務を受託します。
② 給与・賞与振込資金の支払口座は、当行に届け出した資金決済口座とします。
③ 給与・賞与振込を指定できる預金口座（以下「入金口座」といいます。）は、当行本
支店の当行所定の預金種類、並びに「全国銀行データ通信システム」に加盟している
金融機関の国内本支店にある当行所定の預金種類とします。
④ 給与・賞与振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。
なお、振込手数料は当行所定の日に代表口座から引落しいたします。
⑤ 当行は、給与・賞与振込金の受取人に対し、入金通知は行いません。
（２）取引限度額
この取扱いにおける１回あたりの取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲内
で別途管理者が端末により、１回あたりの取引限度額を設定できるものとします。なお、
取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。なお、
当行は、当行所定の取引限度額を契約法人に事前に通知することなく変更できるものとし
ます。
（３）取引の依頼と確定
① 給与・賞与振込は、当行所定期間の当行営業日のうちから処理指定日（以下「振込指
定日」といいます。）を利用者の端末から指定し振込を依頼してください。なお、当
行は契約法人に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
② 利用者は、端末からあらかじめ当行が定める方法および操作手順に基づいて入力項目
を入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、利
用者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確
認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認
した時点で確定するものとします。
（４）資金の準備および引落し
① 給与・賞与振込資金は、振込指定日の３営業日前までに資金決済口座に入金するもの
とします。
② 当行は資金決済口座より振込資金を引落しのうえ、当行所定の方法により振込の手続
きを行います。資金の引落しについては、資金決済口座にかかる当行の各種預金約定・
規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出なしに、当行
所定の方法により引落しを行うものとします。
③ 振込資金の引落し時において、引落し金額が資金決済口座から払い戻すことのできる
金額を超える場合は、契約法人からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。
なお、振込資金の引落し日において、資金決済口座からの引落しが複数あり、その引
落しの総額（手数料、諸費用がある場合はそれらも含みます。）が資金決済口座の支
払可能残高（当座貸越を利用できる金額を含みます。）を超えるときは、そのいずれ
を引落すかは当行の任意とします。
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（５）依頼内容確定後の取消、変更、組戻
① 取消、変更
取引依頼内容が確定した後の依頼内容の取消、変更（確定したデータの一部の取消ま
たは一部変更を含みます。）はできないものとします。
② 組戻
ａ．確定した振込の依頼に基づき、当行から振込発信した後、契約法人が当該振込の
組戻の依頼をする場合は、振込資金を引落した支払指定口座店に当行所定の方法に
より申込むものとします。
ｂ．組戻は、当行所定の方法により契約法人の本人確認を行い、契約法人の依頼によ
り組戻依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。
ｃ．組戻依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻ができないこ
とがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
ｄ．組戻手続きを行う場合、当該振込にかかった振込手数料（消費税相当額を含みま
す。）は返却いたしません。また、組戻につきましては、当行所定の組戻手数料（消
費税相当額を含みます。）をお支払いいただきます。
（６）取引内容の確認等
① 本サービスによる取引後、すみやかに普通預金通帳、当座勘定照合表等により取引内
容を確認してください。
② 万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当行に連絡してください。
③ 取引内容等に相違がある場合において、契約法人と当行の間で疑義が生じたときは、
当行の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
（７）次の各号に該当する場合、本サービスのお取扱いはできません。
① 停電、故障等により取扱いができない場合
② 資金の引落し時において、引落し金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額
（当座貸越を利用して払戻すことのできる金額を含みます。）を超えるとき
③ １回あたりの振込金額が、当行所定の限度額を超えるとき
④ 支払指定口座が解約済のとき
⑤ 契約法人から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の
手続きを行ったとき
⑥ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき
⑦ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
⑧ 当行または他金融機関の通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
⑨ 当行の責に帰すべき事由以外の事由により取引不能となったとき
⑩ その他当行が必要と認めたとき
３．預金口座振替
（１）預金口座振替の内容
① 当行は、契約法人と締結した「ファイル伝送による預金口座振替に関する契約書」に
基づく、預金口座振替による収納事務に関し、本サービス契約法人の代表口座の取引
店を取りまとめ店として、契約法人からの依頼による「ファイル伝送サービス」を利
用した預口座振替収納事務を受託します。
② 契約法人が、預金口座振替により引落しを指定できる預金口座は、預金者から「預金
口座振替依頼書」の提出を受け、当行が承諾した当行本支店の当行所定の預金種目と
します。
なお、口座振替依頼書等の取扱いは、「ファイル伝送による預金口座振替に関する
契約書」により取扱うものとします。
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③ 預金口座振替の依頼は、当行所定の方法により、当行所定の時限までに行うものとし
ます。
④ 預金者の預金口座から引落したときは、通帳の摘要には、指定された内容を表示しま
す。
⑤ 預金口座振替の受付にあたっては、「ファイル伝送による預金口座振替に関する契約
書」に基づく、当行所定の取扱手数料をお支払いただきます。
⑥ 預金口座振替した資金は、代表口座に入金します。
（２）取引限度額
この取扱いにおける１回あたりの取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、その範囲
内で別途管理者が端末により、１回あたりの取引限度額を設定できるものとします。な
お、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
なお、当行は、当行所定の取引限度額を契約法人に事前に通知することなく変更できる
ものとします。
（３）取引の依頼と確定
① 預金口座振替による振替指定日は、「ファイル伝送による預金口座振替に関する契約
書」の所定の日とします。
② 利用者は、端末からあらかじめ当行が定める方法および操作手順に基づいて入力項目
を入力し、当行所定の利用時間内に当行に伝達してください。依頼内容について、利
用者に確認画面を表示しますので、内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確
認した旨を当行に伝達してください。当該取引依頼は、当行が伝達された内容を確認
した時点で確定するものとします。
③ 当行は取引の依頼内容が確定した後、利用者から送信されたデータに基づき振替指定
日に預金者の口座から振替処理を行います。なお、振替処理は、預金口座振替依頼デ
ータに記載されている口座番号により預金者の口座から引落すものとします。
（４）取引内容の確認等
① 本サービスによる取引後、すみやかに普通預金通帳、当座勘定照合表等により取引内
容を確認してください。なお、本サービスによる取引の内容は、端末により、当行所
定の期間・方法によって照会できます。
② 万一、取引内容等に相違があるときは、直ちにその旨を当行に連絡してください。
③ 取引内容等に相違がある場合において、契約法人と当行の間で疑義が生じたときは、
当行の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
（５）振替依頼の変更・取消
契約法人は、預金口座振替依頼データを当行が受信した後にその内容を変更（一部の
変更を含みます。）、取消（一部取消を含みます。）すことはできません。
（６）停止通知
契約法人は、預金口座振替依頼データを当行が受信した後に預金口座振替による収納
事務を停止するときは、当該預金者の氏名等を取りまとめ店に通知するものとします。
（７）振替結果等
① 当行が提供する預金口座振替の結果明細データは、全国銀行協会で定められたデータ
フォーマットの他、当行所定の形式とします。
② 預金口座振替の結果の照会は当行所定の時限より行うことができるものとします。
③ 当行は、預金口座振替に関して預金者に対する振替済みの通知、および入金催促等は
行いません。
（８）その他
本規定に定めのない事項については、「ファイル伝送による預金口座振替に関する契
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約書」によるものとします。
４．入出金明細照会
（１）サービス内容
入出金明細照会とは、利用者からの端末による依頼に基づき、当行所定の方法により
代表口座・利用口座について入出金明細の口座情報を当行所定の方法で提供するサービ
スをいいます。
（２）提供内容の変更・取消等
利用者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、その内容を当行が証明するも
のではありません。
振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、提供後であって
も取引内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更・取消によ
り生じた損害について、当行は責任を負いません。
（３）口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
（４）提供データの形式
当行が利用者へ提供する口座情報データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマ
ットの他、当行所定の形式とします。
第11条 届出事項の変更等
１．氏名、住所、電話番号、印章、ご指定口座等届出事項内容に変更がある場合は、当行所
定の書面により直ちに当行に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、
当行は責任を負いません。
２．届け出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延
着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第12条 取引または機能の追加
本サービスに今後追加される取引または機能について、契約法人は新たな申込みなしに利
用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限り
ではありません。
第13条 取引内容の確認等
１．本サービスにより行った取引については、原則、当行所定の方法により本サービスを利
用して照会することができます。今後利用可能な取引が追加となる場合も、原則として同
様に照会できます。契約法人は本サービスによる照会で確認してください。
２．本サービスによる取引後、すみやかに普通預金通帳、当座勘定照合表等により取引内容
を確認してください。
第14条 解約等
１．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。
２．契約法人による解約の場合は、当行に解約の申込書を提出し当行所定の手続きをとるも
のとします。なお、解約は当行の解約手続きが完了した後に有効になるものとします。解
約処理が終了するまでに発生した損害については、当行は一切責任を負いません。
３．当行の都合によりこの契約を解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行います。
当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着しま
たは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
４．代表口座について解約、または取扱店を変更した場合は、本サービスの契約はすべて解
約します。また、利用口座について解約、または取扱店を変更した場合は、当該口座に係
る本サービスの契約は解約します。なお、この場合、解約の申込書なしで解約できるもの
とします。
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５．契約法人に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約する
ときは、当行が契約法人にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
（１）支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは
特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあっ
た場合、あるいは契約法人の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手
続きの開始があったとき
（２）相続の開始があったとき
（３）手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
（４）住所変更の届け出を怠るなど契約法人の責に帰すべき事由によって、当行において契
約法人の所在が不明となったとき
（５）当行が定める一定期間を超えて所定の手数料が引落しできなかったとき
（６）契約法人が当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービス解約を必要とする相
当の事由が生じた場合
（７）契約法人が本規定に違反して不正にサービスを利用する等、当行が本サービスの中止
を必要とする相当の事由が発生したとき
（８）その他、本サービスの利用に際して適さない行為におよんだとき
６．前項のほか、次の各号の一にでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切で
ある場合には、当行は契約者に通知することにより本契約を解約することができるものと
します。
（１）契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運
動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを
「暴力団員等」といいます。）に該当すること、および次のいずれかに該当すること
が判明した場合
① 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
② 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
③ 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
④ 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
⑤ 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
（２）契約者が、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
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 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
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行
の業務を妨害する行為
⑤ その他前①から④に準ずる行為
第15条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは第1４条第６項第１号①から⑤および第２号①から⑤のいずれにも該当し
ない場合に利用することができ、第1４条第６項第１号①から⑤または第２号①から⑤の
一にでも該当する場合には、当行は本サービスの利用をお断りするものとします。
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第16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
じた損害については、当行は責任を負いません。
（１）災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
（２）公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取
引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなさ
れたことにより契約法人のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき
（３）当行または金融機関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ー等に障害が生じたとき
（４）当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていた
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契約法人のパスワード
等や取引情報等が漏洩したとき
（５）郵送上の事故等により、第三者が契約法人の情報を知り得たとき
（６）当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
２．本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の方法で本人確認手続きを行ったうえで送
信者を契約法人と認めて取扱いを行った場合、取引機器および通信媒体ならびにパスワー
ド等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、それにより生じた
損害について当行は責任を負いません。
第1７条 関係規定の適用・準用
１．この規定に定めのない事項については、当座預金規定、普通預金規定等関係する規定に
より取扱います。
２．振込に関しては、この規定に定めのない事項について振込規定を準用します。
第18条 サービス内容・規定の変更
当行は本サービス内容または本規定の内容を変更する際は、当行ホームページ等当行の定
める方法により契約法人へ告知します。
また、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更に
よって損害が生じたとしても、当行は一切責任を負いません。
第19条 サービスの追加
１．本サービスに今後追加されるサービスについて、契約法人は新たな申込みなしに利用で
きるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではあり
ません。
２．サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第20条 サービスの廃止
１．本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約法人に事前
に通知することなく廃止する場合があります。
２．サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第21条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、取扱時間中で
あっても契約法人にあらかじめ通知することなく本サービスを一時停止または休止すること
ができます。
第22条 通知手段
契約法人は、当行からの通知等の手段として郵便・電話などに加え、当行ホームページへ
の表示、電子メールが利用されることに同意するものとします。届出事項の変更の届け出が
無かったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着し
たものとして取り扱います。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いま
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せん。
第23条 リスクの承諾
契約法人は、当行が通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正
行為等に対するリスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行っ
たうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正行為に
より契約法人が負うこととなった一切の損害につき、当行は責任を負いません。
第24条 契約法人情報等の取扱い
当行は、契約法人が届け出た情報および利用履歴等の情報（「契約法人情報」といいます。）
を厳正に管理し、契約法人のプライバシー保護のために十分注意を払うとともに、以下の場合
を除き、これを第三者に開示しまたは利用させないものとします。
１．予め契約法人の同意が得られた場合
２．当行の法的義務を履行するために必要な場合
３．裁判所、検察庁、警察署その他の司法・行政機関等から法令に基づいて開示を求められた
場合
第25条 契約法人による情報等の取扱い
本サービスを通じて提供される情報および各種資料については、契約法人は当行が事前に
承認した場合（情報等に関して権利を持つ第三者がいる場合には、当行を通じ当該第三者の承
認を取得することを含みます。）を除き契約法人の自己使用以外の目的にこれを使用しないも
のとします。
第26条 海外からのご利用
契約法人が本サービスを海外からご利用する場合、各国の法令、事情、その他の事由によ
り、取引または機能の全部または一部をご利用いただけないことがあります。
第27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年間とします。また、契約法人または当
行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から１年間継続されるものとし、継続後
も同様とします。
第28条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに、この契約に基づく契約法人の権利および預金等の譲渡、質入れ等はで
きません。
第29条 準拠法、合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた
場合には、当行本店または「代表口座兼利用口座」開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄
裁判所とします。
以 上
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