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＊この「SMBC 信託銀行取引規約集」は、
株式会社 SMBC 信託銀行における、
プレスティアの預金者に適用されます。また、本規約集における支店とは、
株式会社 SMBC 信託銀行国内支店のうち、プレスティアの業務を行う支店
をいいます。

この SMBC 信託銀行取引規約集（以下「本取引規約集」といいます。）は、今後
預金者であるお客様（本取引規約集においては、特に別途の定めがない限り、お客
様を「預金者」と表現させていただきます。
）と当行とが取引を行う上において重
要な約定事項が記載されています。ご一読いただいた後も本取引規約集を必ず保管
していただきますようお願い申し上げます。なお、本取引規約集には、当行に外国
向けクリーン・ビルの取立を依頼する場合に適用される外国向けクリーン・ビル取
立規定も含まれています。本取引規約集に定めのない事項については、関連する限
りにおいて、手形交換所規則、投資信託の取引にかかる一般規約、累積投資約款、
目論見書／受益証券説明書等の投資信託に関する諸規定、その他法令および証券業
協会等の諸規則にしたがうものとします。

預金口座取引一般規約
株式会社SMBC信託銀行（以下「当行」といいます。）と、口座開設、預入、
引出、払戻送金、口座引落等の預金口座に係る取引（以下「預金口座取引」と
いいます。）を行う場合は、この預金口座取引一般規約（以下「一般規約」と
いいます。）の他、本取引規約集所定の各預金口座取引規約（以下「各口座規約」
といいます。）およびこれに付随する規定類を預金者が確認し、同意したもの
として取扱います。なお、一般規約において定義された言葉は、別途定義され
ない限り、この本取引規約集の他の規約、規定またはその他の付属規則・細則
等（以下一般規約と併せて「本取引規約」といいます。
）においても同じ意味
を持つものとします。
第１条

取引時確認

１．当行は、
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の関係法令（以
下「法令」という場合は、当行が通常、遵守を求められる関係官庁の行政
指導、指針、政策およびガイドライン等も含みます。
）および当行が別途
定める規定にしたがって、必要な取引時確認を行います。当行は、本人確
認資料等の提出を求める等、
当行所定の方法により取引時確認を行います。
２．当行は、口座開設申込を承諾した場合であっても、前項による取引時確認
が完了しない場合、これを取消すことができるものとします。
３．前２項の場合に加え、当行は、取引時確認が完了しないか、または完了し
ないおそれがあると判断した場合は、預金口座取引を制限または停止し、
または第１０条に従って預金口座を解約できるものとします。
第２条

連名預金取引

第３条

休眠口座

＜取扱い終了につき別紙に移記＞

１．当行は、円普通預金口座、当座預金口座および米ドル普通預金口座に関し
て当行所定の期間、一度も異動がない場合、休眠口座として取扱いできる
ものとします。休眠口座となった場合、当行は、口座の使用を当行の定め
るところにしたがって制限することができます。また、当行はいつでも付
利を停止することができるものとします。
２．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
（平成二十八年十二月九日法律第百一号。以下「休眠預金等活用法」とい
います。）の適用対象となる預金等については、同法における最終異動日
等から 10 年を経過した場合、法令に基づき休眠預金等として取扱います。
第４条

諸手数料

１．預金口座取引に関する口座／取引維持手数料など諸手数料は当行が別途定
める通りとし、当行は、当行所定の方法により、預金者のいずれかの口座
から引落すことができるものとします。それら諸手数料について当行が改
定または新設した場合も同様とします。
２．前項にしたがって当該諸手数料の引落ができなかった場合、当行は、任意
の時期に当行所定の方法および手続きにより預金口座取引を制限もしくは
停止し、または預金口座を解約することができるものとします。
第５条

取引日付および営業日

当行は、現金自動支払機または現金自動預入払出機（以下これらを総称し
て「自動機」といいます。）もしくは電話またはインターネットにより預
金口座取引（例えば口座からの払戻送金）の依頼を受けた場合、預金者か
ら特に指示がない限り受付当日付にて取扱いますが、受付日または受付時
間によっては翌営業日の取扱とすることができるものとします。その場合、
翌営業日の取引実行時点においてその預金口座取引に必要な預金残高が不
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足しているときは、当行は、当該依頼を取消されたものとみなすことがで
きるものとします。なお、
「営業日」とは、日曜日およびその他法令で定
められた日本における銀行休業日（土曜日を含みます。）を除いた日とし
ます。
第６条

複数件の払戻

１．同一日にある口座から複数件の払戻をする場合（例えば公共料金等の自動
引落等。
）で、払戻総額が払戻可能額を超える場合には、そのいずれを払
戻すかは当行の任意とします。なお当行は、払戻可能額を超えた払戻は行
いません。
２．前項の規定にかかわらず、当行は、任意に払戻可能額を超えた払戻を行う
ことができるものとします。この場合、預金者は、当行の請求後直ちに、
当行所定の方法にしたがって当該超過金額の清算を行うものとします。
３．当行は、払戻可能額を超えた払戻を行ったことを任意の方法により預金者
に通知しますが、この通知は、発信後、預金者に通常到達するべき時まで
に到達しなかった場合でも、通常到達するべき時に到達したものとみなし
ます（以下本取引規約に基づいて当行が行うあらゆる通知について、本項
にしたがって取扱うものとします。）
。当行は、この通知が実際には到達せ
ず、または通常到達するべき時より遅延したことによって預金者にいかな
る損失、損害または諸費用等が発生しても、一切責任を負いません。
第７条

取引明細等

１．預金の預入または払戻その他の預金口座取引が行われた場合には、当行は、
当行の定める手続き、方法、書式（電磁的な方法を含む）によりその事実
を証するため取引明細（または当行の判断によって取引報告）を発行しま
すが、通帳等は発行しません。
２．当行は、預金者の依頼に基づき実行した預金口座取引を、当行が発行する
取引明細および取引報告に記載します。ただし、決済が完了していない小
切手その他の証券（以下「証券類」といいます。）については、この限り
ではありません。預金者は、取引明細および取引報告の記載内容に関する
照会については、それらの作成日から３カ月以内に行うものとし、当行は、
それ以降の照会については拒否することができるものとします。
３．同日の預金口座取引の取引明細および取引報告上の記載順序は、当行の定
める通りとします。
４．当行は当行の判断により、当行が別途定める書面以外の媒体および郵送以
外の方法（電子的方法等を含む）で預金口座取引明細および取引報告を預
金者に発行・交付する場合があります。当行が取引明細および取引報告を
電子的方法（等）で発行・交付する場合、預金者は、当行が別途定める手
続きに従い、当行への通知によって紙の形式による取引明細および取引報
告の発行・交付を依頼することができます。
第８条

振込金の受入

１．当行は、預金口座に為替による振込金（日本円または当行の認める外国通
貨に限られます）を受入れます。
２．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
誤発信または振込人の振込取消依頼等の理由による振込の取消依頼があっ
た場合には、当行は、当行の判断により、預金者に通知することなく振込
金の入金を取消すことができるものとします。
３．当行は、被仕向送金の入金時には、送金電文に指定されている預金口座へ
入金を行います。入金の際、振込金通貨と指定された預金口座の受入可能
通貨が異なる場合は、当行の指定する受入可能通貨へ当行所定の為替レー
トで換えて入金を行います。
４．当行は、海外からの被仕向送金において中継銀行から別途手数料の請求が
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あった場合には、
送金が入金された預金口座から当該手数料を引落します。
なお、この引落に際しては、引落日の対顧客電信売レート（円貨より外貨
相当額を引落す場合）または対顧客電信買レート（外貨より円貨相当額を
引落す場合）を使用します。
第９条

日本国内を支払地とする証券類の取扱

１．預金者は、日本国内を支払地とする証券類については、当行が認める場合
にのみ預入れることができます。
２．証券類の取立のため費用を要する場合または取立証券類が不渡りの場合に
は、預金者は、当行所定の手数料を当行に支払うものとします。
３．当行は、証券類については、その決済が確認された後でなければ当該証券
類の金額について付利せず、また当該金額にかかる預金の払戻請求には応
じません。
４．当行は、証券類を受入れ、または支払う場合には、複記の如何にかかわら
ず所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
５．受入れた証券類が不渡となった場合は、当行は直ちにその旨を預金者に通
知するとともに、その金額を預金残高から引落し、本人からの請求があり
次第その証券類を返却します。
６．不渡となった証券類につきましては、当行はあらかじめ書面による依頼を
受けたものに限り権利保全の手続を行います。
第９条の２

反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第１０条第３項第１号および第２号のいずれにも該当し
ない場合に利用することができ、第１０条第３項第１号および第２号の一
にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするととも
に、当該預金者との預金口座取引を制限もしくは停止できるものとします。
第１０条

解約等

１．預金者は、各口座規約に従って預金口座を解約する場合には、当行に当行
所定の方法にて届出るものとし、その場合、キャッシュカードまたは未使
用の小切手用紙があればそれらも返却するものとします。
２．預金者は、預金口座を解約する場合に貸越元利金その他当該預金口座にか
かわる当行に対する債務があるときは、それを支払うものとします。
３．
（１）預金口座について次の一にでも該当する事由が発生した場合は、当行
はいずれかまたは全ての預金口座取引を制限もしくは停止し、または
預金者に通知することにより（⑥の場合は通知することなく）
、いず
れかの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金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 預金口座が、実質的に届出のあった氏名以外の者の預金口座として利
用された場合
③ 預金者が第 11 条に違反した場合
④ 預金口座取引または当行に対する預金者の届出内容について、その存
否または真偽に係る疑義が生じた場合
⑤ 預金口座またはその預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、
またはそのおそれがあると認められる場合
⑥ 預金口座の名義人が死亡した場合
⑦ 上記以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本預金口座を解約す
べきと判断した場合
（２）前号のほか、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、当行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。
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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行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為
Ｅ . その他 A から D に準ずる行為
（３）第３条第１項に定めるほか、当行が別途定める一定の期間、預金者に
よる預金口座の異動がない場合、または法令により認められる場合は、
当行はいずれかの預金口座取引を制限もしくは停止し、または預金者
に通知することによりいずれかの預金口座を解約することができるも
のとします。
（４）前３号以外の場合にも、当行は当行の裁量によりいつでもいずれかの
預金口座取引を制限もしくは停止し、またはいずれかの預金口座取引
を解約できるものとします。
なお、当行が通知によりこの預金口座を解約する場合、到達の如何に
かかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発
信したときにこの預金口座は解約されるものとします。
（５）前４号により預金口座が解約され残高がある場合には、当行は、当該
金額の指図人払式小切手を預金者宛に郵送することで預金者に対する
全ての責任を免れるものとします。また貸越元利金その他当行に対す
る債務が残る場合には、それを他に譲渡できるものとします。
（６）当行が本条により預金口座取引を解約し、それにより損失、損害また
は諸費用が発生した場合には、預金者がそれらを負担します。また、
当行は、本条による解約によって預金者にいかなる損失、損害または
諸費用が発生しても、一切責任を負いません。
第１１条

譲渡、質入等の禁止

預金者は、預金口座、預金契約上の地位またはそれらに係る権利について
は、
当行の承諾なしに譲渡しもしくは質権その他の第三者の権利を設定し、
または方法の如何にかかわらず第三者に利用させることはできません。
第１２条

電話による取引等

１．預金者は、電話による預金口座取引を行うために当行に登録した暗証（以
下「電話取引用暗証番号」といいます。
）を、第三者に開示しないものと
します。預金者は、電話による口座取引の依頼または預金口座取引に係る
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照会、問合せ、要望もしくは届出等（以下「電話による取引依頼等」とい
います。
）を行うにあたっては、当行の請求により、電話取引用暗証番号
を当行に通知するものとします。通知された暗証が電話取引用暗証番号と
同一であったにもかかわらず、架電者が預金者本人でなかった場合、当行
は、当該電話による取引依頼等に関して預金者にいかなる損失、損害また
は諸費用等が発生しても、一切責任を負いません。
２．電話による取引依頼等（預金の払戻または送金の依頼を含む）を受けた場
合、当行は払戻請求書または小切手等の提出を受けることなく電話取引用
暗証番号による預金者の本人確認、または当行所定の方法による本人確認
を行ったうえで、当該依頼を実行することができるものとします。
３．当行は、電話による取引依頼等に基づいて預金口座取引を実行する場合、
預金者から特に指示がない限り受付当日付にて取扱いますが、受付時間に
よっては翌営業日以降の取扱とすることができるものとします。その場合、
当行は、電話による取引依頼等に基づく預金口座取引について、翌営業日
において当行がその内容を再度確認した後に実行します。なお、電話によ
る取引依頼等のうち、預金口座取引に係る届出については、内容によって
所定の手続き日数を要する場合があります。
４．当行は、電話による取引依頼等に係る当行と預金者との通信（いずれが発
信者かは問いません。
）を、預金者に事前の通知なく、かつその内容にか
かわらず録音し、相当期間保存することができるものとします。
５．電話による取引依頼等に基づいて預金口座取引を実行した場合、当行は、
その内容を当行所定の取引明細に記載します。預金者は、それを受取った
場合は、直ちに記載内容を確認するものとします。預金者は、その記載内
容に関する照会等については、その作成日から３カ月以内に行うものとし、
当行は、それ以降の照会を拒否することができるものとします。
６．当行は、電話による取引依頼等について、通信機器、回線等の故障、また
は電話回線等の通信経路において発生した盗聴による、電話取引用暗証番
号または取引情報の漏洩により預金者にいかなる損失、損害または諸費用
等が発生しても、一切責任を負いません。
７．当行は、電話による取引依頼等に係る預金口座取引の取扱金額が当行の定
める利用限度額または届出の金額を超える場合は、これを取扱いません。
８．当行は、電話による取引依頼等による預金口座取引の依頼を受付けた後で
あっても、当該預金口座取引実行時に以下の（１）ないし（３）のいずれ
かの事由が存在する場合は、預金者に通知することなく当該預金口座取引
の実行を差し控えることができるものとします。
（１）預金口座取引の実行時において、プレスティア マルチマネー口座取
引規約第３条に定める計算方法により算出された当座貸越残高が、同
規約第３条第２項に定めるプレスティア マルチマネー口座残高に対
する当行所定の割合を超過している場合。
（２）預金口座取引が本取引規約または法令に反する場合。
（３）その他、当行が預金口座取引の内容を不適当と判断した場合。
９．電話による取引依頼等については、本取引規約に定めるほか、当行所定の
規則にしたがうものとし、かつ当行はこれら規則を事前に通知することな
く任意に変更できるものとします。当行は、このような変更によって預金
者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、一切責任を負いま
せん。
第１３条

届出事項の変更等

１．預金者は、キャッシュカード、小切手、小切手用紙もしくは届出済印鑑を
紛失した場合、または氏名（法人名）、住所（所在地）
、居住地国、電話番
号、電子メールアドレス、職業（業務内容）、勤務先、届出済印鑑、署名、
暗証その他の届出事項を変更する場合は、所定の書面を提出する等、当行
所定の方法に従い直ちに届出るものとします。
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２．前項の届出による変更は、当行が必要な変更手続を完了したと認めた時点
で当行に対して有効となるものとします。
３．届出られた住所および氏名、または変更が届出られた住所および氏名宛に
当行が通知または書類等を発送し、これらが未着で当行宛に返送された場
合、当行は取引明細等の送付を中止し、かつ全部または一部の預金口座取
引を制限できるものとします。届出られた電子メールアドレス宛に送信し
た電子メールが不到達の場合も同様とします。
４．届出られた住所または電子メールアドレスに当行が送付物、電子メール等
を送付または送信したのち、通信事情などの理由により延着し、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、その
ために生じた損害については、当行は責任を負いません。
５．預金者が海外に届出住所を変更する際には、居住性についても届出るもの
とします。居住性の変更については、預金者の責任において届出るものと
し、届出なかったことによって生じうるいかなる不利益や取引の制限につ
いても、当行は、一切責任を負いません。(i) 届出住所が海外へ変更され
たにも関わらず、非居住者への居住性変更が預金者により届け出られない
まま、または (ii) 届出住所が国内に変更されたにも関わらず、居住者への
居住性変更が届けられないまま、相当期間が継続した場合は、当行は当行
の裁量により事前に通知することなく当該口座の居住性を、(i) の場合は
非居住者へ、(ii) の場合は居住者へ変更できるものとします。居住性変更
が適切ではないと預金者が判断した場合には、預金者はその根拠を当行に
提示して修正を申し出ることができるものとし、当行はその修正を相当と
認めたときは受け付けるものとします。また、預金者の居住性を確認でき
ない期間が相当期間継続したこと等、預金者が利用できる預金口座取引や
サービスの制限または停止を必要とする相当の事由が生じたと当行が判断
した場合は、当行は預金者に事前に通知することなく、当該預金口座取引
やサービスを制限または停止できるものとします。本項における居住性の
変更、取引やサービスの制限または停止によって預金者に生じうるいかな
る不利益についても、当行は、一切責任を負いません。
第１４条

成年後見人等の届出

１．預金者は、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当行に届
出るものとします。
２．預金者は、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当行に届出
るものとします。
３．すでに預金者が補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または預
金者について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
とします。
４．預金者は、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、当行
に対して同様に届出るものとします。
５．前４項の届出は、当行がこれを受付け、必要な手続を完了した時点で当行
に対して有効となるものとします。
６．本条第１項ないし第３項のいずれかに基づく届出が行われた場合、それ以
前に当行になされた代理人届はかかる届出をもって直ちにその効力を失う
ものとします。当行はそれ以前に代理人が行った意思表示その他の行為に
ついては、これを有効と取り扱うことができるものとします。
第１５条

免責事項等

１．小切手、払戻請求書もしくは諸届出用紙に押捺もしくは記入された印影も
しくは署名、または電話機等の通信機器を通じて入力された暗証を、届出
の印鑑、署名鑑または暗証と相当の注意をもって照合し、相違ないものと
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認めて取扱ったうえは、たとえそれらの書類等が偽造もしくは変造され、
または架電者が本人でない場合であっても、当行は、これによって預金者
にいかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、一切責任を負いませ
ん。
２．当行は、預金口座取引に係る支払については、もっぱら当行支店において
のみこれを行います。
３．送金もしくは通貨取引規制、徴用、強制送金、戦争行為、暴動、災害その
他のやむを得ない事由により預金口座取引（口座に入金された資金の利用
または当行による支払等。
）が実行不可能となり、または制限された場合、
当行は、これによって預金者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生
しても、一切責任を負いません。
４．日本、米国若しくは国際機関等の経済制裁、通商禁止令、その他の法令等
または当行所定の規定によって預金口座取引が禁止または制限された場合
（預金口座取引について、口座開設や振込あるいは振込金の受入ができな
い場合や遅延する場合も含みます。）、当行は、これによって預金者にいか
なる損失、損害または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。
５．第１２条第６項に定めるほか、通信機器、回線等の障害により振替、振込
等の預金口座取引の実行が遅延し、または実行されなかった場合、当行は、
これによって預金者にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、一
切責任を負いません。
6. 当行は、法令に基づき、預金口座への海外からの被仕向送金の入金時には、
預金者の個人番号の確認を行います。このため、事前に預金者より個人番
号の告知がなされていない場合には、入金が不能となりまたは遅延するこ
とがありますが、当行は、それに関する責任を一切負いません。
第１６条

第１８条

準拠法および管轄裁判所

１．本取引規約のもとで生じる、またはこれに関連するすべての事項は、日本
の法令にしたがって解釈します。
２．本取引規約のもとで生じる、またはこれに関するすべての事項に関して訴
訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすること
とします。
第１９条

規定の援用

本取引規約に定めのない事項については、当行の規定、規則、手続慣例等
に定めるところによるものとします。

顧客情報の取扱

当行は、顧客から得た顧客の個人情報または取引にかかわる情報（以下「顧
客情報」といいます。）を、当行の本支店、子会社、関連会社、代理人ま
たは業務受託者（いずれも海外に所在する者も含みます。
）に対し、顧客
情報の保存管理、その他預金口座取引に係る当行の業務遂行上必要な範囲
で提供することができるものとします。当行は、法令、裁判手続その他の
法的手続または政府機関の要請により顧客情報の提出を要求された場合
は、その要求に従うことができるものとします。なお、顧客情報の取扱い
に関しては、本条のほか、当行が別途定める規定にしたがうものとします。
第１７条

順序方法を指定することができるものとします。
３．第１項により相殺する場合の利息等については、次によるものとします。
（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行に到達
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行に到達した日までとして、利率、料率は当行
の定めによるものとします。なお、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行の定めによるものとし
ます。
４．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行の計算実行時の
相場を適用するものとします。
５．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行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。

保険事故発生時における預金者からの相殺

１．預金口座取引でお預かりする円貨預金および外貨預金は、満期日が未到来
であっても、当行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
当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で
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。
２．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、届出済印鑑または署名を相殺通知書
面に押捺または記入し、キャッシュカードを添えて直ちに当行に提
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行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、当行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、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、
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第２０条

本取引規約の変更

当行は、金融情勢その他の諸般の事情の変化その他相当の理由があると認
められる場合には、国内の支店の店頭表示またはウェブサイトでの表示な
ど、相当な表示手段をもって少なくとも１ヵ月前の事前の告知を行うこと
により、本取引規約の内容を変更できるものとします。
第２１条

正文

本取引規約について、邦文および英文が存在し、その内容に齟齬がある場
合は、邦文を優先します。
以上、預金口座取引一般規約は、2018 年 7 月 14 日より適用します。

預金口座取引一般規約附則
預金口座取引一般規約（以下「一般規約」といいます。
）に対する附則として、
以下のとおり定めます。本附則は、同規約の一部を構成します。
第１条

当行への要請等

預金口座取引に係る預金者の当行に対する通知または要請は、当行所定の
書式ないし書類に内容を正確に記載し、当行に届出済みの取引権限を有す
る者の署名または印鑑を押捺し提出することによって行うものとします。
当行は、
預金者より受けた通知または要請の内容が不明確もしくは不十分、
または適正でないと判断した場合、かかる要請を拒否することができるも
のとします。
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第２条

代理人

預金者は、預金者の代理人をあらかじめ当行所定の書面をもって当行に届
出たうえで、その代理人を通じて当行と預金口座取引を行うことができま
す。当行所定の書面によって代理人指名をとりやめる旨の届出がなされな
い限り、この代理人が行った当行に対する全ての通知、意思表示その他の
行為は預金者本人により行われたものとして取り扱い、また当行がこの代
理人に対して行った通知、意思表示その他の行為は、当行が別途断らない
限り、預金者本人に対して行ったものとして取り扱います。
第３条

成年後見人等の届出について

第４条

複数件の払戻について

第５条

財務状況報告

＜削除＞

＜削除＞

預金者は、預金者が当行に提出した財務状況に係る情報は正確であり、誤
解を招くような記述はないことを保証し、かつ預金者の財務状況を悪化さ
せる重要な事実が発生した場合は、直ちに当行に知らせるものとします。
また当行による財務状況に関する問合せには、完全にかつ正確に回答する
ものとします。

証と届出済の暗証が一致した場合に限りこれに応じます。
（２）当行は、自動機による払戻請求については、自動機操作の際に使用さ
れた暗証と、あらかじめ当行に届出済の暗証とが一致した場合（およ
び / または当行が予め定める本人を特定するその他の方法）に限りこ
れに応じます。なお、キャッシュカードの使用については、当行が別
途定める「SMBC信託銀行バンキングカード規定」に従うものとし
ます。
（３）当行は、電話による払戻請求については、電話を通じて入力された暗
証と、電話取引用暗証番号とが一致した場合、または当行が別途定め
る方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。なお
この場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとす
ることができるものとします。
（４）当行は、プレスティア オンラインまたはプレスティア モバイルによ
る払戻請求については、通信機を通して入力されたプレスティア オ
ンラインおよびプレスティア モバイル用ユーザー ID とパスワード
が、登録されたそれぞれと一致した場合に限りこれに応じます。なお
この場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとす
ることができるものとします。
第３条

以上、預金口座取引一般規約附則は、2018 年 7 月 14 日より適用します。

円普通預金口座取引規約
当行と円普通預金口座取引を行うについては、預金者は、一般規約のほか、
この「円普通預金口座取引規約」
（以下「円口座規約」といいます。
）にしたが
うものとします。一般規約の規定と円口座規約の規定が矛盾する場合は、円口
座規約の規定が優先するものとします。
第１条

取引開始条件

円普通預金口座（以下「円普通口座」といいます。
）開設にあたり、当行は
預金者に対し所定の金額の入金を求めることができるものとします。
第１条の２

反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第４条第１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４条第１項各号の一にでも該当する場合には、当行はこ
の預金口座の開設をお断りするとともに、当該預金者との預金口座取引を
制限もしくは停止できるものとします。
第２条

預入および払戻等

１．当行は、円普通口座への振替、現金、トラベラーズチェック、小切手等に
よる預入については、当該業務を取扱う当行の国内支店および出張所にて
取扱います。当行と預入業務について提携している金融機関の自動機より
行うキャッシュカードを使用した預入については、別途定める「SMBC
信託銀行バンキングカード規定」によるものとします。
２．払戻は、払戻業務を取扱う当行国内支店の窓口において行うか、当行と提
携している金融機関の自動機を使用してキャッシュカードで払い戻すか、
または電話もしくはプレスティア オンライン、プレスティア モバイル等
の方法により他口座の預金等へ振替えるか、いずれかの方法によるものと
し、なお下記規定に従うものとします。
（１）当行は、国内支店の窓口における払戻請求については、払戻請求書に
押捺または記入された印影または署名とあらかじめ届出済の印鑑もし
くは署名鑑とが一致した場合、または暗証番号読取機に入力された暗
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預金利息

当行は、毎日の最終残高（受入証券類の金額は決済されるまで、この残高
から除きます。
）が 1,000 円以上ある場合に限り、付利単位を１円とし
当行所定の利率によって預金利息を計算し、支払いについては、2 月と 8
月の第三日曜日までの利息を、翌営業日にこの預金元本に組入れます。な
お当行は、金融情勢の変化などにより利率を変更することができるものと
します。利息の計算は、当行所定の預金利率に基づく日割計算とします。
第４条

解約等

１．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、当行はこの円普通口座取引を停止し、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、
当行が通知によりこの預金口座を解約する場合、到達のいかんにかかわら
ず、当行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
約されるものとします。
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
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Ｂ . 法的な責任を超えた不当な要求行為
Ｃ . 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
Ｄ . 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為
Ｅ . その他 A から D に準ずる行為
２．前項以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本円普通口座を解約すべ
きと判断した場合、本円普通口座は解約されます。
３．前２項により預金口座が解約され残高がある場合には、当行は、当該金額
の指図人払式小切手を預金者宛に郵送することで預金者に対するすべての
責任を免れるものとします。また貸越元利金その他当行に対する債務が残
る場合には、それを他に譲渡できるものとします。
４．当行が本条により預金口座取引を解約し、それにより損失、損害または諸
費用が発生した場合には、預金者がそれらを負担します。また、当行は、
本条による解約によって預金者にいかなる損失、損害または諸費用が発生
しても、一切責任を負いません。
第５条

休眠預金等活用法に係る最終異動日等

１．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 当行ウェブサイト（休眠預金に係る異動事由）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 当行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 カ月を経過した場合（1 カ月を経過す
る日または当行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
２．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
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 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が
予定されていることまたは予定されていたこと（ただし、当行が入出
金の予定を把握することができるものに限ります。
）：当該入出金が行
われた日または入出金が行われないことが確定した日
⑤ プレスティア マルチマネー口座取引規約に基づく他の円貨の預金に
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
第６条

休眠預金等代替金に関する取扱い

１．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
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金等代替金債権を有することになります。
２．前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金
債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾し
たときは、預金者は、当行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を受けることができます。
３．預金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休
眠預金等活用法第７条第２項による申出および支払の請求をすることにつ
いて、あらかじめ当行に委任します。
① この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者か
らの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務
にもとづくもの（利息の支払に係るものを除きます。
）が生じたこと
② この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債
権の支払の請求が生じたこと（当行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 この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強
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。）
が行われたこと
④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
４．当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって
第３項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から
支払等業務の委託を受けていること
② この預金について、第３項第 2 号に掲げる事由が生じた場合には、
当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休
眠預金等代替金の支払を請求すること
③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有し
ていた預金債権を取得する方法によって支払うこと
以上、円普通預金口座取引規約は、2018 年 7 月 14 日より適用します。

米ドル普通預金口座取引規約
当行と米ドル普通預金口座取引を行うについては、預金者は、一般規約のほ
か、
この「米ドル普通預金口座取引規約」
（以下「米ドル口座規約」といいます。）
にしたがうものとします。一般規約の規定と米ドル口座規約の規定が矛盾する
場合は、米ドル口座規約の規定が優先するものとします。
第１条

取引開始条件

米ドル普通預金口座（以下「米ドル普通口座」といいます。
）開設にあたり、
当行は預金者に対し所定の金額の入金を求めることができるものとします。
第１条の２

反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第４条第１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４条第１項各号の一にでも該当する場合には、当行はこ
の預金口座の開設をお断りするとともに、当該預金者との預金口座取引を
制限もしくは停止できるものとします。
第２条

預入および払戻等

１．当行は、米ドル普通口座への振替、米ドル現金、トラベラーズチェック、
小切手等による預入については、当該業務の取扱のある当行の国内支店で
取扱います。
２．払戻は、払戻業務を取扱う当行のいずれかの国内支店の窓口において行う
か、海外における当行と提携している金融機関の自動機を使用してキャッ
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シュカードで払戻すか、または電話もしくはプレスティア オンライン、
プレスティア モバイル等の方法により他口座の預金等へ振替えるか、い
ずれかの方法によるものとし、なお下記規定に従うものとします。
（１）当行は、国内支店の窓口における払戻請求については、払戻請求書に
押捺または記入された印影または署名と、あらかじめ当行に届出済の
印鑑または署名鑑とが、それぞれ一致した場合、または当行が別途定
める方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。
（２）当行は自動機による払戻請求については、自動機操作の際に使用され
た暗証と、あらかじめ当行に届出済の暗証とが一致した場合（および
/ または当行が予め定める本人を特定するその他の方法）に限りこれ
に応じます。なお、キャッシュカードの使用については、当行が別途
定める「プレスティア外貨キャッシュカード規定」に従うものとしま
す。
（３）当行は、電話による払戻請求については、電話を通じて入力された暗
証と電話取引用暗証番号とが一致した場合、または当行が別途定める
方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。なおこ
の場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとする
ことができるものとします。
（４）当行は、プレスティア オンラインまたはプレスティア モバイルによ
る払戻請求については、通信機を通して入力されたプレスティア オ
ンラインおよびプレスティア モバイル用ユーザー ID とパスワード
が、登録されたそれぞれと一致した場合に限りこれに応じます。なお
この場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとす
ることができるものとします。
３．預金者は、当行の国内支店窓口における米ドル現金の預入および払戻につ
いて、当行に対して当行所定の手数料を支払うものとします。
４．当行は、米ドル普通口座に仕向けられた振込・送金について、振込・送金
された通貨を問わず、口座入金時には米ドル通貨建にて入金を行い、入金
時に通貨交換が起こる場合は当行所定の換算レートおよび手数料を適用し
ます。
第３条

預金利息

当行は、毎日の最終残高（受入証券類の金額は、決済されるまでこの残高
から除きます。）が 1 セント以上ある場合に限り、付利単位を 1 セントと
し店頭表示の利率によって預金利息を計算し、その支払いについては毎月、
当月分の利息を、翌月第一営業日に、預金元本に組入れます。当行は、金
融情勢の変化などにより利率を変更することができるものとします。なお、
利息計算は、当行所定の預金利率に基づく日割計算とします。
第４条

解約等

１．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、当行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、当行が
通知によりこの預金口座を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当
行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
るものとします。
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
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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行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為
Ｅ . その他 A から D に準ずる行為
２．前項以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本預金口座を解約すべき
と判断した場合、本預金口座は解約されます。
３．前２項により預金口座が解約され残高がある場合には、当行は、当該金額
の指図人払小切手を預金者に郵送することで預金者に対するすべての責任
を免れるものとします。また貸越元利金その他当行に対する債務が残る場
合には、それを他に譲渡できるものとします。
４．当行が本条により預金口座取引を解約し、それにより損失、損害または諸
費用が発生した場合には、預金者がそれらを負担します。また、当行は、
本条による解約によって預金者にいかなる損失、損害または諸費用が発生
しても、一切責任を負いません。
第５条

休眠口座に係る最終異動日等

１．この預金について、最終異動日等とは一般規約第 3 条第 1 項でいう休眠
口座に該当するまでの期間の起算点となる日をいい、次に掲げる日のうち
最も遅い日をいうものとします。
① 当行ウェブサイト（休眠預金に係る異動事由）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 当行が預金者に対して休眠口座となる通知を発した日。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 カ月
を経過した場合（1 カ月を経過する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 この預金口座が開設された日
２．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
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法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が
予定されていることまたは予定されていたこと（ただし、当行が入出
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金の予定を把握することができるものに限ります。
）：当該入出金が行
われた日または入出金が行われないことが確定した日
以上、米ドル普通預金口座取引規約は、2018 年 7 月 14 日より適用します。

プレスティア マルチマネー口座取引規約
当行とプレスティア マルチマネー口座取引を行うについては、預金者は、
一般規約のほか、この「プレスティア マルチマネー口座取引規約」（「プレス
ティア マルチマネー口座預金細目」も含みます。以下「プレスティア マルチ
マネー取引規約」といいます。）にしたがうものとします。一般規約の規定と
プレスティア マルチマネー取引規約の規定が矛盾する場合は、プレスティア
マルチマネー取引規約の規定が優先するものとします。
第１条

プレスティア マルチマネー口座取引

１．プレスティア マルチマネー口座の円普通預金、外貨普通預金、外貨定期
預金、自由金利型定期預金Ｍ型（スーパー定期預金）、自由金利型定期預
金（大口定期預金）
、プレミアム・デポジットその他当行が認める預金（以
下「各預金」といいます。）、および各預金を担保とする当座貸越＜プレ
スティア マルチマネークレジット＞取引（以下「当座貸越」といいます。）
を総称して、「プレスティア マルチマネー口座取引」といいます。
当座貸越については、第３条に定める個人および別途約定を締結した法人
のみが利用できるものとします。
２．預金者は、プレスティア マルチマネー口座取引を行うに際しては、外国
為替相場の変動により差益または差損が発生することがあることを十分理
解し、これを了承したことをここに確認したものとします。当行は、預金
者に相場変動による差損が発生しても、一切責任を負いません。
３．当行は、法令もしくは当行内部の監査および融資規則等に抵触すると判断
した場合、詐欺的取引もしくは当行のサービス悪用の防止等当行が必要と
判断した場合、
またはその他当行の業務上の理由があると判断した場合は、
外国為替取引を含むプレスティア マルチマネー口座取引の全部または一
部を制限し、停止し、または中止することができるものとします。
４．当行は、プレスティア マルチマネー口座取引に関する計算を、当行所定
の計算方法により行うものとし、なお各預金等の細目は別途定める通りと
します。
第１条の２

反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第１３条第１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１項各号の一にでも該当する場合には、当行
はこの預金口座の開設をお断りするとともに、当該預金者との預金口座取
引を制限もしくは停止できるものとします。
第２条

預入および払戻等

１．当行は、各預金にかかわる、口座間の振替、現金、トラベラーズチェック、
小切手等による預入、および当座貸越への支払については、当該業務を取
扱う当行の国内支店および出張所にて行います。なお預金者は、外貨現金
により外貨建預金への預入を行う場合は、別途所定の手数料を当行に支払
うものとします。
２．各預金の払戻（当座貸越を利用する場合も含みます。）は、当行のいずれ
かの国内支店の窓口において行うか、または電話もしくはプレスティア
オンライン、プレスティア モバイル等の方法により他の各預金口座へ振
替えるか、いずれかの方法によるものとし、なお下記本項の規定に従うも
のとします。
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（１）当行は、国内支店の窓口における払戻請求については、払戻請求書に
押捺または記入された印影または署名と、あらかじめ当行に届出済の
印鑑または署名鑑とが、それぞれ一致した場合、または当行が別途定
める方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。
（２）当行は、電話による払戻請求については、電話を通じて入力された暗
証と電話取引用暗証番号とが一致した場合、または当行が別途定める
方法によって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。なおこ
の場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとする
ことができるものとします。
（３）当行は、プレスティア オンラインまたはプレスティア モバイルによ
る払戻請求については、通信機を通して入力されたプレスティア オ
ンラインおよびプレスティア モバイル用ユーザー ID とパスワード
が、登録されたそれぞれと一致した場合に限りこれに応じます。なお
この場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとす
ることができるものとします。
３．当行は、払戻を現金にて行う場合には、第１０条の規定に従い日本円、米
ドル、ユーロ、その他当行が指定する通貨にて同等の金額を払戻します。
なお預金者は、外貨建預金から外貨現金を払戻す場合は、別途所定の手数
料を当行に支払うものとします。
第３条

当座貸越

１．別途約定を締結した法人を除き、当座貸越を利用できるのは、各預金の預
金者である満２０才以上の日本の居住者で当行所定の手続を経た者のみと
し、それ以外の預金者は、取引明細の「ご利用可能額」の表示にかかわら
ず当座貸越は利用できません。この場合の当座貸越限度額は、当行所定の
預金を除く各預金を担保とし、本条第２項に定める方法により算出される
金額とします。また当座貸越は、あらかじめ指定された各預金口座への入
金または送金もしくは現金払いの方法によるものとします。
なお預金者は、
他行への送金の場合には当行所定の送金手数料を当行に支払うものとしま
す。当座貸越の利用にあたって、当行は、その利用目的、借入その他の同
種取引の経験の有無、財産の状況等の申告を求めることができるものとし
ます。その結果、当行が当座貸越を行うことについて適切でないと判断し
た場合、当行は、当座貸越を拒否することができるものとします。
２．当座貸越限度額は、
（１）当座貸越の担保となる各預金の預入通貨が日本
円の場合にはその金額に当行所定の割合（当行の判断によって変更される
ことがあります。）を乗じ、預入通貨が日本円以外の場合には照会用の当
行の対顧客電信買レートまたは取引実行時の当行の対顧客電信買レートを
適用して円貨換算した金額に当行所定の割合（当行の判断によって変更さ
れることがあります。）を乗じて、それぞれ算出した額、または（２）当
行所定の手続きにより定める円貨での極度額のいずれか小さい金額としま
す。また、当行は、当座貸越に係る貸越金（以下「当座貸越金」といいま
す。）を、当座貸越の利用通貨が日本円以外の場合には、照会用の当行の
対顧客電信売レートまたは取引実行時の当行の対顧客電信売レートを適用
して円貨にて算出します。なお、担保となる預金の金額には受入証券類の
未決済残高は含みません。
３．預金者は、各預金に、当座貸越金の担保として質権を設定し、当行がこれ
に関し必要と認める手続きを行うものとします。
４．当行は、金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合、理由
の如何を問わず当座貸越の利用が適切でないと判断した場合、または当行
が相当の期間を定めて通知した場合は、当座貸越限度額を減額し、新たな
当座貸越を停止し、または当座貸越を解約することができるものとします。
預金者は、当座貸越が停止または解約された場合は直ちに貸越元利金を、
また当座貸越限度額が減額された場合は直ちに減額後の当座貸越限度額を
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超える貸越元利金を、それぞれ当行に支払うものとします。
５．当座貸越金の残高がある場合に各預金の口座に資金の受入または振込があ
ったとしても、当行は、預金者から特に指示がない限り当座貸越金の返済
には充当しません。
６．当座貸越金の担保となっている各預金について解約または差押もしくは仮
差押があった場合、当行は、当該各預金の全額を除外して残りの各預金に
つき第２項に規定する当座貸越限度額を算定し直し、預金者はこれにした
がって第３項と同様の方法により当座貸越金の担保を設定するものとしま
す。
第４条

休眠口座

一般規約第３条に定める休眠口座の規定は、プレスティア マルチマネー
口座取引に準用されるものとします。
第５条

預金利息、当座貸越利息等

１．当行は、各預金の利息を、各預金ごとに別途定める方法により計算し支払
い ま す。 な お、 利 息 計 算 は、 預 入 通 貨 が 日 本 円 の と き は １ 年 を
３６５日（ただし預入期間が２年以上の場合は、閏年の場合は３６６日）、
また預入通貨が外国通貨のときは１年を３６０日もしくは３６５日（当行
が決定するところによります。）とした、実際の預入日数と所定の預金利
率に基づく日割計算とします。
２．当行は、当座貸越の利息を、利用通貨が日本円の場合は付利単位を１円と
し、利用通貨が外国通貨の場合は付利単位を１通貨単位または利用通貨単
位の小数点以下２桁とし、それぞれ１年を３６５日として、毎月月初第一
営業日から、その翌月の第一営業日前日までの期間の貸越日数と所定の貸
越利率に基づく日割計算により算出し、いずれの通貨の場合も翌月第一営
業日に貸越金残高に組入れます。この組入により当座貸越限度額を超える
場合には、預金者は、当行から請求あり次第直ちに当該超過金額を当行に
対し支払うものとします。
３．当座貸越の利率は、当行所定の利率とします。当行は、金融情勢の変化等
によりこの利率を変更することができるものとします。貸越利率が変更さ
れる場合には、当行は預金者宛通知するかまたは変更内容を店頭に表示し、
この通知また表示日（またはそれ以降で当行が指定した日）から変更利率
が適用になるものとします。
第６条

担保

１．預金者は、解約または払戻後の当座貸越金残高が当座貸越限度額を超えな
い限り、担保となっている各預金で当行が認めるものの解約または払戻を
行うことができるものとします。
２．外国為替相場の変動等により各預金の担保価値が減少し、債権保全を必要
とする相当の事由が生じたと当行が判断した場合、預金者は、当行から請
求があり次第直ちに担保を追加するか、または当座貸越限度額を超える当
座貸越金残高を当行に対し支払うものとします。
第７条

即時支払

１．預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生
した場合は、預金者は、当行からの請求がなくても貸越元利金を直ちに支
払うものとします。
（１）仮差押、保全差押または差押の命令または通知が発送されたとき。
（２）支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社
整理開始、特別清算開始もしくはこれらと同様の法的手続の申立があ
ったとき。
（３）手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
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（４）相続の開始があったとき。
（５）住所変更の届出を怠るなどにより所在が明らかでなくなったとき。
（６）当座貸越金残高の各預金合計額に対する割合が８５％に達したとき。
（７）一般規約第１０条第３項により預金口座取引が解約されたとき。
２．預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事由が発生
した場合は、預金者は、当行からの請求によって貸越元利金を直ちに支払
うものとします。
（１）プレスティア マルチマネー口座取引に係るものであると否とを問わ
ず、当行に対する債務の一つでも履行が遅滞したとき。
（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。
３．第１項第１号から第６号のいずれかに該当する事由が発生した場合、当行
は、通知または承諾なく各預金の全部または一部を、当該各預金にかかわ
る合意（自動継続型定期預金の自動継続を含みます。
）にかかわらず解約
することができるものとします。この場合当行は、当行が合理的に判断す
る中途解約費用の支払を預金者に請求することができるものとします。
第８条

相殺

１．プレスティア マルチマネー口座取引その他の当行との取引（第１１条所
定の外国為替先物予約取引を含みます。
）に基づく預金者の当行に対する
債務が履行されなかった場合、当行は、その債務（利息、損害金等を含み
ます。
）を、各預金その他の預金者の当行に対する債権をもって、その債
権の履行期日前においても随時、相殺できるものとします。
２．前項所定の相殺を行う場合、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、
各預金またはその他当行に対する預金者の債権を払戻し、当行に対する債
務の弁済に充当することができるものとします。
３．前２項によって当行が相殺を行う場合、当行は、債権債務の通貨等が異な
るときは第９条および第１０条にしたがい、また債権債務の利息はその計
算実行の日まで計算し、定期性預金の利率はその約定利率を適用します。
ただし円建定期預金など満期日前解約が可能な預金の場合は、当行の定め
る解約利率を適用します。
４．第１項および第２項に基づく相殺を行う場合、各預金の中途解約費用も当
行に対する債務に含まれるものとします。
第９条

充当の指定

相殺その他による当行に対する債務の弁済にあたり、弁済額が外国為替相
場の急激な変動等によりすべての債務を消滅させるに足りないときは、当
行は、当行が適当と認める順序方法により充当することができるものとし
ます。
第１０条

外国為替交換レート等

各預金の全部または一部を払戻し他の通貨に交換する場合、相殺その他に
よる債務の弁済を行う場合、または通貨を交換して各預金を他の各預金に
振替える場合には、当行は、当行の定める時期、方法および手続にしたが
い、かつ当行所定の為替交換レートを適用します。なお、当行の定める公
示の為替交換レートによるプレスティア マルチマネー口座取引について、
一取引の金額または当該一適用レートによる複数の取引の合計額が当行の
定める金額以上の場合は、当行は、公示レートに換えて取引の時点におけ
る当行所定のレートを適用することができるものとします。預金者は、持
込通貨等を異なる通貨に換えて各預金の預入を希望する場合には、預入前
に一旦預入希望通貨に交換したうえで預入れるものとします。ただし、当
行による事前の承諾がない限り、約定済の通貨交換取引（外貨預金取引も
含みます。
）がある場合は、預金者はこれを取消すことはできません。
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第１１条

外国為替先物予約取引

＜削除＞

第１２条

保険事故発生時における預金者からの相殺

１．預金口座取引でお預かりする円貨預金および外貨預金は、満期日が未到来
であっても、当行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
当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で
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。
２．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、届出済印鑑または署名を相殺通知書
面に押捺又は記入し、キャッシュカードを添えて直ちに当行に提出し
てください。ただし、相殺により当座貸越金が相殺後の預金額に基づ
く当座貸越限度額を超えることとなるときは、当該当座貸越限度額を
超えることとなる金額を優先して当座貸越金に充当することとします。
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行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、当行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、当行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。
３．第１項により相殺する場合の利息等については、次によるものとします。
（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行に到達
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行に到達した日までとして、利率、料率は当行
の定めによるものとします。なお、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行の定めによるものとし
ます。
４．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行の計算実行時の
相場を適用するものとします。
５．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行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。
第１３条

解約等

１．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、当行はこのプレスティア マルチマネー口座取引を停止し、
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、当行が通知によりこの預金口座を解約する場合、到
達のいかんにかかわらず、当行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るものとします。
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
19

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行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為
Ｅ . その他 A から D に準ずる行為
２．前項以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本プレスティア マルチ
マネー口座を解約すべきと判断した場合、本プレスティア マルチマネー
口座は解約されます。
３．前２項により預金口座が解約され残高がある場合には、当行は、当該金額
の指図人払小切手を預金者に郵送することで預金者に対するすべての責任
を免れるものとします。また貸越元利金その他当行に対する債務が残る場
合には、それを他に譲渡できるものとします。
４．当行が本条によりプレスティア マルチマネー口座取引を解約し、それに
より損失、損害または諸費用が発生した場合には、預金者がそれらを負担
します。また、当行は、本条による解約によって預金者にいかなる損失、
損害または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。
第１４条

休眠預金等活用法に係る最終異動日等

１．この預金取引のうち円貨の預金について、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 当行ウェブサイト（休眠預金に係る異動事由）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 当行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 カ月を経過した場合（1 カ月を経過す
る日または当行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
２．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
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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 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が
予定されていることまたは予定されていたこと（ただし、当行が入出
金の予定を把握することができるものに限ります。
）：当該入出金が行
われた日または入出金が行われないことが確定した日
⑤ この預金取引における円貨の預金あるいは円普通預金口座取引規約に
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
３．この預金取引のうち休眠預金等活用法の適用対象とならない預金につい
て、最終異動日等とは一般規約第 3 条第 1 項でいう休眠口座に該当する
までの期間の起算点となる日をいい、最終異動日等については、第 1 項
および第 2 項を準用します。ただし、第 1 項第 1 号、第 3 号、第 4 号は、
以下のとおり読み替えます。
① 当行ウェブサイト（休眠預金に係る異動事由）に掲げる異動のうち、
休眠預金等活用法の適用対象とならない預金について、異動として取
扱う事由が最後にあった日
② 当行が預金者に対して休眠口座となる通知を発した日。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 カ月
を経過した場合（1 カ月を経過する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。
③ この預金口座が開設された日
また、第 2 項第 5 号は、以下の通り読み替えます。
④ この預金取引における預金あるいは円普通預金口座取引規約にもとづ
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
第１５条

休眠預金等代替金に関する取扱い

１．この預金のうち円貨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。
２．前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金
債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾し
たときは、預金者は、当行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を受けることができます。
３．預金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休
眠預金等活用法第７条第２項による申出および支払の請求をすることにつ
いて、あらかじめ当行に委任します。
① この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者か
らの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務
にもとづくもの（利息の支払に係るものを除きます。
）が生じたこと
② この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債
権の支払の請求が生じたこと（当行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 この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強
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。
）
が行われたこと
④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
４．当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって
第３項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から
支払等業務の委託を受けていること
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② この預金について、第３項第 2 号に掲げる事由が生じた場合には、
当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休
眠預金等代替金の支払を請求すること
③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有し
ていた預金債権を取得する方法によって支払うこと

プレスティア マルチマネー口座預金細目
この「プレスティア マルチマネー口座預金細目」は、
「プレスティア マル
チマネー口座取引規約」の一部を構成し、プレスティア マルチマネー口座内
の各預金の取扱を定めるものです。
Ⅰ . 外貨普通預金
１．取引開始条件
（1） 預入通貨は、当行が認める外国通貨のみとします。
（2） 取引開始時に当行は預金者に対し所定の金額の入金を求めることがで
きるものとします。
２．預金利息
預金利息は、毎日の最終残高（受入証券類の金額は決済されるまでこの残
高から除きます。
）について付利単位を預入通貨単位またはその小数点以
下２桁とし、店頭表示の利率によって計算し、その支払いについては毎月、
当月分の利息を、翌月第一営業日に、預金元本に組入れます。なお、利率
は金融情勢などの変化により変更することがあります。
Ⅱ．外貨定期預金
１．取引開始条件
（１）預入通貨は、当行が認める外国通貨のみとします。
（２）預入金額は、１０万円相当額以上（預入単位は預入外国通貨単位また
はその小数点以下２桁まで）とします。
２．預入期間
預入期間は、３ヶ月、６ヶ月、１年その他通貨毎に当行が別途定める期間
とします。
３．預金利息
（１）当行は、預金利息を、預入期間および預入日（継続の場合には最終の
継続日）現在の店頭表示の利率によって計算します。
（２）付利単位は、預入外国通貨単位またはその小数点以下２桁とします。
（３）当行は、利息を、満期日または当行が指定する利息支払日に支払いま
す。ただし預金者は、当行が指定する預入期間の外貨定期預金の開設
時に限り、月々利息を受取る方式を選択することができるものとしま
す。月々利息を受取る方式を選択した場合、預金者は、利息受取通貨
を預入時に設定した通貨から変更することはできないものとします。
４．預金の支払および外貨定期預金への継続
当行は、この預金の元本および利息を、特に預金者が事前に自動継続の指
示を行わない限り、満期日、または利息の場合は当行が指定する利息支払
日に、それぞれ支払います。この場合の支払方法は、特に事前に指定がな
い限り、同通貨の普通預金に入金する方法とします。ただし、実際に引出
しができるのは原則満期日以降となります。
預金者が自動継続を指示した場合は、当行は、指示内容にしたがい満期日
に前回と同一期間の預金に自動的に継続します。その場合の預金利率は、
自動継続当日における、同一の通貨および期間の定期預金の利率を適用し
ます。ただし当行は、一定の預入期間の定期預金について自動継続の取扱
をしないものとすることができるものとします。
５．満期日前の解約
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預金者は、理由の如何を問わず満期日前の解約を請求することはできませ
ん。
Ⅲ．自由金利型定期預金Ｍ型（スーパー定期預金）
１．取引開始条件
（１）預入通貨は、日本円のみとします。
（２）預入金額は、１０万円以上（預入単位は１円）とします。
２．預入期間
預入期間は、当行が別に定める期間とします。
３．預金利息
（１）預金利息は、預入期間および預入日（継続の場合には最後の継続日）
時点で決定された利率（以下「約定利率」といいます。）によって計
算します。利息の計算は、1 年を３６５日（ただし預入期間が２年以
上の場合は、閏年の場合は３６６日）とする日割計算とします。
（２）当行は、預金利息を、満期日にこの預金元本とともに支払います。た
だし、期間２年の場合の利息支払いは次によります。
① 預入日の１年後の応答日（以下「中間利払日」といいます。
）に、約
定利率に７０％を乗じた利率および預入日からその中間利払日の前日
までの日数によって計算した中間利払額（以下「中間利息」といいま
す。）を、利息の一部として中間利払日付で円預金口座に入金します。
② 当行は、中間利息を差し引いた利息の残額を、満期日にこの預金元本
とともに支払います。中間利息が支払われない場合は満期日に利息全
額を支払います。
（３）当行は、やむを得ないものと認めて満期日前に解約する場合、その利
息を、預入日（継続の場合には最後の継続日）から解約日の前日まで
の期間について 1 年を 365 日として次の利率によって計算し、この
預金元本とともに預金者に支払います。ただし、中間利息が支払われ
ている場合には、その支払額と次の利率により計算された利息額との
差額を精算します。
約定預入期間

預入後経過期間
６カ月未満

３年未満のもの

６カ月以上１年未満
１年以上
６カ月未満

３年もの

６カ月以上１年未満
１年以上１年半未満
１年半以上２年未満
２年以上２年半未満
２年半以上３年未満

利
率
解約日のプレスティア マルチ
マネー口座円普通預金利率
約定利率の５０％
約定利率の７０％
解約日のプレスティア マルチ
マネー口座円普通預金利率
約定利率の４０％
約定利率の５０％
約定利率の６０％
約定利率の７０％
約定利率の９０％

（４）付利単位は、１円とします。
（５）付利方法は、単利計算とします。ただし、預入期間が３年以上の場合、
６カ月ごとの複利計算になります。
４．預金の支払および継続
特に事前に自動継続の指示がない限り、当行は、この預金元本を満期日に
利息とともに預金者に支払います。この場合の支払方法は、プレスティア
マルチマネー口座円普通預金に入金する方法とします。ただし、自動継続
を指示した場合には満期日に指示内容に従い前回と同一期間のスーパー定
期預金として、自動的に継続します。自動継続された預金についても同様
とします。
５．満期日前の解約
預金者は、当行の承諾がある場合に限り満期日前の解約を行うことができ
るものとし、その場合の利率は前３（３）の中途解約利率とします。
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Ⅳ．自由金利型定期預金（大口定期預金）
１．取引開始条件
（１）預入通貨は、日本円のみとします。
（２）預入金額は、１，０００万円以上（預入単位は１円）とします。
２．預入期間
預入期間は、当行が別に定める期間とします。
３．預金利息
（１）預金利息は、預入期間および預入日（継続の場合には最後の継続日）
時点で決定された利率（以下「約定利率」といいます。）によって計
算します。利息の計算は、1 年を３６５日（ただし預入期間が２年以
上の場合は、閏年の場合は３６６日）とする日割計算とします。
（２）当行は、利息を、満期日にこの預金元本とともに預金者に支払います。
ただし、預入期間２年の場合の利息の支払いは次によります。
① 預入日の１年後の応当日（以下「中間利払日」といいます。
）に、約
定利率に７０％を乗じた利率および預入日からその中間利払日の前日
までの日数によって計算した中間利払額（以下「中間払利息」といい
ます。
）
を、
利息の一部として中間利払日付で円預金口座に入金します。
② 当行は、中間払利息を差引いた利息の残額を、満期日にこの預金元本
とともに支払います。中間払利息が支払われない場合は、満期日に利
息全額を支払います。
（３）当行は、やむを得ないものと認めて満期日前に解約する場合、その利
息を、預入日（継続の場合には最後の継続日）から解約日の前日まで
の期間について１年を３６５日として次の利率によって計算し、この
預金元本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、その支払額と次の利率により計算した利息額との差額を精
算します。
約定預入期間
すべて

預入後経過期間
１カ月未満
１カ月以上

利
率
解約日のプレスティア マルチ
マネー口座円普通預金利率
約定利率の７０％

（４）付利単位は、１円とします。
（５）付利方法は、単利計算とします。
４．預金の支払および継続
特に事前に自動継続の指示がない限り、当行は、この預金元本を満期日に
利息とともに預金者に支払います。この場合の支払方法は、プレスティア
マルチマネー口座円普通預金に入金する方法とします。ただし、預金者が
あらかじめ自動継続を指示した場合には、当行は、満期日に指示内容に従
い前回と同一期間の預金に自動的に継続します。自動継続された預金につ
いても同様とします。
５．満期日前の解約
預金者は、当行の承諾がある場合に限り満期日前の解約を行うことができ
るものとし、その場合の利率は前３（３）の中途解約利率とします。
Ⅴ．プレスティア マルチマネー口座円普通預金
預金利息
預金利息は、毎日の最終残高（受入証券類の金額は決済されるまでこの残
高から除きます。
）が 1,000 円以上ある場合、付利単位を１円とし店頭
表示の利率によって計算します。また、その支払いについては 2 月と 8
月の第 3 日曜日までの利息を翌営業日にこの預金元本に組入れます。な
お、利率は金融情勢などの変化により変更することがあります。
Ⅵ．ステップアップ定期預金
１．取引開始条件
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（１）預入通貨は、当行が認める通貨のみとします。
（２）預入金額は、当行が定めた金額以上とし、預入単位は、預入通貨単位
またはその小数点以下２桁までとします。
（３）預金者は、以下に定める中間利息の通貨を指定します。指定通貨は、
円もしくは預入外国通貨とします。
（４）預金者は、理由の如何を問わず、指定された利息支払通貨の変更を行
うことはできないものとします。
２．預入期間
預入期間は、２年またはその他通貨毎に当行が別途定める期間とします。
３．預金利息
（１）当行は、預入日から満期日までを６カ月毎の ステップ 期間に分割
し、預入日において定められた各ステップ期間に適用される利率（以
下「適用利率」といいます。）によって、預金利息を計算します。
（２）中間払利息の支払
当行は、預入日から満期日までの間に到来する毎月最終営業日を「中
間利払日」とし、前項により定める適用利率に従い１カ月毎の（ただ
し、預入日から最初に到来する毎月最終営業日までの日数が１カ月未
満の場合は、
日割計算のうえ）利息（以下「中間払利息」といいます。）
を支払います。ただし、実際に引出しができるのは、中間利払日の翌
営業日以降となります。
（３）当行は、中間払利息は、利息の支払通貨が円の場合、プレスティア
マルチマネー口座円普通預金、円普通預金口座、
円当座預金口座に（預
入通貨が円以外の場合は、預入通貨より当行所定のレートで換算後）
入金します。利息の支払通貨が預入外国通貨の場合、預入外国通貨と
同通貨のプレスティア マルチマネー口座内の普通預金に入金します。
（上記１．（３）参照）
（４）付利単位は、預入通貨単位またはその小数点以下２桁とします。
（５）付利方法は、単利計算とします。
４．預金の支払および継続
（１）満期日における支払
当行は、この預金元本を、満期日にプレスティア マルチマネー口座
内の預入通貨と同通貨の普通預金に入金する方法により預金者に支払
います。この場合、満期日の属する月の利息については、前回の中間
利払日から満期日までの日割計算のうえ、満期日付けで、預金者が預
入時点で指定した預入外国通貨と同通貨のプレスティア マルチマネ
ー口座外貨普通預金、同口座円普通預金、円普通預金口座、円当座預
金口座のいずれかに入金します。
（２）この預金は、自動継続扱いにはできません。
５．満期日前の解約
（１）預金者は、預入日から最初の６カ月間の期間（以下「第１ステップ期
間」といいます。
）は、理由の如何を問わず解約はできません。
（２）第１ステップ期間経過後は、預金者は、当行の承諾がある場合にのみ
満期日前に解約することができるものとします。
（３）前項により満期日前に解約に応じる場合、当行は、解約日（月末の最
終営業日に解約する場合も含みます。）の属する月については、中間
払利息は一切支払わないものとします。
（４）前２項により満期日前に解約に応じる場合は、当行は、預金元本を解
約日にプレスティア マルチマネー口座内の預入通貨と同通貨の普通
預金に入金する方法により支払います。
Ⅶ．プレミアム・デポジット
１．取引開始条件
（１）預入通貨は、日本円または当行が認める通貨とします。
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（２）預金中の資金を第７項に定められている設定レート（以下「設定レー
ト」といいます。
）で交換する際に支払われる通貨（以下「相対通貨」
といいます。
）は、当行が認める通貨の中から預金者が指定します。
（３）預入金額は「商品説明書兼契約締結前交付書面」に定められている金
額以上とし、預入単位は、預入通貨が円の場合は１円、外貨の場合は、
預入通貨単位またはその小数点以下２桁までとします。
２．預入期間
預入期間は、当行が別途作成する「商品説明書兼契約締結前交付書面」に
定められた期間とします。
３．預金利息
（１）預金利息は、預入時に決定した預入期間および金利によって計算しま
す。
（２）利息は、この預金の満期日（以下「満期日」といいます。
）に預入通
貨建てで、支払われます。
（３）付利単位は、円については１円、外貨については預入外国通貨単位ま
たはその小数点以下２桁とします。
（４）付利方法は、単利計算とします。
４．預金の支払および継続
預金元本は、満期日付けで税引後利息とともに支払われます。
元本は預入通貨が日本円の場合は円で、預入通貨が外貨の場合は外貨で支
払われます。ただし、第 7 項の定めにより満期日に相対通貨に交換され
る場合は、元本は相対通貨に交換されます。
税引後利息は元本部分の通貨交換にかかわらず、預入通貨建てで支払われ
ます。
元本、利息の支払方法は、当該通貨のプレスティア マルチマネー口座普
通預金に、満期日付けで満期日の翌営業日に入金する方法とします。資金
は満期日の翌営業日以降に払戻しができるようになります。
この預金は、自動継続扱いにはできません。
５．満期日前の解約
預金者は、理由の如何を問わず満期日前の解約を行うことはできないもの
とします。
６．繰上および差額計算
（１）預金者に関し、以下のいずれかの事由が発生した場合、当行は、事前
に通知することなく、預金に含まれている通貨オプション取引を含め、
預金全体を終了する権利を有するものとします。この場合、当行は、
預金者に事前に通知することなく、上記の取引を清算し、預金元本お
よび利息から、預金者が当行に支払うべき清算金額を差し引くことが
できるものとします。
① 預金者が債務を返済できなくなったとき、あるいは預金者によって、
または預金者に対して、破産、民事再生手続きの開始、会社更生手続
きの開始、会社整理の開始、または特別清算の開始が申請されたとき。
② 預金者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 預金者の当行に対する預金・債務に対し、仮差押、債権保全、または
差押の命令または通知が出されたとき。
④ 預金者が当行に住所の変更を知らせなかったため、あるいは預金者の
責めに帰すべきその他の理由により、預金者の所在がわからなくなっ
たとき。
（２）預金者に関し、以下のいずれかの事由が発生し、当行が通知してから
３日以内にかかる事由が治癒されなかった場合、預金に含まれる通貨
オプション取引を含め、預金全体をただちに終了するものとします。
この場合、当行は預金者に事前に通知することなく、上記の取引を清
算し、預金元本および利子から、預金者が当行に支払うべき清算金額
を差し引くことができるものとします。
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① 預金者が当行に対する債務のいずれかを期限までに支払わなかったと
き。
② 預金者が当行と締結した契約のいずれかの条件に違反したとき。
③ 上記以外で、当行の権利の保護を必要とするしかるべき理由が存在す
るとき。
７．設定レート
（１）基準レート
第７項２号に定められた設定レートを決定し、第７項３号にて設定レ
ートと比較する基準レートには、第７項２号については預入時点、第
７項３号についてはあらかじめ当行が定めた時点で、当行が得られる
銀行間市場の実勢為替レートをもとに当行が決定します。
（２）設定レートの決定
預金者は、満期日の相対通貨への交換に適用される「設定レート」を
①設定レートを選択する、または②預入時の基準レートと設定レート
の差である「差額」を選択することで設定します。設定レートまたは
差額は預入時に当行の定める範囲内で選択し、決定します。
設定レートの選択方法については、②の方法のみ使用可能な場合もあ
ります。
（３）設定レートの適用
① 円投資型
満 期 日 の 東 京 時 間 午 後 ３ 時 時 点 で、 円 の 相 対 通 貨 に 対 す る 基 準
レートが設定レートと同じかこれを下回る場合（円高）
、満期日付で
預入元本は相対通貨に交換され、同時点で円の相対通貨に対する基準
レートが設定レートを上回る場合（円安）
、満期日における預金の元
本は円のままとなり、当該通貨のプレスティア マルチマネー口座普
通預金に入金されます。
預金の利息は元本部分の通貨交換にかかわらず円のままとなり、円の
プレスティア マルチマネー口座普通預金に入金されます。
② 外貨投資型
満期日の東京時間午後３時時点で、円の預入通貨に対する基準レート
が設定レートと同じかこれを上回る（円安）場合、満期日付で預入元
本は円に交換され、同時点で円の預入通貨に対する基準レートが設定
レートを下回る場合（円高）
、満期日における預金の元本は預入通貨
のままとなり、当該通貨のプレスティア マルチマネー口座普通預金
に入金されます。
預金の利息は元本部分の通貨交換に関らず預入通貨のままとなり、当
該通貨のプレスティア マルチマネー口座普通預金に入金されます。
③ クロスカレンシー型
満期日の東京時間午後３時時点で、預入通貨（外貨）対相対通貨（外
貨）の基準レートが設定レートと同じか、預入通貨高の場合、満期日
付で預入元本は相対通貨に交換され、同時点で預入通貨（外貨）対相
対通貨（外貨）の基準レートが設定レートより、預入通貨安の場合、
満期日における預金の元本は預入通貨のままとなり、当該通貨のプレ
スティア マルチマネー口座普通預金に入金されます。
預金の利息は元本部分の通貨交換にかかわらず預入通貨のままとな
り、当該通貨のプレスティア マルチマネー口座普通預金に入金され
ます。
８．＜削除＞
以上、プレスティア マルチマネー口座取引規約およびプレスティア マル
チマネー口座預金細目は、2018 年 7 月 14 日より適用します。
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オーダーウォッチ・サービス規定
第１条

オーダーウォッチ・サービス

１．当行は、本取引規約および本取引規定にしたがって、指定されたレートに
達した場合、
預金者に代わって自動的に取引を実行するサービス（以下「オ
ーダーウォッチ・サービス」といいます。）を預金者に提供することがで
きます。
２．当行は、預金者の指定する為替レート（以下「指値」といいます。
）が実
勢レートに等しくなった場合のみ、注文を実行します。各種情報サービス
提供者のスクリーン上の買値または売値は、市場における実際の取引を必
ずしも反映しない気配値として、当行はこれに拘束されません。
３．注文を実行するにあたり、注文に出された預入資金はお客様レートで代替
通貨に交換されます。適用される「お客様レート」は、
（預金者の）外貨
買い注文の場合、指値に所定の為替手数料を加えたレートになり、（預金
者の）外貨売り注文の場合、指値から所定の為替手数料を差し引いたレー
トになります。
４．上記３項にしたがって代替通貨に交換された資金は、指定の口座の普通預
金に入金されます。
５．指値注文の設定期間中でも資金移動は可能です。指値注文が実行されたと
きに資金不足の際は当該指値注文は不成立となり失効します。
６．注文は当行の支店、電話、またはプレスティア オンラインで受け付けます。
ただし口座により制限があります。また、指値注文をお受けすることので
きる為替レートの範囲は限られます。受付可能な範囲については当行が別
途定めるものとします。
第１条の２

反社会的勢力との取引拒絶

このサービスは、第４条第２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４条第２項各号の一にでも該当する場合には、当行はこ
のサービスの提供をお断りするとともに、当該預金者へのサービス提供を
制限もしくは停止できるものとします。
第２条

注文の有効期間／変更／取消

１．預金者は当行の定める期間内で、各注文の有効期間を定めるものとします。
預金者が「取り消されるまで有効」と定める場合、かかる注文は、預金者
によって取り消されるまで、もっぱら当行の定める期間内に有効であるも
のとします。
２．預金者は、当行が注文を実行する前に、かかる注文の変更または取消を行
うことができます。ただし、注文が変更または取り消された場合、預金者
またはその他の関係者が被ったすべての手数料、費用、損害、損失は、預
金者が負担するものとします。
３．当行は、預金者またはその資産について次の各号の一つにでも該当する事
由が発生した場合は、当行は、預金者に通知することなく、預金者により
出されている注文を取消することができるものとします。当行は、本項に
よる注文の取消により、預金者にいかなる損失、損害または諸費用が発生
しても、一切責任を負いません。
① 仮差押、保全差押または差押の命令または通知が発送されたとき。
② 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社
整理開始、特別清算開始もしくはこれらと同様の法的手続の申立があ
ったとき。
③ 相続の開始があったとき。
④ 一般規約第 10 条第 3 項により預金口座取引の制限もしくは停止、
または預金口座が解約されたとき。
⑤ 上記各号のほか、当行の裁量により、注文の取消をすべきと判断した
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第３条

とき。

は諸費用が発生しても、一切責任を負いません。

注文の実行

以上、オーダーウォッチ・サービス規定は、2018 年 7 月 14 日より適
用します。

１．当行は、自らの裁量により、当行の定める適切な時期および／または当該
通貨の金額に関し、自己の判断にもとづいて注文を実行するものとします。
２．当行は、最大の努力を払って注文を実行しますが、市場環境が悪化したと
当行が判断し、当該注文を実行できなかった場合、預金者またはその他の
関係者にいかなる損害、費用、または損失が発生しても、一切責任を負い
ません。
３．預金者は、出されているすべての注文について全面的に責任を負います。
注文の結果生じるすべての損害、費用または損失は、もっぱら預金者の負
担とします。

当座預金口座取引規約
当行と当座預金口座取引（以下「当座取引」といいます。
）を行うについては、
預金者は、一般規約のほか、この当座預金口座取引規約（以下「当座規約」と
いいます。）にしたがうものとします。一般規約の規定と当座規約の規定が矛
盾する場合は、当座規約の規定が優先するものとします。
第１条

第４条

サービスの変更／取消

１．当行は、当行の判断により、適切と考える場合にはいつでも、本サービス
を変更または停止することができます。また、当行が当行の裁量により、
本サービス契約を解約すべきと判断した場合、本サービス契約は解約され
ます。
２．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、当行はこのサービス提供を停止し、または預金者に通知する
ことによりこのサービス契約を解約することができるものとします。なお、
当行が通知によりこのサービス契約を解約する場合、到達のいかんにかか
わらず、当行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と
きに解約されるものとします。
① 預金者が預金口座開設時にした表明・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行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為
Ｅ . その他 A から D に準ずる行為
第４条の２

免責

当行が第４条第２項によりこのサービス契約を解約し、それにより損失、
損害または諸費用が発生した場合には、預金者がそれらを負担します。ま
た、当行は、同条項による解約によって預金者にいかなる損失、損害また
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取引開始条件

預入通貨は日本円のみとし、また口座開設時の預入金額は１０万円以上と
します。
第１条の２

反社会的勢力との取引拒絶

この預金口座は、第１０条第１項各号のいずれにも該当しない場合に利用
することができ、第１０条第１項各号の一にでも該当する場合には、当行
はこの預金口座の開設をお断りするとともに、当該預金者との預金口座取
引を制限もしくは停止できるものとします。
第２条

預入および払戻等

１．預金者は、口座間の振替による預入を、当行のいずれの国内支店において
も行うことができるものとします。ただし当行は、現金、トラベラーズチ
ェック、小切手等による預入については、当該業務を取扱う国内支店にお
いてのみ取扱います。また、当行と預入業務について提携している金融機
関の自動機より行うキャッシュカードによる預入については、別途定める
「SMBC 信託銀行バンキングカード規定」にしたがうものとします。
２．払戻は、これを取扱う当行国内支店の窓口において行うか、キャッシュカ
ードを保有する個人の場合には当行と提携している自動機を使用してキャ
ッシュカードにより払戻すか、または電話もしくはプレスティア オンラ
イン、プレスティア モバイル、その他の方法により他口座の預金等へ振
替えるか、いずれかの方法によるものとし、なお以下の規定に従うものと
します。
（１）当行は、国内支店の窓口における払戻請求については、小切手または
払戻請求書に押捺もしくは記入された印影もしくは署名とあらかじめ
届出済の印鑑もしくは署名鑑とが一致した場合、または暗証番号読取
機に入力された暗証と届出済の暗証が一致した場合に限りこれに応じ
ます。
（２）当行は、自動機による払戻請求については、自動機操作の際に使用さ
れた暗証と届出済の暗証とが一致した場合に限りこれに応じます。な
お、キャッシュカードによる払戻については、当行が別途定める
「SMBC信託銀行バンキングカード規定」によるものとします。
（３）当行は、電話による払戻については、電話を通じて入力された暗証と
電話取引用暗証番号が一致した場合、または当行が別途定める方法に
よって本人確認を完了した場合に限りこれに応じます。
なおこの場合、
当行は、小切手の呈示を要しないとすることができるものとします。
（４）当行は、プレスティア オンラインまたはプレスティア モバイルによ
る払戻請求については、通信機を通して入力されたプレスティア オ
ンラインおよびプレスティア モバイル用ユーザー ID とパスワード
が、登録されたそれぞれと一致した場合に限りこれに応じます。なお
この場合、当行は、払戻請求書または小切手等の提出を要しないとす
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ることができるものとします。
３．この預金口座については約束手形は発行しません。
４．当行は、当行の国内支店または他の金融機関を通じてこの預金口座に振込
があった場合は、
当行でこの預金口座に入金処理が完了した後でなければ、
支払資金としません。
５．当行は、小切手が手形交換所を通じて支払呈示された場合、当日の午後３
時の預金残高を支払可能残高として取扱います。
第３条

預金利息

当行は、この預金には預金利息は付けません。
第４条

過振りの取扱

１．一般規約第６条にかかわらず、当行が当行の裁量により払戻可能額を超え
て払戻を行った場合には、預金者は、当行の請求があり次第直ちにその不
足金を支払うものとします。
２．前項の不足金に対する損害金の割合は年１４. ０％とし、当行所定の方法
により計算するものとします。
３．当行は、第１項により当行が払戻をした後にこの預金口座に受入れまたは
振込まれた資金は、同項の不足金に充当します。
４．第１項による不足金および第２項による損害金が支払われない場合には、
当行は、預金その他預金者が当行に対して有する債権をもって、その支払
期限にかかわらずいつでも相殺することができるものとします。
５．第１項による不足金がある場合、この預金口座に受入れまたは振込まれた
証券類については、当行は、その不足金の担保として譲り受けたものとし
ます。
第５条

振出日漏れの小切手の取扱

１．当行は、振出日の記載のない小切手が呈示されたときは、その都度連絡す
ることなく支払うことができるものとします。
２．前項の取扱いによって預金者にいかなる損失、損害または諸費用等が発生
しても、当行は一切責任を負いません。
第６条

線引小切手の取扱

線引小切手が呈示された場合、その裏面に当行に届出済の振出名義人の署
名または印影と一致する署名または印影があるときは、当行は、その持参
人に支払うことができるものとし、そのために小切手法第３８条第５項の
規定による損害が生じても一切その責任を負いません。当行は、第三者に
その損害を賠償した場合には、振出人に求償できるものとします。
第７条

支払停止の指示

１．預金者は、当行所定の書面をもって届出ることによって、当行に支払停止
の指示をすることができるものとします
２．支払停止後にこの預金口座の小切手が支払呈示されても、当行は、何らの
支払義務を負いません。
第8条

解約後の支払呈示

解約後にこの預金口座の小切手が支払呈示されても、当行は、何らの支払
義務を負いません。

センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加
盟会員はその情報を自己の取引上の判断のために利用できるものとします。
１．差押、仮差押、支払停止、破産等の信用欠如を理由に解約されたとき。
２．手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
３．手形交換所の不渡報告書に記載されたとき。
第１０条

第１１条
第９条

個人信用情報センターへの登録

預金者に次の各号に該当する事由が一つでも生じたときは、当行はその事
実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに５年間（ただし、下記第
３号の事由の場合のみ６カ月間）登録することができるものとし、かつ同
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解約等

１．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、当行はこの当座取引を停止し、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、当行が
通知によりこの預金口座を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当
行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
るものとします。
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行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為
Ｅ . その他 A から D に準ずる行為
２．前項以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本預金口座を解約すべき
と判断した場合、本預金口座は解約されます。
３．前２項により預金口座が解約され残高がある場合には、当行は、当該金額
の指図人払小切手を預金者に郵送することで預金者に対するすべての責任
を免れるものとします。また貸越元利金その他当行に対する債務が残る場
合には、それを他に譲渡できるものとします。
４．当行が本条により当座取引を解約し、それにより損失、損害または諸費用
が発生した場合には、預金者がそれらを負担します。また、当行は、本条
による解約によって預金者にいかなる損失、損害または諸費用が発生して
も、一切責任を負いません。
休眠預金等活用法に係る最終異動日等

１．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 当行ウェブサイト（休眠預金に係る異動事由）に掲げる異動が最後に
あった日
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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 当行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 カ月を経過した場合（1 カ月を経過す
る日または当行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
２．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
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 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が
予定されていることまたは予定されていたこと（ただし、当行が入出
金の予定を把握することができるものに限ります。
）：当該入出金が行
われた日または入出金が行われないことが確定した日
第１２条

休眠預金等代替金に関する取扱い

１．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。
２．前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金
債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾し
たときは、預金者は、当行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を受けることができます。
３．預金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休
眠預金等活用法第７条第２項による申出および支払の請求をすることにつ
いて、あらかじめ当行に委任します。
① この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者か
らの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務
にもとづくもの（利息の支払に係るものを除きます。
）が生じたこと
② この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債
権の支払の請求が生じたこと（当行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 この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強
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。
）
が行われたこと
④ この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
４．当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって
第３項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から
支払等業務の委託を受けていること
② この預金について、第３項第 2 号に掲げる事由が生じた場合には、
当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休
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眠預金等代替金の支払を請求すること
③ 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有し
ていた預金債権を取得する方法によって支払うこと
以上、当座預金口座取引規約は、2018 年 7 月 14 日より適用します。

外国向けクリーン・ビル取立規定
当行に外国向けクリーン・ビルの取立を依頼する者（以下「依頼人」といい
ます。
）は、
この「外国向けクリーン・ビル取立規定」にしたがうものとします。
第１条

取立手続

小切手等の送付・取立については、この規定の他、当行が定める規約等に
よるものとします。
第１条の２

反社会的勢力との取引拒絶

取立は、第２条第２項各号のいずれにも該当しない場合に依頼することが
でき、第２条第２項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの取立の
依頼をお断りするとともに、当該依頼者との取立委託取引を制限もしくは
停止できるものとします。
第２条

取立の拒絶等

１．当行は、当行の判断で取立の依頼を拒絶しまたは取消すことができるもの
とします。当行が取立てる小切手の名宛人は入金する預金口座の口座名義
と同一であることとします。当行は、裏書譲渡された小切手は取扱いませ
ん。
２．次の各号の一にでも該当し、依頼者との取引を継続することが不適切であ
る場合には、当行は取立の依頼を拒絶し、または依頼者に通知することに
より取立委託契約を解約することができるものとします。なお、当行が通
知によりこの取立委任契約を解約する場合、到達のいかんにかかわらず、
当行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
れるものとします。
① 依頼者が、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
② 依頼者が、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行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為
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Ｅ . その他 A から D に準ずる行為
３．前項以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本取立委任契約を解約す
べきと判断した場合、本取立委任契約は解約されます。
第３条

第 11 条

取立統一規則

本規定または当行の口座取引規約その他の規定に定めのない事項について
は、国際商業会議所制定の取立統一規則（１９７８年規則またはその後に
改定があれば改定規則）に従って取扱うものとします。

取立銀行の選定、小切手等の送付・取立方法

当行は、当行の判断で、取立のために利用する関係銀行（以下「取立銀行」
といいます。）を選定し、小切手等の送付および取立方法を決定すること
ができるものとします。
第４条

小切手等の真正・有効性の担保

当行は、小切手等およびその裏書等が真正または有効であるか否かについ
ては、一切調査または確認等の義務または責任はなく、小切手等およびそ
の裏書等に偽造・変造その他の瑕疵があることによって依頼人にいかなる
損失、損害または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。
第５条

取立済・不渡通知および拒絶証書の取扱

取立済通知および不渡通知は、当行が適当と認める方法によるものとしま
す。また特にあらかじめ書面による指定のない限り、当行は、支払拒絶証
書作成、償還請求の通知その他の法定手続を取りません。

以上、外国向けクリーン・ビル取立規定は、2018 年 7 月 14 日より適用し
ます。

預金小切手取扱規定
第１条

第2条

手数料・費用

取立代金の償還

当行が取立代金を依頼人に支払った後に、取立を依頼した小切手等の不渡
り、偽造・変造等の瑕疵、外国の法令・慣習その他何らかの事由により取
立ができずまたは取立銀行から当行に対し取立代金の支払取消がなされた
ときは、依頼人は、小切手等の返還を待たず直ちに当行所定の料率による
利息および費用を付して当行に支払うものとします。この場合に適用する
為替レートは、支払時の当行直物電信売レートとします。

第4条

小切手等の返還

取立地国の法令もしくは習慣またはその他の事情により小切手等を取戻す
ことができないときは、当行は、依頼人に対し小切手等の返還義務を負わ
ないものとし、これによっていかなる損失、損害または諸費用等が依頼人
に発生しても、一切責任を負いません。
第９条

免責事項

１．当行は、取立銀行の作為または不作為については、何らの義務も責任も負
わないものとします。
２．当行が第２条第２項により取立委任契約を解約し、それにより損失、損害
または諸費用が発生した場合には、依頼人がそれらを負担します。また、
当行は、同条項による解約によって依頼人にいかなる損失、損害または諸
費用が発生しても、一切責任を負いません。
第１０条

譲渡・質入れの禁止

本取立の委託に基づく依頼人の権利は、譲渡または質入れすることはでき
ません。

届出事項の変更

１．預金小切手を紛失した場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、
住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によ
って当行に届出てください。
2．前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知また
は送付する書類等が延着し , または到達しなかった場合には、通常到達す
べき時に到達したものとみなします。
第5条

手数料

預金小切手作成の受付にあたっては、店頭表示の手数料をいただきます。
第6条

第８条

支払の範囲

預金小切手の金額の一部支払いはしません。

当行および取立銀行の小切手等の取立・返還に関する手数料および費用は、
依頼人が負担するものとします。なお、依頼人からの依頼の有無にかかわ
らず、当行が取立の経過照会を行った場合には、その照会のため要した手
数料および費用も同様とします。
第７条

預金小切手金額の取扱い

預金小切手を受入れまたは支払う場合には、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。
第3条

第６条

預金小切手の取扱い

当行が、
申込人からの依頼に基づき、当行を支払人として振出す小切手（以
下、
「預金小切手」といいます。
）については、本規定のほか手形交換所規
則の関連条項に従って取扱うこととします。

預金小切手に対する支払い

１．支払いの呈示を受けた小切手を相当の注意をもって照合し、当行振出の預
金小切手に相違ないものと認めて取扱いした場合、当該小切手につき、偽
造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当
行は責任を負いません。
２．当行は、預金小切手について除権決定がなされた後に支払いをしたもので
はない限り、生じた損害について責任を負いません。
３．この規定に違反したために生じた損害についても、
前二項と同様とします。
第7条

災害等による免責

次の各号の事由により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、輸送途中の事故、裁判所等公的金融機関の措置等のやむをえ
ない事由があったとき
２．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等に障害が生じたとき
３．当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
第8条

預金規定等の適用

預金口座から振替えて預金小切手作成の依頼をする場合における預金の払
戻しについては、関係する預金規定および SMBC 信託銀行バンキングカ
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ード規定により取扱います。
第9条

法令・規則等の遵守

本規定に優先する法令又は法令に基づく命令、規制等がある場合は、本規
定に拘らずそれらが適用されるものとし、また本規定に定めのない事項に
ついては、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続き
に従うことにします。
第１０条

正文

本規定の日本語と英語の記載内容に関して相違が生じた場合には、日本語
の規定を優先します。
以上、預金小切手取扱規定は、2018 年 7 月 14 日より適用します。

郵送送金指示取扱規定
預金者は、郵送送金指示を行うについては、一般規約のほか、この「郵送送
金指示取扱規定」（以下「郵送送金規定」といいます。
）に従うものとします。
一般規約の規定と郵送送金規定の定めが矛盾する場合は、郵送送金規定が優先
するものとします。
１．預金者は、この規定に従って、郵便、民間業者による宅配サービスまたは
代理人により持参される書面による当行に対する指示（以下「郵送送金指
示」といいます。
）によって、預金者の口座から資金を送金（以下この規
定において「送金」といいます。）するよう要請することができるものと
します。預金者は、各郵送送金指示に当行にあらかじめ届出た署名を記載
し、または印鑑を押印するものとします。当行は、郵送送金指示に対して
電話確認を必要と判断した場合には、預金者が当行に届出ている連絡先に
連絡し、当行が別途定める方法により本人確認および郵送送金指示の確認
をしたうえで送金を行うものとします。電話確認を試みたにもかかわらず
電話確認が完了できなかった場合には、当行は郵送送金指示の実行は行わ
ず、郵送送金指示を返却いたします。預金者は、当行で使用されている標
準書式または当行の承認を得た書式に従って郵送送金指示を作成し、以下
の事項を明記するものとします。
（１）日付、（２）金額および支払通貨、（３）送金方法、
（４）引落口座番
号、
（５）受取銀行の名称および住所、
（６）受取人の名称および口座番号、
ならびに（７）依頼人名および依頼人住所、電話番号、関係手数料の負担
者区分など当行所定の事項。
預金者は、郵送送金指示を、遅くとも送金が実行される営業日の２営業日
前の午後３時までに当行に受領せしめるものとします。送金実行日が指定
されない場合は、当行は任意の営業日に送金を実行できるものとします。
郵送送金指示に送金実行日指定不備以外の何等かの不備があった場合は、
当行は送金を実行せず、
郵送送金指示を預金者あて返却するものとします。
当行は、送金を実行しなかった事実またはその理由等を預金者に通知しま
せん。郵送送金指示に従って資金を送金したときは、当行は、送金実行書
を預金者の住所に郵送します。
１の２．反社会的勢力との取引拒絶
この取引は、第６条各号のいずれにも該当しない場合に行うことができ、
第６条各号の一にでも該当する場合には、当行はこの取引の依頼をお断り
するとともに、当該預金者との取引を制限もしくは停止できるものとしま
す。
２．預金者は、当行が、各送金について、送金が行われた口座から送金に要し
た合理的費用および当行所定の手数料等を引落し、受領することをここに
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認めます。
３．送金を外貨で行う場合は、当行は、預金者から受領した資金を当該資金の
受領日における当行対顧客電信売レートで当該外貨に交換できるものとし
ます。かかる交換をした旨の当行の計算書は確定的なものとします。ただし、
当行が送金通貨の確定売レートを利用することができない場合には、当行
は仮レートを適用し、支払が実行された国からの最終確認を待つものとし
ます。このような場合には、当行は、その事案に応じて預金者から追加支
払を求めまたは預金者に払戻をするなど必要な調整を行うことができるも
のとします。送金を送金国の通貨以外の通貨で行う場合は、当行は、受取
人が支払銀行または取引銀行との取決により他の通貨で支払を受けない限
り、支払が行われたときのニューヨーク（米ドル建の場合）またはロンド
ン（英ポンドまたはユーロ建の場合）のその支払銀行または取引銀行の買
レートにより、当該国の通貨で行います。当行は、やむをえない事由から
発生した送金の誤り、遅延、不送金またはその他の事態について、一切責
任を負いません。電信送金は明確な言語、略号または暗号で行われるもの
とします。預金者が送金取消を要請した場合、当行は、当行所定の方法に
より送金の取消が有効であることを確認した後に送金取消を行い、資金が
すでに外貨に交換された場合は、返戻日の銀行の買レートをもとに、当行
および取引銀行の経費を差し引いて返戻することができるものとします。
４．預金者は、もっぱらその責任で郵送送金指示の秘密を保持し、適切に当行
に到着するよう手配するものとします。当行は、以下の事由によっていか
なる損害、損失または諸費用等が預金者または第三者に発生しても、一切
責任を負いません。（１）郵送送金指示の偽造もしくは変造、権限のない、
もしくは権限を踰越した者による郵送送金指示、または郵送送金指示の欺
罔行為もしくはその他の不正な行為による使用、
（２）不備、不完全もし
くは不正確な情報を含む郵送送金指示による当行の行為、（３）郵送送金
指示の誤配、遅配その他配達に関する事柄、
（４）やむをえない事由によ
り生じた、当行の郵送送金指示実行の懈怠もしくは遅延、
（５）当行が法
令に違反すると判断して郵送送金指示を実行しなかったこと、
または、
（６）
当行が第６条により送金サービス契約を解約し、それにより損失、損害ま
たは諸費用が発生したこと。当行は、上記（１）ないし（６）のいずれか
に該当する郵送送金指示に記載された条項または条件を、無効とみなすこ
とができるものとします。
５．当行は、この規定に基づき行う当行の業務が当行内部の監査および融資規
則等に抵触すると判断する場合、預金者に対する書面による通知もしくは
相当な表示手段による告知をもって、郵送送金指示による送金サービスを
終了することができるものとします。
６．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、当行は送金サービスの要請を拒絶し、または預金者に通知す
ることにより送金サービス契約を解約することができるものとします。な
お、当行が通知によりこの送金サービス契約を解約する場合、到達のいか
んにかかわらず、当行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るものとします。
① 預金者が、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
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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
② 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行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為
Ｅ . その他 A から D に準ずる行為
７．前項以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本送金サービス契約を解
約すべきと判断した場合、本送金サービス契約は解約されます。
以上、郵送送金指示取扱規定は、2018 年 7 月 14 日より適用します。

プレスティア オンライン取引規約
「プレスティア オンライン」とは、コンピュータ端末（以下「端末」といい
ます。）を通じた預金者（以下この「プレスティア オンライン取引規約」にお
いて「利用者」といいます。
）からの依頼に基づき、当行が端末を通じて提供
するインターネットバンキングのサービスをいい、その取扱については、一般
規約のほか、この「プレスティア オンライン取引規約」
（以下「オンライン取
引規約」といいます。）にしたがうものとします。一般規約の規定とオンライ
ン取引規約の規定が矛盾する場合は、オンライン取引規約の規定が優先するも
のとします。
第１条

サービス

１．オンライン取引規約上、プレスティア オンラインを通じて提供される各
種取引、情報提供サービス等を「本サービス」といい、その内容は当行が
任意に決定または変更するところによるものとします。
２．利用者は、当行の定める種類の口座を有する者とします。利用者は、オ
ンライン取引規約の内容をコンピューター画面に表示し、その内容を十
分に理解し、プレスティア オンラインのリスクの内容について理解し承
諾したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものと
します。
３．サービス利用口座の名義および住所は申込代表口座の名義および住所と
各々同一の口座に限るものとします。
第１条の２

利用限度額

当行は、取扱金額が当行の定める利用限度額または届出の金額を超える場
合は取扱いません。
第４条

パスワード等

１．本サービスの初回利用にあたり、利用者が端末を通じて入力した、電話取
引用暗証番号（以下「T-PIN」といいます。）が一致し、当行の定めた事
項を入力し、その後本サービスの利用に必要なプレスティア オンライン
用のユーザー ID とパスワードを指定することにより、当行にユーザー ID
とパスワードが登録された後に、利用者は本サービスを利用することがで
きるものとします。また本サービスの一部のサービスには、さらにワンタ
イムパスワードの入力が必要となる場合があります。利用者は、２回目以
降の本サービスの利用にあたっては、初回利用時に登録した、ユーザー
ID とパスワードを入力するものとします。
２．当行は、利用者が入力するユーザー ID、パスワード（当行がワンタイム
パスワードの入力を求める取引については、
ワンタイムパスワードを含む）
が登録されたユーザー ID、パスワード（当行がワンタイムパスワードの
入力を求める取引については、ワンタイムパスワードを含む）にそれぞれ
一致した場合、正当な利用者により本サービスが利用されたものとみなし
ます。利用者は、ユーザー ID、パスワードとワンタイムパスワードを第
三者に開示せず、
利用者自身の責任において厳重に管理するものとします。
一部の本サービス利用にあたっては、別途届出が必要になります。
３．当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで正当な利用者とみなして取扱
を行った場合は、ユーザー ID、パスワードまたはワンタイムパスワード
の偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故によっていかなる損失、
損害または諸費用等が利用者に発生しても、オンライン取引規約第９条に
定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。利用者は、ユーザー
ID、パスワードまたはワンタイムパスワードにつき、偽造、変造、盗用
または不正使用された疑いがあるときは、直ちに当行に連絡するものとし
ます。当行は直ちに本サービスの利用の停止措置を講じます。
４．利用者が当行あてに届出たパスワードまたはワンタイムパスワードと異な
るパスワードまたはワンタイムパスワードを当行所定の回数以上連続して
入力した場合、および当行所定の取引に必要な認証について各情報等と異
なる情報等を当行所定の回数以上連続して入力した場合は、当行は利用者
に対する本サービスの利用を停止します。
５．利用者は、ユーザー ID およびパスワードを変更する場合は、端末より所
定の方法で当行あて変更届を届出るものとします。
６．当行は、裁量により利用者に通知することなく、ユーザー ID およびパス
ワード又はワンタイムパスワードの使用を停止することができるものとし
ます。

反社会的勢力との取引拒絶

本サービスは、第１０条第２項各号のいずれにも該当しない場合に利用す
ることができ、第１０条第２項各号の一にでも該当する場合には、当行は
本サービスの提供をお断りするとともに、当該利用者へのサービス提供を
制限もしくは停止できるものとします。
第２条

第３条

取扱時間

１．本サービスの取扱時間は、週７日、１日２４時間としますが、本サービス
のうち各取引の取扱時間は、取引の種類ごとに当行が別途決定または変更
する通りとします。また当行が受付けた投資信託の購入と売却の申込の取
扱は、第６条の通りとします。
２．前項の規定にかかわらず、システム等の障害、補修等の場合、当行は、予
告なく本サービスを停止または中止することができるものとします。
39

第５条

振替・振込・海外送金の依頼

１．本条における用語の意味等は、以下のとおりとします。
（１）
「振替」
とは、
出金指定口座と入金指定口座が当行の国内支店内にあり、
かつ、同一名義である場合の資金の移動のことをいいます。
（２）「振込」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、出金指
定口座より利用者の指定する金額を引き落としのうえ、当行以外の国
内金融機関の本支店にある利用者の指定する入金指定口座、または当
行国内支店内における入金指定口座と出金指定口座とが異なる名義で
ある場合の入金指定口座への、国内円での資金の移動のことをいいま
す。
振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料
（消費税を含みます。）
をいただきます。
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（３）「海外送金」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、出
金指定口座より利用者の指定する金額を引き落としのうえ、国外の金
融機関にある利用者の指定する当行所定の送金先登録に登録済の入金
指定口座、または当行国内支店内で入金指定口座と出金指定口座とが
異なる場合の登録済の入金指定口座への、外貨建てでの資金の移動の
ことをいいます。
海外送金の受付にあたっては、当行所定の手数料（消費税を含みます。）
をいただきます。
（４）振替・振込・海外送金の上限金額
１日内に依頼（以下、
「依頼」といいます。）できる振替・振込・海外
送金金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は、
利用者に事前に通知することなく１日あたりの振替・振込・海外送金
上限金額を変更することができるものとします。１回あたりの振替・
振込・海外送金金額は、当行が定めた上限金額の範囲内とし、かつ、
１日に依頼できる振替・振込・海外送金の回数も当行が定める上限回
数の範囲内とします。当行の手続により、一部取扱いできない場合が
あります。
２．振込・海外送金の依頼の方法
（１）利用者は、振込および海外送金については、当行所定の時間内に限り
依頼することができるものとします。但し、振込および海外送金の依
頼が当行所定の時限以降に確定したときは、振込および海外送金の手
続は依頼のあった日の翌営業日以降に行うものとします。
（２）利用者は当行所定の振込・送金先登録に登録済の入金指定口座への振
込および海外送金の依頼を行う際には、入金指定口座の金融機関名、
支店名、口座番号、受取人名、振込金額等の所定の事項を確認の上、
入力指示（以下「指図」といいます。
）を行うものとします。海外送
金の入金指定口座については、前述に加えて受取人住所（都市名、州
名、国名等）を確認の上、指図を行うものとします。
（３）利用者は未登録の入金指定口座への振込を行う際には、ワンタイムパ
スワードを入力し承認された後、入金指定口座の金融機関名、支店名、
口座番号、受取人名、振込金額等の所定の事項を確認の上、追加のワ
ンタイムパスワードであるトランザクション認証用コードを入力し認
証することにより、入力指示（以下「指図」といいます。
）を行うも
のとします。
３．振替・振込・海外送金依頼の確定
当行は、利用者が振替・振込・海外送金依頼を終了し、振替・振込・海外
送金指示ボタンを押した時点で、利用者の指図による振替・振込・海外送
金依頼が確定したものとみなします。振替・振込・海外送金指示による取
引依頼の確定が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合
は、当行は、原則、依頼日当日に当行所定の方法により手続を行います。
取引依頼が確定したときには、当行はその旨を利用者に通知するものとし、
この通知が回線障害等の理由で届かない場合には、利用者は当行に照会す
るものとします。
利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、当該依頼内容が有効で拘
束力のあるものと取り扱われ、これに一切異議を申立てないことに同意し
ます。当行は、利用者の依頼の内容に間違いや不十分な点があったために
振替・振込・海外送金が不能となりまたは遅延しても、一切責任を負いま
せん。また、振替・振込・海外送金依頼確定後は、利用者は端末操作によ
る取消・変更は行うことができないものとします（この場合は、本条第６
項により手続してください。）
。
４．振替・振込・海外送金依頼内容の確認
利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、取引記録を出力して振替・
振込・海外送金依頼内容を確認するとともに、取引明細書により取引内容
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を確認するものとします。万一取引明細書記載の内容に依頼内容との相違
がある場合、利用者は、直ちにその旨を当行あて連絡するものとします。
また、当該連絡がなかったことによって利用者に生じた損害については、
当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
この場合、当行は、当行のコンピュータに記録された内容を正当な取引内
容として取扱うことができるものとします。利用者の依頼内容はすべて記
録され、当行に相当期間保存されます。なお、取引記録および取引明細書
はいずれも、当行の受領を証するものではないことにご留意ください。
５．振込・海外送金の不到達
振込依頼または海外送金依頼のあった資金が、指示内容の入金指定口座内
容との不一致その他の理由により入金指定口座へ入金できなかった場合
は、当行は利用者に通知することなく、その資金を利用者の出金口座へ返
却します。これによって利用者にいかなる損失、損害または諸費用が発生
しても、当行は一切責任を負いません。当行は理由の如何を問わず、振込
手数料ならびに海外送金にかかわる当行および関係銀行の手数料を返却し
ません。なお、振込・海外送金依頼に伴い実行された通貨交換取引がある
場合は、利用者はこれを解約することはできないものとします。
なお、入金指定先の金融機関等から照会があった場合には、当行は依頼内
容について利用者に照会することがあります。この場合は利用者は速やか
に回答するものとします。
６．振替・振込・海外送金依頼の取消
（１）本条第３項によりいったん確定した振替依頼の取消が必要な場合は、
利用者は、同一金額で、出金指定口座・入金指定口座を逆にした新た
な振替依頼を行うことにより、振替がなかった状態に復元するものと
します。
（２）本条第３項によりいったん確定した振込・海外送金依頼について振込・
海外送金依頼の取消が必要な場合は、利用者は、組戻手続を当行に依
頼するものとします。ただし、入金指定先口座の名義人の同意がない
場合、組戻はできません。利用者は、組戻を行う場合は、当行所定の
組戻手数料ならびに海外送金の場合は海外送金にかかわる当行および
関係銀行の手数料を当行に支払うものとします。なお、利用者は、振
込・海外送金依頼に伴い実行された通貨交換取引がある場合は、これ
を解約することはできないものとします。
また、入金先金融機関がすでに振込・海外送金通知を受信している場
合には、変更または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するものとします。
７．振替・振込・海外送金金額・手数料の引落
出金指定口座より資金の引き落としを伴う取引については、取引依頼が確
定した後、当行は、利用者から支払依頼を受けた振込資金、当行所定の振
込手数料（消費税を含みます。）
、振替資金、海外送金の送金資金、当行所
定の海外送金手数料および諸費用または各種手数料（消費税を含みます。）
を、出金指定口座にかかる各種規定にかかわらず、払戻請求書、カードま
たは当座小切手の提出なしに出金指定口座より引落すことができるものと
します。
８．振替・振込・海外送金依頼の取消の擬制
以下の場合、利用者からの振替・振込・海外送金依頼を取り消されたもの
として扱います。この場合、当行は利用者に対して取引依頼が不成立とな
った旨を通知しませんので、利用者自身で取引の成否を確認するものとし
ます。なお、こ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。
① 資金の引落時において、引落金額（手数料、諸費用がある場合はそれ
らを含みます。
）が出金指定口座から払戻すことができる金額を超え
るとき（公共料金等の自動引落、貸越等の理由を含みます。
）。
なお、資金の引落日において、出金指定口座からの引落が複数あり、
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②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

第６条

その引落の総額が出金指定口座から払戻すことができる金額を超える
場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
出金指定口座が解約済のとき。
利用者より出金指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき
当行が所定の手続をとったとき。
振込において、受取人口座への入金ができない場合。
入金指定口座への入金ができない場合。
差押、口座凍結等正当な理由により、当行が支払いを不適当と認めた
とき。
災害・事変、裁判所等公的機関の措置のやむを得ない事由があったと
当行が判断したとき。
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等に障
害が生じたとき。
当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由により取引不可能になった
とき。
投資信託の購入と売却の申込みの受付および取消し

１．投資信託の購入と売却の申込みについては、通信端末等により利用者が入
力した注文内容を当行が受信した時点をもって受付けたものとします。営
業日の午後３時までに受付けた購入と売却の申込みについては当日、それ
以降に受付けたものについては翌営業日の受注とします。利用者は、投資
信託の購入資金をプレスティア マルチマネー口座普通預金、円普通預金
または当行が認めるその他の預金からの振替により払い込むものとし、当
行は、投資信託の売却資金を円普通預金・プレスティア マルチマネー口
座普通預金に入金するものとします。
２．当行は、利用者が本サービスにおいて利用可能な取扱銘柄および取扱数量
を別途定めるものとします。なお、受注日において売却申込数量がお客様
の当行残高数量を超える場合、当行は売却申込を受付けません。
３．利用者は、当行が別途認めた場合を除き、当行が本サービスにより受付け
た売買注文を取消すことはできないものとします。
４．当行は、利用者のリスク許容度に基づいた投資信託の提案を行うため、利
用者に「プロファイリング」の実施を求めます。当行は、利用者が次のい
ずれかに該当する場合、本サービスにて投資信託購入申込を受付けません。
• 未成年者
• 補助・補佐・後見が開始されたお客様
この場合、当行の各支店において、通常のプロファイリングに加えて、対
面にて追加の投資適合性の確認を行った上で受注の可否を判断します。当
該利用者は、支店における追加の投資適合性確認の結果によっては、投資
信託の購入申込みができない場合があることを了承するものとします。
５．当行は、投資信託総合口座開設時または住所・氏名・個人番号変更時に告
知に関する本人確認書類等を利用者が当行あてに提出しない場合、投資信
託の取引を拒否できるものとします。
６．本サービスで申込可能な取引数量・回数は、当行が別途定める数量・回数
を上限とします。
７．利用者によるプロファイリングの回答の変更は、当行が別途定める回数を
上限とします。
８．当行は、投資信託口座保有の利用者の住所変更については、告知に関する
本人確認書類の必要上、本サービスでは受付けません。
第７条

口座情報照会・届出

１．「口座情報照会サービス」とは、利用者が操作する端末による依頼にもと
づき、利用者の指定するサービス利用口座について、残高照会、振込入金
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明細照会、入出金明細照会、取引明細照会等の口座情報を提供するサービ
スをいうものとします。なお、ローン借入明細、投資信託等、本サービス
をご利用いただけない口座があります。
２．
「届出依頼」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、利用者
が当行に届出を行っている事項のうち、当行所定の事項について、利用者
の指定する内容への変更を行うサービスをいうものとします。
３．
「取引明細書閲覧サービス」とは、利用者が当行における預金等の取引の
内容の一覧を、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、端末上に表
示するサービスをいうものとします。毎月月末を基準日として作成し、そ
の翌月の当行所定日以降に閲覧可能となります。
「取引明細書閲覧サービ
ス」の表示対象となる取引（以下「対象取引」といいます。）は、当行所
定の取引に限るものとします。なお、対象取引および表示内容は、諸般の
事情により変化することがあります。
４．利用者が端末を通じてユーザー ID とパスワードとして入力したものが登
録されたユーザー ID とパスワードに一致した場合、当行は、正当な利用
者からの依頼とみなし、口座情報照会サービス依頼および届出依頼ボタン
が押された時点で依頼を確定することができるものとします。利用者から
の照会を受けて当行から回答した内容について、当行がその責めによらな
い事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害につい
ては、当行は責任を負いません。
第８条

免責等

１．当行は、利用者の依頼について、当行が正常に受信した場合にのみ責任を
負うものとします。以下の場合、いかなる損失、損害または諸費用等が発
生しても、当行は一切責任を負いません。
① 当行および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、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害なら
びに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱が遅延したり不能
となったとき。
② 当行および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、当行が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じ
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経路において盗聴・
不正アクセス等が行われたことにより利用者のユーザー ID、パスワード、
ワンタイムパスワードまたは取引情報等が漏洩した場合、そのためにいか
なる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、プレスティア オ
ンライン取引規約第 9 条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いま
せん。但し、上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生し
た場合の当行の責任については、プレスティア オンライン取引規約第 9
条による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
３．当行または当行の関連会社（以下「当行等」といいます。
）は、アクセス
サービスプロバイダーやソフトにより、本サービスが遅延したり不能とな
った場合、または当行等が送信した情報等に誤謬・遅延・欠落等が生じた
場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生して
も、当行は一切責任を負いません。
４．当行等は、当行等が本サービスにおいて提供する情報が正確であること、
完全であること、または十分であることについて保証するものではありま
せん。情報に不正確な点、完全ではない点、または不十分な点等があった
ことによりいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当
行等は、一切責任を負いません。
５．当行等は、コンピュータウイルスおよびその関連の障害等により利用者に
いかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、一切責任を負いません。
６．本サービスの利用に関連していかなる損失、損害または諸費用等が利用者
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に発生しても、当行等は一切責任を負いません。
７．当行が第１０条第２項によりサービス契約を解約し、それにより損失、損
害または諸費用が発生した場合には、利用者がそれらを負担します。また、
当行は、本条項による解約によって利用者にいかなる損失、損害または諸
費用が発生しても、一切責任を負いません。
第９条

パスワード等の盗用による払戻

１．ユーザー ID、パスワード、ワンタイムパスワードまたは電話取引用暗証
番号（T-PIN）等（以下「パスワード等」といいます。）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払戻（振込・海外送金に係る払
戻しを含む）
（以下「不正な払戻等」といいます。
）については、利用者の
責によらず生じ、かつ次の各号の全てに該当する場合、利用者は当行に対
して本条第２項に定める補てん対象額を請求することができます。
（１）利用者が、パスワード等の盗用または不正な払戻等に気づいた後、速
やかに当行へ通知していること。
（２）当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること。
（３）警察等の捜査機関への被害事実等の事情説明を行い、盗用等にあった
ことが推測される事実を確認できるものを示すなどにより、被害状況
や警察等の捜査機関との連絡状況等について当行の調査に協力してい
ること。
２．前項に基づく補てん請求が行われた場合、不正な払戻等が利用者の故意に
よる場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を
十分に行っている等、利用者が無過失である場合、当行は、当行に対する
通知が行われた日の３０日（但し、当該パスワード等の盗用が発生した日、
又はその日が明らかでない場合は当該パスワード等を用いて、不正な払戻
等が最初に行われた日から３０日を経過するまでに当該パスワード等の盗
用を知ることができず、そのために当行に通知することができなかった等、
その３０日の間に当行に通知することができないことにやむを得ない事情
があったことを利用者が証明した場合は、30 日に当該事情が継続してい
た期間を加えた日数とします。不正な払戻等が最初に行われた日は、当行
の調査等により、判断されます。）前の日以降に行われた不正な払戻等に
かかる損害（手数料や利息を含みます。）相当額（以下「補てん対象額」
といいます。
）を補てんします。（なお、利用者が無過失と認められない場
合にも、当行の判断により一部を補てんすることがあります）。
３．前２項の規定は、第１項（１）記載の通知が、盗用が発生した日（この日
が明らかでない場合は、パスワード等の盗用により行われた不正な払戻等
が最初に行われた日）から、２年経過後に行われた場合は、適用されませ
ん。
４．前３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行が証明し
た場合は、当行は補てん責任を一切負いません。
（１）不正な払戻等が行われたことについて当行が善意無過失であり、かつ
次のいずれかに該当する場合
① 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、又
は家事使用人（家事全般を行っている家政婦等）によって行われた場
合
② 利用者が、被害状況に関する当行に対する説明において、重要な事項
に係る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
てパスワード等の盗用が行われた場合
５．当行が不正な払戻等に使用された預金（以下「対象預金」
）について利用
者に払戻を行っている場合には、この払戻を行った額の限度において、本
条第１項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、利用
者が、不正な払戻等を受けた者その他の第三者から損害賠償または不当利
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得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
６．当行が本条第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを
行った金額の限度において、対象預金にかかる払戻請求権は消滅します。
７．当行が本条第２項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補て
んを行った金額の限度において、パスワード等の盗用により不正な払戻等
を受けた者その他の第三者に対して利用者が有する損害賠償請求権または
不当利得返還請求権を取得するものとします。
第１０条

本サービスの利用停止

１．当行は、都合によりいつでも本サービスの利用を中止または停止すること
ができるものとします。
２．次の各号の一にでも該当し、利用者へのサービス提供を継続することが不
適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または利用者に通知す
ることにより本サービス契約を解約することができるものとします。なお、
当行が通知によりこのサービス契約を解約する場合、到達のいかんにかか
わらず、当行が解約の通知を届出のあった連絡先にあてて発信した時に解
約されるものとします。
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 利用者が、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 利用者が、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行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為
Ｅ . その他 A から D に準ずる行為
３．前項以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本サービス契約を解約す
べきと判断した場合、本サービス契約は解約されます。
４．利用者は、当行あて事前通知を行うことにより、本サービスの利用を停止
することができるものとします。なお、申込代表口座となる円普通預金口
座が解約されたときは、本サービスの利用を全て解約されたものとみなし
ます。
５．利用者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当行は、利用者
に事前に通知することなく、本サービスの提供をただちに中止または停止
することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当行
はサービスの利用停止を解除します。
なお、次の 1 号から 5 号の解約、利用停止時点で当行が既に取引の依頼
を受け付けている場合、当行は本規定および関係法令に従い、当該取引に
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ついては、手続を行うものとします。
① 本規定に違反した場合、本サービスを正常な取引以外に利用しようと
すると認められる場合等、当行がサービスの中止または停止を必要と
する相当の事由が生じたとき
② 当行に支払うべき本サービスの基本手数料の支払債務、その他利用者
が当行に対して負担する債務の全部または一部の履行を遅滞したとき
③ 支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立、または、今
後制定される倒産手続開始の申立があったとき
④ 相続の開始があったとき
⑤ 住所変更の届出を怠る等により、当行において利用者の所在が不明と
なったとき
⑥ 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのお
それがあると認められるとき
第１１条

本規約の変更

１．当行は、本サービスのサービス取扱時間、手数料その他本サービスの内容
または本規定について、利用者に事前に通知することなく、当行の定める
日をもって任意にその内容を変更することができるものとします。利用者
が変更に異議を唱える場合は、当行は、利用者に事前に通知することなく
本規約に基づく本サービスの提供を中止または停止することができるもの
とします。
２．本規約の契約準拠法は日本法とします。本規約にもとづく諸取引に関して
訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とするこ
とに合意します。
以上、プレスティア オンライン取引規約は、2018 年 7 月 14 日より適用し
ます。
ワンタイムパスワード（OTP）サービス利用にかかる追加規定
当行の「ワンタイムパスワード（OTP）サービス」を利用するにあたり、利
用者は「プレスティア オンライン取引規約」
、
「プレスティア モバイル取引規
約」のほか、本「ワンタイムパスワード（OTP）サービス利用にかかる追加
規定」にしたがうものとします。「プレスティア オンライン取引規約」、
「プレ
スティア モバイル取引規約」と本「ワンタイムパスワード（OTP）サービス
利用にかかる追加規定」が矛盾する場合は、本「ワンタイムパスワード（OTP）
サービス利用にかかる追加規定」が優先するものとします。なお、特段の定め
のない限り、
「プレスティア オンライン取引規約」および「プレスティア モ
バイル取引規約」における定義は本「ワンタイムパスワード（OTP）サービ
ス利用にかかる追加規定」においても適用されるものとします。
第１条

ワンタイムパスワード

１．ワンタイムパスワードとは、当行が利用者に貸与するワンタイムパスワー
ド専用表示端末（以下、「トークン」といいます。
）により生成され、表示
された可変的なパスワードをいいます。
２．ワンタイムパスワードは、当行所定のプレスティア オンライン取引およ
びプレスティア モバイル取引において、利用者の本人確認のために使用
されます。ワンタイムパスワードが必要となる当行所定のプレスティア
オンライン取引およびプレスティア モバイル取引については、別途当行
ホームページに記載します。
第２条

利用申込み

１．利用者がワンタイムパスワード（OTP）サービスの利用を希望する場合は、
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本サービスの申込み後当行よりトークンを発行し、利用者が当行に届出た
住所（以下、
「届出住所」といいます。）宛に郵便で送付する他、当行所定
の方法により交付するものとします。また、トークンは日本国内在住の利
用者に限りこれを利用できるものとします。
２．当行が前項による申込みを承諾した場合、当行は利用者が当行に届出た住
所（以下、
「届出住所」といいます。）宛にトークンを送付するか当行所定
の方法により利用者に配布します。ただし、トークンの送付先または配布
先は当行が特別に認めた場合を除き日本国内に限ります。
利用者の届出住所が不正確である為、あるいは、利用者が届出住所の変更
の届出を怠った為に、当該郵便が当行に返戻された場合、また、当該郵便
が郵便局の留置期間経過等の理由で当行に返戻された場合は、利用者は再
発行を依頼するものとします。
３．前項の承諾により、当行は、利用者のトークン登録を受付けたものとして
利用者ごとに専用のトークンを登録し、これにより利用者は当行所定のプ
レスティア オンライン取引およびプレスティア モバイル取引において、
前項により受領したトークンによるワンタイムパスワードの利用が可能と
なるものとします。
４．同一名義人あたり登録できるトークンの個数は一つとします。
第３条

手数料

＜削除＞

第４条

トークンの利用

１．トークンは、電池切れ等によりワンタイムパスワードが表示されなくなる
と使用できません。利用者は、トークンのボタン押下時に電池残量が一定
量以下となった旨が表示された場合、当行所定の方法によりトークンの再
発行の依頼を行うものとします。
２．トークンの電池が切れた場合または故障した場合は、後記第 6 条の「解
約および利用停止等」がない限り、新しいトークンに交換します。この場
合または第２条第２項の事由により当該郵便が返戻された場合、利用者の
申込みにより、当行がトークンを再発行のうえ、利用者の届出住所宛に郵
便で送付します。
３．＜削除＞
４．故障や口座解約等で利用できなくなったトークンは、
利用者の責任のもと、
廃棄するものとします。
第５条

トークンの紛失・盗難

１．利用者は、トークンを紛失したとき、トークンが偽造、変造、盗難、紛失
等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用された
ことを認知したときは、直ちに当行所定の方法によって当行に届出るもの
とします。なお、当該届出先は、当行ホームページに記載するものとします。
２．当行は、利用者から前項の届出を受けた後、すみやかに届出のあったトー
クンに係るワンタイムパスワードを利用者の本人確認に利用することを停
止します。なお、当行が届出を受領する以前に生じた損害について、当行
は責任を負いません。
第６条

解約および利用停止等

１．利用者がワンタイムパスワード（OTP）サービスを利用停止または解約
する場合、当行所定の方法によるものとします。
２．前記第 2 条第 3 項において登録された利用者のトークンにより生成され
たワンタイムパスワードと異なるパスワードが当行所定の回数以上連続し
て伝達された場合は、当行は利用者に対するプレスティア オンラインお
よびプレスティア モバイルの利用を停止します。利用者がプレスティア
オンラインおよびプレスティア モバイルの利用の再開を依頼する場合に
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は、当行所定の方法により当行宛に届出るものとします。
３．当行は、前項のほか、当行の都合でワンタイムパスワード（OTP）サー
ビスを利用中止または変更する場合があります。
第７条

免責事項

レスティア モバイル取引規約」（以下「モバイル取引規約」といいます。）に
したがうものとします。一般規約の規定とモバイル取引規約の規定が矛盾する
場合は、モバイル取引規約の規定が優先するものとします。
第１条

サービス

１．トークンの所有権は、当行に帰属するものとし、当行は利用者にトークン
を貸与するものとします。利用者は、トークンおよびワンタイムパスワー
ドを利用者自身の責任において厳重に管理するものとし、他人に譲渡、質
入れ、開示、その他第三者の権利の設定をすることはできず、また、他人
に貸与、占有または使用させることはできません。トークンおよびワンタ
イムパスワードの管理において利用者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行は一切の責任を負いません。
２．当行所定の方法によりトークンの発行、更新発行、再発行、利用登録を当
行が受付けたうえは、そのトークンが表示したワンタイムパスワードを使
用した取引の申込みについて、トークンおよびワンタイムパスワードに不
正使用、その他の事故があっても、当行は当該申込みを有効なものとして
取扱い、またそれにより生じた損害について一切の責任を負いません。
３．本規定に基づき当行がトークンを届出住所宛に郵送する際、郵送上の事故
等当行の責めによらない事由により、第三者（当行行員を除く）が、トー
クンにより生成され、表示されたワンタイムパスワードを知り得たとして
も、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。ま
た、当行がトークンを届出住所宛に発送した後、住所不明等当行の責めに
よらない事由により当行にトークンが返戻された場合は、それにより生じ
た損害について当行は一切の責任を負いません。
４．トークンの故障、電池切れ等の事由でワンタイムパスワードが表示できな
かったこと、または前記第 6 条第 2 項・第 3 項により、お取引の取扱い
が遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一
切の責任を負いません。
５．トークンの持ち込み・利用等を制限している国や地域には持ち込めません。
利用者が当該制限のある国や地域にトークンを持ち込んだ場合あるいは持
ち込もうとした場合に、それにより生じた損害について当行は一切の責任
を負いません。

１．プレスティア モバイルを通じて提供される各種の取引、情報提供サービ
ス等を、この規約上本サービスといい、その内容は当行が任意に決定また
は変更するところによるものとします。
２．利用者は、当行の定める種類の口座を有する者とします。利用者は、この
規約の内容を十分に理解し、プレスティア モバイルのリスクの内容につ
いて理解し承諾したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用
するものとします。利用者は、本サービスを利用できないスマートフォン
端末があることを了解します。
３．サービス利用口座の名義および住所は申込代表口座の名義および住所と
各々同一の口座に限るものとします。

第８条

１．本サービスの初回利用にあたり、利用者が端末を通じて入力した、電話取
引用暗証番号（以下「T-PIN」といいます。）が一致し、当行の定めた事
項を入力し、その後本サービスの利用に必要なプレスティア オンライン
／プレスティア モバイル用のユーザー ID とパスワードを指定することに
より、当行にユーザー ID とパスワードが登録された後に、利用者は本サ
ービスを利用することができるものとします。また本サービスの一部のサ
ービスには、さらにワンタイムパスワードの入力が必要となる場合があり
ます。利用者は、２回目以降の本サービスの利用にあたっては、初回利用
時に登録した、ユーザー ID とパスワードを入力するものとします。
２．当行は、利用者が入力するユーザー ID、パスワード（当行がワンタイム
パスワードの入力を求める取引については、
ワンタイムパスワードを含む）
が登録されたユーザー ID、パスワード（当行がワンタイムパスワードの
入力を求める取引については、ワンタイムパスワードを含む）にそれぞれ
一致した場合、正当な利用者により本サービスが利用されたものとみなし
ます。利用者は、ユーザー ID、パスワードとワンタイムパスワードを第
三者に開示せず、
利用者自身の責任において厳重に管理するものとします。
一部の本サービス利用にあたっては、別途届出が必要になります。
３．当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで正当な利用者とみなして取扱
を行った場合は、ユーザー ID、パスワードまたはワンタイムパスワード
の偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故によっていかなる損失、

第１条の２

第２条

本規定に定めのない事項については、
「プレスティア オンライン取引規約」
および「プレスティア モバイル取引規約」を準用します。
第９条

本規定の変更

当行は、本サービスの内容、手数料、または本規定について、利用者に事
前に通知することなく、当行の定める日をもって任意にその内容を変更す
ることができるものとします。利用者が変更に異議を唱える場合、当行は、
利用者に事前に通知することなく本規定に基づく本サービスの提供を中止
または停止することができるものとします。
以上、ワンタイムパスワード（OTP）サービス利用にかかる追加規定は、
2018 年 7 月 14 日より適用します。

プレスティア モバイル取引規約
「プレスティア モバイル」とは、当行所定のスマートフォン端末を通じた預
金者（以下この「プレスティア モバイル取引規約」において「利用者」とい
います。）からの依頼にもとづき、当行がスマートフォン端末を通じて提供す
るバンキングサービスをいい、その取扱については、一般規約のほかこの「プ
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取扱時間

１．本サービスの取扱時間は、週７日、１日２４時間としますが、本サービス
のうち各取引の取扱時間は、取引の種類ごとに当行が別途決定または変更
するとおりとします。
２．前項の規定にかかわらず、システム等の障害、補修等の場合、当行は、予
告なく本サービスを停止または中止することができるものとします。
第３条

利用限度額

当行は、
取扱金額が当行の定める利用限度額を超える場合は取扱いません。
第４条

規定等の準用

反社会的勢力との取引拒絶

本サービスは、第９条第２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９条第２項各号の一にでも該当する場合には、当行は本サ
ービスの提供をお断りするとともに、当該利用者へのサービス提供を制限
もしくは停止できるものとします。

パスワード等
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損害または諸費用等が利用者に発生しても、プレスティア モバイル取引
規約第 8 条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。利用者は、
ユーザー ID、パスワードまたはワンタイムパスワードにつき、偽造、変造、
盗用または不正使用された疑いがあるときは、直ちに当行に連絡するもの
とします。当行は直ちに本サービスの利用の停止措置を講じます。
４．利用者が当行あてに届出たパスワードまたはワンタイムパスワードと異な
るパスワードまたはワンタイムパスワードを当行所定の回数以上連続して
入力した場合、および当行所定の取引に必要な認証について各情報等と異
なる情報等を当行所定の回数以上連続して入力した場合は、当行は利用者
に対する本サービスの利用を停止します。
５．利用者は、ユーザー ID およびパスワードを変更する場合は、端末より所
定の方法で当行あて変更届を届出るものとします。
６．当行は、裁量により利用者に通知することなく、ユーザー ID およびパス
ワード又はワンタイムパスワードの使用を停止することができるものとし
ます。
第５条

振替・振込・海外送金の依頼

１．本条における用語の意味等は、以下のとおりとします。
（１）「振替」とは、
出金指定口座と入金指定口座が当行の国内支店内にあり、
かつ、同一名義である場合の資金の移動のことをいいます。
（２）「振込」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、出金指
定口座より利用者の指定する金額を引き落としのうえ、当行以外の国
内金融機関の本支店にある利用者の指定する入金指定口座、または当
行国内支店内における入金指定口座と出金指定口座とが異なる名義で
ある場合の入金指定口座への、国内円での資金の移動のことをいいま
す。振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料（消費税を含み
ます。
）をいただきます。
（３）「海外送金」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、出
金指定口座より利用者の指定する金額を引き落としのうえ、国外の金
融機関にある利用者の指定する当行所定の送金先登録に登録済の入金
指定口座、または当行国内支店内で入金指定口座と出金指定口座とが
異なる場合の登録済の入金指定口座への、外貨建てでの資金の移動の
ことをいいます。海外送金の受付にあたっては、
当行所定の手数料（消
費税を含みます。）をいただきます。
（４）振替・振込・海外送金の上限金額
１日内に依頼（以下、「依頼」といいます。）できる振替・振込・海外
送金金額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行は、
利用者に事前に通知することなく１日あたりの振替・振込・海外送金
上限金額を変更することができるものとします。１回あたりの振替・
振込・海外送金金額は、当行が定めた上限金額の範囲内とし、かつ、
１日に依頼できる振替・振込・海外送金の回数も当行が定める上限回
数の範囲内とします。当行の手続により、一部取扱いできない場合が
あります。
２．振込・海外送金の依頼の方法
（１）利用者は、振込および海外送金については、当行所定の時間内に限り
依頼することができるものとします。但し、振込および海外送金の依
頼が当行所定の時限以降に確定したときは、振込および海外送金の手
続は依頼のあった日の翌営業日以降に行うものとします。
（２）利用者は当行所定の振込・送金先登録に登録済の入金指定口座への振
込および海外送金の依頼を行う際には、入金指定口座の金融機関名、
支店名、口座番号、受取人名、振込金額等の所定の事項を確認の上、
入力指示（以下「指図」といいます。
）を行うものとします。海外送
金の入金指定口座については、前述に加えて受取人住所（都市名、州
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名、国名等）を確認の上、指図を行うものとします。
（３）利用者は未登録の入金指定口座への振込を行う際には、ワンタイムパ
スワードを入力し承認された後、入金指定口座の金融機関名、支店名、
口座番号、受取人名、振込金額等の所定の事項を確認の上、追加のワ
ンタイムパスワードであるトランザクション認証用コードを入力し認
証することにより、入力指示（以下「指図」といいます。
）を行うも
のとします。
３．振替・振込・海外送金依頼の確定
当行は、利用者が振替・振込・海外送金依頼を終了し、振替・振込・海外
送金指示ボタンを押した時点で、利用者の指図による振替・振込・海外送
金依頼が確定したものとみなします。振替・振込・海外送金指示による取
引依頼の確定が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合
は、当行は、原則、依頼日当日に当行所定の方法により手続を行います。
取引依頼が確定したときには、当行はその旨を利用者に通知するものとし、
この通知が回線障害等の理由で届かない場合には、利用者は当行に照会す
るものとします。
利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、当該依頼内容が有効で拘
束力のあるものと取扱われ、これに一切異議を申立てないことに同意しま
す。当行は、利用者の依頼の内容に間違いや不十分な点があったために振
替・振込・海外送金が不能となりまたは遅延しても、一切責任を負いませ
ん。また、振替・振込・海外送金依頼確定後は、利用者は端末操作による
取消・変更は行うことができないものとします（この場合は、本条第６項
により手続してください。）
。
４．振替・振込・海外送金依頼内容の確認
利用者は、振替・振込・海外送金依頼確定後は、取引明細書により取引内
容を確認するものとします。万一取引明細書記載の内容に依頼内容との相
違がある場合、利用者は直ちにその旨を当行あて連絡するものとします。
また、当該連絡がなかったことによって利用者に生じた損害については、
当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
この場合、当行は、当行のコンピュータに記録された内容を正当な取引内
容として取扱うことができるものとします。利用者の依頼内容はすべて記
録され、当行に相当期間保存されます。なお、取引記録および取引明細書
はいずれも、当行の受領を証するものではないことにご留意ください。
５．振込・海外送金の不到達
振込依頼または海外送金依頼のあった資金が、指示内容の入金指定口座内
容との不一致その他の理由により入金指定口座へ入金できなかった場合
は、当行は利用者に通知することなく、その資金を利用者の出金口座へ返
却します。これによって利用者にいかなる損失、損害または諸費用が発生
しても、当行は一切責任を負いません。当行は理由の如何を問わず、振込
手数料ならびに海外送金にかかわる当行および関係銀行の手数料を返却し
ません。なお、振込・海外送金依頼に伴い実行された通貨交換取引がある
場合は、利用者はこれを解約することはできないものとします。
なお、入金指定先の金融機関等から照会があった場合には、当行は依頼内
容について利用者に照会することがあります。この場合は利用者は速やか
に回答するものとします。
６．振替・振込・海外送金依頼の取消
（１）本条第３項によりいったん確定した振替依頼の取消が必要な場合は、
利用者は、同一金額で、出金指定口座・入金指定口座を逆にした新た
な振替依頼を行うことにより、振替がなかった状態に復元するものと
します。
（２）本条第３項によりいったん確定した振込・海外送金依頼について振込・
海外送金依頼の取消が必要な場合は、利用者は、組戻手続を当行に依
頼するものとします。ただし、入金指定先口座の名義人の同意がない
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場合、組戻はできません。利用者は、組戻を行う場合は、当行所定の
組戻手数料ならびに海外送金の場合は海外送金にかかわる当行および
関係銀行の手数料を当行に支払うものとします。なお、利用者は、振
込・海外送金依頼に伴い実行された通貨交換取引がある場合は、これ
を解約することはできないものとします。
また、入金先金融機関がすでに振込・海外送金通知を受信している場
合には、変更または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するものとします。
７．振替・振込・海外送金金額・手数料の引落
出金指定口座より資金の引き落としを伴う取引については、取引依頼が確
定した後、当行は、利用者から支払依頼を受けた振込資金、当行所定の振
込手数料（消費税を含みます。）、振替資金、海外送金の送金資金、当行所
定の海外送金手数料および諸費用または各種手数料（消費税を含みます。）
を、出金指定口座にかかる各種規定にかかわらず、払戻請求書、カードま
たは当座小切手の提出なしに出金指定口座より引落すことができるものと
します。
８．振替・振込・海外送金依頼の取消の擬制
以下の場合、利用者からの振替・振込・海外送金依頼を取り消されたもの
として扱います。この場合、当行は利用者に対して取引依頼が不成立とな
った旨を通知しませんので、利用者自身で取引の成否を確認するものとし
ます。なお、こ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。
① 資金の引落時において、引落金額（手数料、諸費用がある場合はそれ
らを含みます。
）が出金指定口座から払戻すことができる金額を超え
るとき（公共料金等の自動引落、貸越等の理由を含みます。）。
なお、資金の引落日において、出金指定口座からの引落が複数あり、
その引落の総額が出金指定口座から払戻すことができる金額を超える
場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
② 出金指定口座が解約済のとき。
③ 利用者より出金指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき
当行が所定の手続をとったとき。
④ 振込において、受取人口座への入金ができない場合。
⑤ 入金指定口座への入金ができない場合。
⑥ 差押、口座凍結等正当な理由により、当行が支払いを不適当と認めた
とき。
⑦ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置のやむを得ない事由があったと
当行が判断したとき。
⑧ 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等に障
害が生じたとき。
⑨ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由により取引不可能になった
とき。
第６条

口座情報照会

１．「口座情報照会サービス」とは、利用者が操作する端末による依頼にもと
づき、利用者の指定するサービス利用口座について、残高照会、振込入金
明細照会、入出金明細照会等の口座情報を提供するサービスをいうものと
します。なお、ローン借入明細、投資信託等、本サービスをご利用いただ
けない口座があります。
２．「届出依頼」とは、利用者が操作する端末による依頼にもとづき、利用者
が当行に届出を行っている事項のうち、当行所定の事項について、利用者
の指定する内容への変更を行うサービスをいうものとします。
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第７条

免責等

１．当行は、利用者の依頼について、当行が正常に受信した場合にのみ責任を
負うものとします。以下の場合、いかなる損失、損害または諸費用等が発
生しても、当行は一切責任を負いません。
① 当行および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、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害なら
びに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱が遅延したり不能
となったとき。
② 当行および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、当行が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じ
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経路において盗聴・
不正アクセス等が行われたことにより利用者のユーザー ID、パスワード、
ワンタイムパスワードまたは取引情報等が漏洩した場合、そのためにいか
なる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、プレスティア モ
バイル取引規約第 8 条に定める場合を除き、当行は一切責任を負いませ
ん。但し、上記により漏洩したパスワード等の盗用により損害が発生した
場合の当行の責任については、プレスティア モバイル取引規約第 8 条に
よる補てんの請求を申し出ることができるものとします。
３．当行または当行の関連会社（以下「当行等」といいます。
）は、アクセス
サービスプロバイダーやソフトにより、本サービスが遅延したり不能とな
った場合、または当行等が送信した情報等に誤謬・遅延・欠落等が生じた
場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生して
も、当行は一切責任を負いません。
４．当行等は、当行等が本サービスにおいて提供する情報が正確であること、
完全であること、または十分であることについて保証するものではありま
せん。情報に不正確な点、完全ではない点、または不十分な点等があった
ことによりいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当
行等は、一切責任を負いません。
５．当行等は、コンピュータウイルスおよびその関連の障害等により利用者に
いかなる損失、損害または諸費用等が発生しても、一切責任を負いません。
６．本サービスの利用に関連していかなる損失、損害または諸費用等が利用者
に発生しても、当行等は一切責任を負いません。
７．当行が第９条第２項によりサービス契約を解約し、それにより損失、損害
または諸費用が発生した場合には、利用者がそれらを負担します。また、
当行は、本条項による解約によって利用者にいかなる損失、損害または諸
費用が発生しても、一切責任を負いません。
第８条

パスワード等の盗用による払戻

１．ユーザー ID、パスワード、ワンタイムパスワードまたは電話取引用暗証
番号（T-PIN）等（以下「パスワード等」といいます。）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払戻（振込・海外送金に係る払
戻しを含む）
（以下「不正な払戻等」といいます。
）については、利用者の
責によらず生じ、かつ次の各号の全てに該当する場合、利用者は当行に対
して本条第２項に定める補てん対象額を請求することができます。
（１）利用者が、パスワード等の盗用または不正な払戻等に気づいた後、速
やかに当行へ通知していること。
（２）当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること。
（３）警察等の捜査機関への被害事実等の事情説明を行い、盗用等にあった
ことが推測される事実を確認できるものを示すなどにより、被害状況
や警察等の捜査機関との連絡状況等について当行の調査に協力してい
ること。
２．前項に基づく補てん請求が行われた場合、不正な払戻等が利用者の故意に
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よる場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を
十分に行っている等、利用者が無過失である場合、当行は、当行に対する
通知が行われた日の３０日（但し、当該パスワード等の盗用が発生した日、
又はその日が明らかでない場合は当該パスワード等を用いて、不正な払戻
等が最初に行われた日から３０日を経過するまでに当該パスワード等の盗
用を知ることができず、そのために当行に通知することができなかった等、
その３０日の間に当行に通知することができないことにやむを得ない事情
があったことを利用者が証明した場合は、30 日に当該事情が継続してい
た期間を加えた日数とします。不正な払戻等が最初に行われた日は、当行
の調査等により、判断されます。）前の日以降に行われた不正な払戻等に
かかる損害（手数料や利息を含みます。）相当額（以下「補てん対象額」
といいます。
）を補てんします。（なお、利用者が無過失と認められない場
合にも、当行の判断により一部を補てんすることがあります）。
３．前２項の規定は、第１項（１）記載の通知が、盗用が発生した日（この日
が明らかでない場合は、パスワード等の盗用により行われた不正な払戻等
が最初に行われた日）から、２年経過後に行われた場合は、適用されませ
ん。
４．前３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行が証明し
た場合は、当行は補てん責任を一切負いません。
（１）不正な払戻等が行われたことについて当行が善意無過失であり、かつ
次のいずれかに該当する場合
① 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、又
は家事使用人（家事全般を行っている家政婦等）によって行われた場
合
② 利用者が、被害状況に関する当行に対する説明において、重要な事項
に係る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
てパスワード等の盗用が行われた場合
５．当行が不正な払戻等に使用された預金（以下「対象預金」
）について利用
者に払戻を行っている場合には、この払戻を行った額の限度において、本
条第１項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、利用
者が、不正な払戻等を受けた者その他の第三者から損害賠償または不当利
得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
６．当行が本条第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを
行った金額の限度において、対象預金にかかる払戻請求権は消滅します。
７．当行が本条第２項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補て
んを行った金額の限度において、パスワード等の盗用により不正な払戻等
を受けた者その他の第三者に対して利用者が有する損害賠償請求権または
不当利得返還請求権を取得するものとします。
第９条

本サービスの利用停止

１．当行は、都合によりいつでも本サービスの利用を中止または停止すること
ができるものとします。
２．次の各号の一にでも該当し、利用者へのサービス提供を継続することが不
適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または利用者に通知す
ることにより本サービス契約を解約することができるものとします。なお、
当行が通知によりこのサービス契約を解約する場合、到達のいかんにかか
わらず、当行が解約の通知を届出のあった連絡先にあてて発信した時に解
約されるものとします。
① 利用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 利用者が、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
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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 利用者が、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行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為
Ｅ . その他 A から D に準ずる行為
３．前項以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本サービス契約を解約す
べきと判断した場合、本サービス契約は解約されます。
４．利用者は、当行あて事前通知を行うことにより、本サービスの利用を停止
することができるものとします。なお、申込代表口座となる円普通預金口
座が解約されたときは、本サービスの利用を全て解約されたものとみなし
ます。
５．次の各号の一にでも該当し、利用者へのサービス提供を継続することが不
適切である場合には、当行は、利用者に事前に通知することなく、本サー
ビスの提供をただちに中止または停止することができるものとします。た
だし、当該事由が消滅した場合は、当行はサービスの利用停止を解除しま
す。なお、次の 1 号から５号の中止、利用停止時点で当行が既に取引の
依頼を受け付けている場合、当行は本規定および関係法令に従い、当該取
引については、手続を行う場合があります。
① 本規定に違反した場合、本サービスを正常な取引以外に利用しようと
すると認められる場合等、当行がサービスの中止または停止を必要と
する相当の事由が生じたとき
② 当行に支払うべき本サービスの基本手数料の支払債務、その他利用者
が当行に対して負担する債務の全部または一部の履行を遅滞したとき
③ 支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立、または、今
後制定される倒産手続開始の申立があったとき
④ 相続の開始があったとき
⑤ 住所変更の届出を怠る等により、当行において利用者の所在が不明と
なったとき
⑥ 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのお
それがあると認められるとき。
６．＜削除＞
第１０条

本規約の変更

当行は、本サービスのサービス取扱時間、手数料その他本サービスの内容
または本規定について、利用者に事前に通知することなく、当行の定める
日をもって任意にその内容を変更することができるものとします。利用者
が変更に異議を唱える場合、当行は、利用者に事前に通知することなく本
規約に基づく本サービスの提供を中止または停止することができるものと
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します。
以上、
プレスティア モバイル取引規約は、
2018 年 7 月 14 日より適用します。

プレスティア ワークベンチ取引規約
＜削除＞
以上、プレスティア ワークベンチ取引規約の削除は、2018 年 7 月 14 日よ
り適用します。

振込規定（海外送金）
１

適用範囲
当行は、外為送金依頼書および電話による送金の依頼による次の各号に定
める外国送金取引については、この「振込規定」により取扱います。
① 外国向送金取引
② 国内にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座へ
の外貨建送金取引
③ 外国為替法規上の（非）居住者と非居住者との間における国内にある
当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への円貨建送
金取引
④ その他前各号に準ずる取引

１の２

反社会的勢力との取引拒絶

振込は、第４条第４項各号のいずれにも該当しない場合に依頼することが
でき、第４条第４項各号の一にでも該当する場合には、当行はこの振込の
依頼をお断りするとともに、当該依頼人との振込依頼取引を制限もしくは
停止できるものとします。
２

定義
この規定における用語の定義は、次の通りとします。
① 外国向送金取引
依頼人の委託に基づき、当行が行う次のことをいいます。
ａ．依頼人の指定する外国にある金融機関にある受取人の預金口座に
一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に
対して発信すること（口座振込）
ｂ．外国にある金融機関を支払人として、依頼人が指定する者を受取
人とする送金小切手を依頼人に対して交付すること
② 支払指図
依頼人の委託に基づき、当行が、一定額を受取人の処分可能にするこ
とを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいいます。
③ 支払銀行
受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金
の支払いを行う金融機関をいいます。
④ 関係銀行
支払銀行および送金のために以下のことを行う金融機関をいいます。
ａ．支払指図の仲介
ｂ．銀行間における送金資金の決済

３

送金の依頼

（１）送金の依頼は、次により取扱います。
① 店頭および電話による送金の依頼は、当行所定の受付時間内に受付け
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ます。
② 店頭以外での送金の依頼については、当行所定の受付時間内にて、当
行所定の金額の範囲内とします。
③ 当行所定取扱時間終了後および銀行休業日にて受付けた場合には、前
項の規定にかかわらず、依頼日の翌営業日に支払指図を発信します。
④ 送金の依頼にあたっては、当行所定もしくは当行の承認を得た外為送
金依頼書、または当行所定の方法により事前に内容を登録するための
依頼書等を使用し、送金の種類、支払方法、受取銀行名、支店名また
は住所、受取人名、受取人口座番号および受取人の住所・電話番号、
送金金額、依頼人 / 送金人名、依頼人の住所、電話番号、関係銀行手
数料の負担者区分など当行所定の事項を正確に記入し、署名または記
名押印のうえ、提出してください。なお、送金人は依頼人と同一であ
るものとし、依頼人が第三者のために依頼する送金は取扱いません。
⑤ 当行は前号により外為送金依頼書に記載された事項または電話により
指示された事項を依頼内容とします。
⑥ 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令に基づき必要な
場合、
依頼人の職業および送金を行う目的を確認させていただきます。
（２）送金の依頼を受けるにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が
必要ですので、次の手続をしてください。
① 外為送金依頼書に、送金目的その他所定の事項を記入または電話によ
る送金の依頼の場合は送金目的を申し出てください。
② 所定の公的書類により本人確認済の依頼人の預金口座から送金資金を
振替る場合等を除き、当行所定の告知書に必要とされる事項を記入し
提出してください。
③ 所定の公的書類により本人確認済の依頼人の預金口座から送金資金を
振替る場合等を除き、氏名、住所、および個人番号を確認できる所定
の本人確認書類等を提出してください。
④ 許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を
提示または提出してください。
（３）送金の依頼にあたっては、依頼人は当行に、送金資金の他に、当行所
定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要とな
る手数料・諸費用（以下「送金資金等」といいます。
）を支払ってく
ださい。なお、小切手その他の証券類による送金資金等の受入れはし
ません。
４

送金委託契約の成立と解除等

（１）送金委託契約は当行が送金の依頼を承諾し、送金資金等を受領したと
きに成立するものとします。
（２）前項により送金委託契約が成立したときは、当行は、その契約内容に
関して、外国関係計算書等を交付し、送金小切手の場合には、併せて
送金小切手を交付します。なお、この外国関係計算書等は、解除や組
戻の場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保
管してください。なお、電話による送金委託契約が成立したときは、
当行は、その内容を当行所定の取引明細に記載します。預金者は、そ
れを受取った場合は、直ちに記載内容を確認するものとします。預金
者は、その記載内容に関する照会等については、その作成日から３カ
月以内に行うものとし、当行は、それ以降の照会を拒否することがで
きるものとします。
（３）第１項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行
に対して支払指図を発信する前または依頼人に対して送金小切手を交
付する前に次の各号の事由の一つにでも該当すると認めたときは、当
行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除に
よって生じた損害については当行は責任を負いません。
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① 取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反する
とき
② 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、
またはそのおそれがあるとき
③ 送金が犯罪や不正にかかわるものであるなど相当の事由がある時
④ 上記以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本送金委託契約を解
約すべきと判断した場合
（４）次の各号の一にでも該当し、依頼人からの振込依頼を実行することが
不適切である場合には、当行は振込依頼を拒絶し、または依頼人に通
知することによりこの振込依頼契約を解約することができるものとし
ます。なお、当行が通知によりこの振込依頼契約を解約する場合、到
達のいかんにかかわらず、当行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るものとします。
① 依頼人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 依頼人が、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 依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当す
る行為をした場合
Ａ . 暴力的な要求行為
Ｂ . 法的な責任を超えた不当な要求行為
Ｃ . 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
Ｄ . 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為
Ｅ . その他 A から D に準ずる行為
（５）前項による解約の場合には、送金資金等を返却しますので、当行所定
の受取書等に、外為送金依頼書に使用した署名または印章により署名
または記名押印のうえ、第２項に規定する外国関係計算書等とともに
提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または書面に
て保証人を求めることがあります。
（６）受取書等に使用された署名または印影を、外為送金依頼書に使用され
た署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認め
たうえ、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損害につ
いては、当行は責任は負いません。
（７）当行が第 4 項により預金口座取引を解約し、それにより損失、損害
または諸費用が発生した場合には、依頼人がそれらを負担します。ま
た、当行は、同条項による解約によって依頼人にいかなる損失、損害
または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。
５

支払指図の発信等

（１）当行は、送金委託契約が成立したときは、前条第３項により解除した
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場合を除き、送金の依頼内容に基づいて、遅滞なく関係銀行に対して
支払指図を発信し、または送金小切手を依頼人に対して交付します。
（２）支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、
関係銀行についても、依頼人が特に指定した場合を除き、同様としま
す。
（３）次の各号のいずれかに該当するときは、当行は、依頼人が指定した関
係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができる
ものとします。なおこの場合、当行は依頼人に対してすみやかに通知
します。
① 当行が依頼人の指定に従うことが不可能と認めたとき
② 依頼人の指定に従うことによって、依頼人に過大な費用負担または送
金に遅延が生じる場合などで、他に適当な関係銀行があると当行が認
めたとき
（４）前２項の取扱い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。
６

手数料・諸費用

（１）送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料そ
の他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。
なお、この他に、関係銀行にかかる手数料・諸費用を後日いただくこ
ともあります。また、依頼人より、関係銀行にかかる手数料・諸費用
は依頼人が負担するとの申出を受け、当行が諸手数料に関し、依頼人
の負担とするよう送金指図を発信するも、これらが送金金額から差し
引かれた場合については、当行は責任を負いません。
（２）照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当行およ
び関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。この場合、前項
に規定する手数料等は返却しません。なお、このほかに、関係銀行に
かかる手数料・諸費用を後日いただくこともあります。組戻しの場合
には関係銀行にかかる手数料、諸費用が差し引かれて資金が返戻され
ることがあります。
① 照会手数料
② 変更手数料
③ 組戻手数料
④ 電信料・郵便料
⑤ その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用
７

為替相場

（１）送金の受付にあたり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領す
る場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されてい
る場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
（２）第４条第４項、第９条第３項、第１１条第１項第３号の規定による送
金資金等または返戻金の返却にあたり、当行が依頼人にそれらの資金
を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、
先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行
時における所定の為替相場とします。
８

受取人に対する支払通貨
依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合に
は、受取人に対する支払通貨は依頼人が指定した通貨と異なる通貨となる
こともあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等について
は、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととしま
す。
① 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
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② 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
９

取引内容の照会等

（１）依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合な
ど、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに取扱店またはコ
ールセンターに照会してください。この場合には、当行は、関係銀行
に照会するなどの調査をし、その結果を依頼人に報告します。なお、
照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることも
あります。
（２）当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀
行から照会があった場合には、送金の依頼内容について依頼人に照会
することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。
当行からの照会に対して、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は、
当行は責任を負いません。
（３）当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀
行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合
には、当行は依頼人にすみやかに通知します。
この場合、当行が関係銀行から送金にかかる返戻金を受領したときに
は、直ちに返却しますので、第 11 条に規定する組戻しの手続に準じ
て、当行所定の手続をしてください。
１０

依頼内容の変更

よび伝送手段により、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発
信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続をとります。
③ 組戻しを承諾した関係銀行からの送金にかかる返戻金の受領を当行が
確認できた場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当行所定
の受取書等に、外為送金依頼書に使用した署名または印章により署名
または記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本
人確認資料または書面にて保証人を求めることがあります。
（２）前項の組戻しの依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の
返却にあたっての受取書等の取扱いについては、第４条第５項の規定
を準用します。また、前項第２号の取扱い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。
（３）本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による
制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いが
できない場合があります。
１２

１３

（１）送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には取扱店の窓
口において、次の変更の手続によります。ただし、送金金額を変更す
る場合には、第 11 条に規定する組戻しの手続により取扱います。
① 変更の依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外為送金依
頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第
４条第２項に規定する外国関係計算書等とともに提出してください。
この場合、当行所定の本人確認資料または書面にて保証人を求めるこ
とがあります。なお、送金小切手が依頼人に対して交付されている場
合には、その送金小切手も提出してください。
② 当行が変更依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および
伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信
するなど、遅滞なく変更に必要な手続をとります。
（２）前項の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについて
は、第４条第５項の規定を準用します。また、前項第２号の取扱いに
よって生じた損害については、当行は責任を負いません。
（３）本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、
政府または裁判所等の公的機関の措置により、その取扱いができない
場合があります。変更ができず組戻しを行う場合には、次条に規定す
る組戻しの手続をしてください。
組戻し

（１）送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には取扱店の窓口
において、次の組戻しの手続により取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、外為送金依頼
書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第４
条第２項に規定する外国関係計算書等とともに提出してください。こ
の場合、当行所定の本人確認資料または書面にて保証人を求めること
があります。なお、送金小切手が依頼人に対して交付されている場合
には、その送金小切手も提出してください。
② 当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行お
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災害等による免責

次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。
① 災害・事変・戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁
判所等の公的機関の措置等のやむを得ない事由により生じた損害
② 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通
信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、
誤謬、脱漏等により生じた損害
③ 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続に従って取扱っ
たことにより生じた損害、または当行の本支店を除いた関係銀行の責
に帰すべき事由により生じた損害
④ 受取人名相違等の依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害
⑤ 依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害
⑥ 依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係にかかる
損害
⑦ その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
１４

譲渡、質入れの禁止

本規定による取引に基づく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはでき
ません。
１５

１１

通知・照会の連絡先

（１）当行がこの取引について依頼人に通知・照会をする場合には、外為送
金依頼書に記載された住所・電話番号を連絡先とします。
（２）前項において、
連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・
照会を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、
当行は責任を負いません。

預金規定の適用

依頼人が送金資金等を預金口座から振替えて送金の依頼をする場合におけ
る預金払戻しについては、関係する預金規定により取扱います。
１６

法令・規則等の遵守

本規定に優先する法令または法令に基づく命令、規制等がある場合は、本
規定にかかわらずそれらが適用されるものとし、また、本規定に定めのな
い事項については、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定
の手続に従うことにします。
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１７

正文

本規定の日本語と英語の記載内容に関して相違が生じた場合には、日本語
の規定を優先します。
以上、振込規定（海外送金）は、2018 年 7 月 14 日より適用します。

振込規定
１

適用範囲
振込依頼書、または電話による振込の依頼による当行または他の金融機関
の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定に
より取扱います。

１の２

反社会的勢力との取引拒絶

振込は、第８条の２第１項各号のいずれにも該当しない場合に依頼するこ
とができ、第８条の２第１項各号の一にでも該当する場合には、当行はこ
の振込の依頼をお断りするとともに、当該依頼人との振込依頼取引を制限
もしくは停止できるものとします。
２

４

振込契約の成立

（１）振込依頼書または電話による振込の依頼による場合には、振込契約は、
当行が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領したときに成立するもの
とします。
（２）前項により振込依頼書による振込契約が成立したときは、当行は、依
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振込通知の発信

（１）振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて、振込先
の金融機関あてに次により振込通知を発信します。
電信扱いの場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、
当行所定取扱時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむを得ない事由が
ある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがありま
す。
（２）＜削除＞
５

振込の依頼

（１）振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。
① 振込の依頼は当行所定の取扱時間内に受付けます。
② 振込依頼書は、当行所定の振込依頼書または当行の承認を得たものを
使用し、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、
振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を
正確に記入してください。
③ 当行は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
④ 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令に基づき必要な
場合、
依頼人の職業および振込を行う目的を確認させていただきます。
（２）電話による振込の依頼は、次により取扱います。
① 電話による振込の依頼は当行所定の時間内に利用することができます。
② 1 回あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。
③ 電話による振込の依頼は、予め当行所定の方法にて事前に登録を行う
ものとします。
④ 電話による振込は、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、
受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所
定の事項を正確に電話にて指示してください。
⑤ 当行は前号により事前に登録された事項および電話により指示された
事項を依頼内容とします。
⑥ 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令に基づき必要な
場合、
依頼人の職業および振込を行う目的を確認させていただきます。
（３）前２項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備または電
話による振込の依頼の不備があったとしても、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。
（４）振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関
連して必要となる手数料（以下「振込資金等」といいます。）を支払
ってください。
３

頼内容を記載した振込資金受取書を交付しますので、依頼内容を確認
してください。この振込資金受取書等は、契約の成立を証明する書類
となりますので、大切に保管してください。電話による振込の依頼に
よる振込契約が成立したときは、当行はその内容を当行所定の取引明
細に記載します。預金者は、それを受取った場合は、直ちに記載内容
を確認するものとします。預金者は、その記載内容に関する照会等に
ついては、その作成日から３カ月以内に行うものとし、当行は、それ
以降の照会を拒否することができるものとします。
（３）＜削除＞

証券類による振込

（１）当行以外の金融機関にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける
場合には、小切手その他の証券類による振込資金等の受入れはしませ
ん。
（２）当行の国内本支店にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場
合に、当行が振込資金等とするために小切手その他の証券類の受入れ
を認めたときは、その旨を表示した振込資金受取書等を交付するとと
もに、証券類受入れの旨を表示した振込通知をその決済確認前に発信
します。なお、証券類の決済を確認した後に振込通知を発信すること
もあります。
（３）前項により受入れた証券類が不渡りとなった場合には、直ちにその旨
を通知するとともに、決済確認前に振込通知を発信しているときは、
それを取消します。この場合には、あらかじめ書面による依頼を受け
たものに限り、その証券類について権利保全の手続をします。
（４）不渡りとなった証券類は、取扱店で返却しますので、当行所定の受取
書に記名押印のうえ、振込資金受取書等とともに提出してください。
この場合、当行所定の本人確認資料または書面にて保証人を求めるこ
とがあります。
（５）提出された振込資金受取書等を当行が交付したものであると相当の注
意をもって認めたうえ、その証券類を返却したときは、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。
６

取引内容の照会等

（１）受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみや
かに取扱店に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に
照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
（２）当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった
場合には、
依頼内容について照会することがあります。この場合には、
すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、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は、当行は責任を負いません。
（３）入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すみや
かに通知しますので、第８条に規定する組戻しの手続に準じて、振込
資金の受領等の手続をとってください。
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７

依頼内容の変更

（１）振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口
において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機
関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第８条第１項に規定
する組戻しの手続により取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に記名押印のうえ、
振込資金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の
本人確認資料または書面にて保証人を求めることがあります。
② 当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発
信します。
（２）前項の訂正の取扱いについては、第５条第５項の規定を準用します。
（３）第１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、訂正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。
８

組戻し

（１）振込契約の成立後にその依頼を取り止める場合には、取扱店の窓口に
おいて次の組戻しの手続により取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に記名押印のうえ、
振込資金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の
本人確認資料または書面にて保証人を求めることがあります。
② 当行は組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信
します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却し
ます。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に記名押印のう
え、振込資金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所
定の本人確認資料または書面にて保証人を求めることがあります。
（２）前項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込資金の返却について
は、第５条第５項の規定を準用します。
（３）第１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。
８の２

解約等

（１）次の各号の一にでも該当し、依頼人からの振込依頼を実行することが
不適切である場合には、当行は振込依頼を拒絶し、または依頼人に通
知することによりこの振込依頼契約を解約することができるものとし
ます。なお、当行が通知によりこの振込依頼契約を解約する場合、到
達のいかんにかかわらず、当行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るものとします。
① 依頼人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 依頼人が、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
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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 依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当す
る行為をした場合
Ａ . 暴力的な要求行為
Ｂ . 法的な責任を超えた不当な要求行為
Ｃ . 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
Ｄ . 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為
Ｅ . その他 A から D に準ずる行為
（２）前項以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本振込依頼契約を解
約すべきと判断した場合、本振込依頼契約は解約されます。
（３）当行が前２項により振込依頼契約を解約し、それにより損失、損害ま
たは諸費用が発生した場合には、依頼人がそれらを負担します。また、
当行は、同条項による解約によって依頼人にいかなる損失、損害また
は諸費用が発生しても、一切責任を負いません。
９

通知・照会の連絡先

（１）この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼に
あたって、記載・入力された住所・電話番号または振込資金等を振替
えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
（２）前項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によ
って通知・照会を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、当行は責任を負いません。
１０

手数料

（１）振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきます。
（２）組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料をいただきます。
この場合、前項の振込手数料は返却しません。
（３）組戻しされた振込資金を返却せずに改めてその資金による振込の受付
をするときも、店頭表示の振込手数料をいただきます。
（４）この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただき
ます。
１１

災害等による免責

次の各号の事由により振込金の入金不能、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、当行は責任を負いません。
① 災害・事変、輸送途中の事故、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 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等に障害が
生じたとき
③ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
１２

譲渡・質入れの禁止

振込資金受取書等およびこの取引に基づく依頼人の権利は、譲渡、質入れ
することはできません。
１３

預金規定等の適用

振込資金等を預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の
払戻しについては、関係する預金規定および SMBC信託銀行バンキング
カード規定により取扱います。
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１４

法令・規則等の遵守

お客様にのみ提供いたします。

本規定に優先する法令又は法令に基づく命令、規則等がある場合は、本規
定にかかわらずそれらが適用されるものとします。
１５

正文

以上、振込規定は、2018 年 7 月 14 日より適用します。

預金商品に係る書類の電磁的交付に関する規程
本規程は、当行が第２条で規定する書面の交付に代えて、当該書面に記載す
べき事項を電子情報処理組織（当行の使用に係るコンピューターと、お客様の
使用に係るコンピューターとを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をい
います。）を使用する方法（以下「電磁的方法」といいます。
）のうち、第１条
で規定する電子交付によりお客様に提供する場合における交付方法について定
めるものです。
電子交付

電子交付とは、電磁的方法を用いた対象書面の記載事項のお客様への提供
のうち、当行ホームページ内お取引用サイト、プレスティア オンライン（ロ
グイン ID、パスワード等の入力後に掲載されるお客様の特定のページを
いいます。以下も同様とします。）にそれらの事項を記録し、PDF 形式の
ファイルでお客様にダウンロードまたは閲覧していただくことをもって書
面交付に代える交付方法、お客様の登録メールアドレスへそれらの事項を
記載した PDF 形式のファイルを配信し記録することをもって書面交付に
代える交付方法をいいます。
第１条の２

対象書面

対象書面とは、電子交付の対象となる書面のうち、次の各号に掲げるもの
とします。
① 契約締結前交付書面
② 契約締結時交付書面
③ その他当行が定め、当行ホームページ上に掲げるもの
第３条

第５条

電子交付の方法

１．当行における書面の電磁的方法による提供方法として、次の各号に定める
方法をとっています。PDF ファイルでご覧頂く場合、お客様にはあらか
じめアドビシステムズ社より配布されている Adobe Reader（アドビリ
ーダー）を使用することに同意していただきます。
① 当行の使用に係るコンピューターに備えられたファイルに PDF 形式
で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供し、
お客様の使用に係るコンピューターもしくはお客様が契約しているデ
ータセンター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法
② 当行の使用に係るコンピューターに備えられたファイルに PDF 形式
で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様に配信し、お客
様の使用に係るコンピューターもしくはお客様が契約しているデータ
センター等に備えられたお客様ファイルに記録する方法
③ 当行の使用に係るコンピューターに備えられたお客様ファイルに
PDF 形式、または画像ファイルで記録された記載事項を電気通信回
線を通じてお客様の閲覧に供する方法
２．前項第 1 号、第 2 号の電子交付を利用する場合には、対象書面を保存可
能なお客様のパソコン内ハードディスクの空き容量が必要です。
３．電子交付された対象書面をプリンター等で出力することにより、書面の作
成が可能です。
４．プレスティア オンライン上で電子交付された対象書面は当該取引を行っ
た日より 5 年間、プレスティア オンラインに掲載されますので、いつで
もご確認が可能です。

反社会的勢力との取引拒絶

この電子交付は、第７条第２項各号のいずれにも該当しない場合に依頼す
ることができ、第７条第２項各号の一にでも該当する場合には、当行はこ
の電子交付依頼をお断りするとともに、当該お客様への電子交付サービス
を制限もしくは停止できるものとします。
第２条

当行の都合による対象書面の書面交付

お客様が電子交付を承諾された後でも、当行は、対象書面を紙媒体で交付
することがあります。

本規定の日本語と英語の記載内容に関して相違が生じた場合には、日本語
の規定を優先します。

第１条

第４条

電子交付の承諾および申込

１．お客様が電子交付を申込まれるときは、当行所定の方法により電子交付に
同意し、本規程を承諾のうえ申込みいただく必要があります。電子交付お
よび本規程に同意いただけないお客様は、プレスティア オンライン上等
による対象書面の受領ができませんので、書面でお受取りください。
２．お客様が電子交付に同意いただいている場合、お客様から特別なご請求が
ない限り、原則としてプレスティア オンライン上等に掲載される対象書
面の郵送による交付はいたしません。紙媒体による対象書面の交付を希望
される場合は、プレスティアホン バンキングまで郵送による交付をご請
求いただくか、SMBC 信託銀行各支店までご来店ください。
３．本サービスは、プレスティア オンライン取引規約に同意していただいた
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第６条 お取引明細書（兼取引残高報告書）の電子交付についての確認事項
＜削除＞
第７条

電子交付の中止・内容変更

（１）当行はお客様の承諾およびお客様への通知をすることなく、いつでも
電子交付の中止・内容変更を行うことができるものとします。なお、
法令の変更、監督官庁の指示その他必要な事態が発生した場合には、
当行は一旦電子交付を停止し書面交付できるものとします。
（２）次の各号の一にでも該当し、お客様からの電子交付依頼を受けること
が不適切である場合には、当行はこの電子交付依頼を拒絶し、または
お客様に通知することによりこの電子交付契約を解約することができ
るものとします。なお、当行が通知によりこの電子交付契約を解約す
る場合、到達のいかんにかかわらず、当行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るものとします。
① お客様が、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
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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
② 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行の信用を毀損
し、または当行の業務を妨害する行為
Ｅ . その他 A から D に準ずる行為
（３）前項以外の場合でも、当行が当行の裁量により、本電子交付契約を解
約すべきと判断した場合、本電子交付契約は解約されます。
（４）前項以外の場合でも、次に該当する場合には本電子交付契約は解約さ
れたものとします。
Ａ . プレスティア オンラインもしくはプレスティア モバイルの利用
を停止する旨のお申出があった場合
Ｂ . プレスティア オンラインもしくはプレスティア モバイルにて登
録されている代表口座が解約された場合
第８条

以上、預金商品に係る書類の電磁的交付に関する規程は、2018 年 7 月 14
日より適用します。

免責事項

１．当行は、利用者の依頼について、電話やコンピューター端末等を通じて当
行が依頼内容を受領した場合にのみ責任を負うものとします。通信機器・
回線の故障、電話不通等通信手段の障害等により本サービスが遅延し、も
しくは不能となった場合、または当行が送信した情報等に誤謬・脱漏等が
生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用者に発
生しても、当行に過失がある場合を除き当行は一切責任を負いません。
２．公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴が行われたことに
より利用者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのためにいかな
る損失、損害または諸費用等が利用者に発生しても、当行に過失がある場
合を除き当行は一切責任を負いません。
３．当行および当行の関連会社（以下併せて「当行等」といいます。
）は、ア
クセスサービスプロバイダーや閲覧ソフトにより本サービスが遅延し、も
しくは提供不能となった場合、または当行等が送信した情報等に誤謬・脱
漏等が生じた場合、そのためにいかなる損失、損害または諸費用等が利用
者に発生しても、当行等に過失がある場合を除き一切責任を負いません。
４．当行等は、コンピュータウィルスおよびその関連の障害等により利用者に
いかなる損失、損害、または諸費用等が発生しても、当行等に過失がある
場合を除き一切責任を負いません。
５．本サービスの利用に関連していかなる損失、損害または諸費用等が利用者
に発生しても、当行等に過失がある場合を除き、当行等は一切責任を負い
ません。
６．当行が第７条第２項により電子交付契約を解約し、それにより損失、損害
または諸費用が発生した場合には、お客様がそれらを負担します。また、
当行は、本条による解約によってお客様にいかなる損失、損害または諸費
用が発生しても、一切責任を負いません。
第９条

正文

本規程について、邦文および英文が存在し、その内容に相違がある場合は、
邦文を優先します。
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現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言
プレスティア オンラ

第7条

イン取引規約

口座情報照会・届出

3

「取引明細書閲覧サービス」とは、利用者が当行における預金

新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言
3

「取引明細書閲覧サービス／取引残高報告書電子交付」とは、

等の取引の内容の一覧を、利用者が操作する端末による依頼に

利用者が当行における預金等の取引の内容の一覧を、利用者が

もとづき、端末上に表示するサービスをいうものとします。毎

操作する端末による依頼にもとづき、端末上に表示するサービ

月月末を基準日として作成し、その翌月の当行所定日以降に閲

スまたは取引残高報告書の電子交付（投資信託に係る書類の電

覧可能となります。「取引明細書閲覧サービス」の表示対象と

磁的交付に関する規定にもとづき同意いただいた利用者に限り

なる取引（以下「対象取引」といいます。
）は、当行所定の取

ます。
）をいうものとします。「取引明細書閲覧サービス／取引

引に限るものとします。なお、対象取引および表示内容は、諸

残高報告書電子交付」の表示対象となる取引（以下「対象取引」

般の事情により変化することがあります。

といいます。
）は、当行所定の取引に限るものとします。なお、
対象取引および表示内容は、諸般の事情により変化することが
あります。

以上、プレスティア オンライン取引規約は、2018 年 7 月

以上、プレスティア オンライン取引規約は、2019 年 4 月

14 日より適用します。

19 日より適用します。

現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言
プレスティア マルチ

Ⅶ．プレミアム・デポジッ

マネー口座預金細目

ト

4

新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言
4

預金の支払および継続

預金の支払および継続

預金元本は、満期日付けで税引後利息とともに支払われます。

預金元本は、満期日付けで税引後利息とともに支払われます。

元本は預入通貨が日本円の場合は円で、預入通貨が外貨の場合

元本は預入通貨が日本円の場合は円で、預入通貨が外貨の場合

は外貨で支払われます。ただし、第 7 項の定めにより満期日

は外貨で支われます。ただし、第 7 項の定めにより満期日に

に相対通貨に交換される場合は、元本は相対通貨に交換されま

相対通貨に交換される場合は、元本は相対通貨に交換されます。

す。

税引後利息は元本部分の通貨交換にかかわらず、預入通貨建て

税引後利息は元本部分の通貨交換にかかわらず、預入通貨建て

で支払われます。

で支払われます。

元本、利息の支払方法は、当該通貨のプレスティア マルチマ

元本、利息の支払方法は、当該通貨のプレスティア マルチマ

ネー口座普通預金に、満期日付けで満期日の当日あるいは翌営

ネー口座普通預金に、満期日付けで満期日の翌営業日に入金す

業日に入金する方法とします。資金は入金後に払戻しができる

る方法とします。資金は満期日の翌営業日以降に払戻しができ

ようになります。

るようになります。

この預金は、自動継続扱いにはできません。

この預金は、自動継続扱いにはできません。
5

満期日前の解約

5

満期日前の解約

預金者は、理由の如何を問わず満期日前の解約を行うことはで

預金者は、当行がやむを得ないと認める場合を除いて、満期日

きないものとします。

前の解約を請求することはできません。当行がやむを得ないと
認めて中途解約に応じる場合は、当行は、全額の中途解約のみ
の取扱とし、その利息は預入日から解約日の前日までの期間に
ついて、1 年を 365 日として当行所定の方法により計算する
ものとします。
中途解約に際しては、預金者は中途解約により当行に生じた損
害金を当行に支払うものとします。この損害金は、中途解約が
なければ発生しなかった当行の負担金額をいいます。これには、
当行所定の方法により計算した費用等を含むものとします。
この場合、当行は、預金者に事前に通知することなく、預金元
本および利息から、預金者が当行に支払うべき中途解約により
当行に生じた損害金を差し引くことができるものとします。

以上、プレスティア マルチマネー口座取引規約およびプレス

以上、プレスティア マルチマネー口座取引規約およびプレス

ティア マルチマネー口座預金細目は、2018 年 7 月 14 日よ

ティア マルチマネー口座預金細目は、2019 年 7 月 1 日より

り適用します。

適用します。
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現行の「SMBC 信託銀行取引規約集」文言
プレスティア マルチ

Ⅱ．外貨定期預金

5

マネー口座預金細目

満期日前の解約

新しい「SMBC 信託銀行取引規約集」文言
5

満期日前の解約

預金者は、理由の如何を問わず満期日前の解約を請求すること

預金者は、当行がやむを得ないと認める場合を除いて、満期日

はできません。

前の解約を請求することはできません。
当行がやむを得ないと認めて中途解約に応じる場合は、当行は、
全額の中途解約のみの取扱とし、その利息を預入日（継続した
ときは最後の継続日、または月々利息を受取る方法を選択した
場合は最終利払い日）から解約日の前日までの日数を 1 年を
365 日として当該通貨の普通預金の利率によって計算し、預
金元本とともに、解約日にプレスティア マルチマネー口座内の
預入通貨と同通貨の普通預金に入金する方法により支払います。
また、金融情勢等によっては清算費用をお支払いただく場合が
あります。

Ⅵ．ステップアップ定期預

1

金

1

取引開始条件

（１）預入通貨は、当行が認める通貨のみとします。

（２）預入金額は、当行が定めた金額以上とし、預入単位は、

（２）預入金額は、当行が定めた金額以上とし、預入単位は、
預入通貨単位またはその小数点以下２桁までとします。

預入通貨単位またはその小数点以下２桁までとします。

（３）預金者は、以下に定める中間利息の通貨を指定します。

（３）預金者は、以下に定める中間利息の通貨を指定します。

指定通貨は、円もしくは預入外国通貨とします。

指定通貨は、円もしくは預入外国通貨とします。

（４）預金者は、指定された利息支払通貨の変更を行うことは

（４）預金者は、理由の如何を問わず、指定された利息支払通
貨の変更を行うことはできないものとします。
5

取引開始条件

（１）預入通貨は、当行が認める通貨のみとします。

できないものとします。
5

満期日前の解約
（１）預金者は、預入日から最初の６カ月間の期間（以下「第
１ステップ期間」といいます。
）は、理由の如何を問わず

満期日前の解約
（１）預金者は、預入日から最初の６カ月間の期間（以下「第
１ステップ期間」といいます。
）は、解約はできません。
（２）第１ステップ期間経過後は、預金者は、当行の承諾があ

解約はできません。
（２）第１ステップ期間経過後は、預金者は、当行の承諾があ
る場合にのみ満期日前に解約することができるものとし

る場合にのみ満期日前に解約することができるものとし
ます。
（３）前項により満期日前に解約に応じる場合、当行は、解約

ます。
（３）前項により満期日前に解約に応じる場合、当行は、解約

日（月末の最終営業日に解約する場合も含みます。
）の属

日（月末の最終営業日に解約する場合も含みます。
）の属

する月については、中間払利息は一切支払わないものと

する月については、中間払利息は一切支払わないものと

します。
（４）前２項により満期日前に解約に応じる場合は、当行は、

します。
（４）前２項により満期日前に解約に応じる場合は、当行は、

預金元本を解約日にプレスティア マルチマネー口座内の

預金元本を解約日にプレスティア マルチマネー口座内の

預入通貨と同通貨の普通預金に入金する方法により支払

預入通貨と同通貨の普通預金に入金する方法により支払

います。

います。
以上、プレスティア マルチマネー口座取引規約およびプレス

以上、プレスティア マルチマネー口座取引規約およびプレス

ティア マルチマネー口座預金細目は、2019 年 7 月 1 日より

ティア マルチマネー口座預金細目は、2019 年 8 月 19 日よ

適用します。

り適用します。
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