DEFINITIONS SCHEDULE

1.

APPLICATION

1.1

This document constitutes the Definitions Schedule as
referred to in the ANZ General Banking Conditions.

1.2

This Definitions Schedule supplements the ANZ General
Banking Conditions. Capitalised terms used in this
Definitions Schedule have the meanings given to them in
this Definitions Schedule.

2.

INTERPRETATION AND DEFINITIONS

2.1

Interpretation
In the Agreement, unless the context otherwise requires:
(a) a person includes a reference to a government, state,
state agency, corporation, body corporate, association,
partnership or individual;
(b) a person includes a reference to that person’s legal
personal representatives, successors and permitted
assigns;
(c) the singular includes the plural and vice versa;
(d) a reference to an agreement, a document or a law is a
reference to the agreement, document or law (and, if
applicable, any of its provisions) as amended, novated,
supplemented or replaced for the time being; and
(e) section, clause, paragraph and other headings are for
convenience only and do not affect their
interpretation.

2.2

Definitions
Account means any account held by the Customer with
the Bank.
Agent means any person appointed by the Customer as its
agent in respect of the Agreement and its Accounts and
Services including but not limited to a Correspondent
appointed by the Bank on behalf of the Customer.
Agreed Currency means the currency in which any
payment in respect of any Account or Service under this
Agreement is to be made as agreed between the Customer
and the Bank, or in the absence of such agreement, as
notified by the Bank to the Customer.
Agreement means the Conditions, any applicable Country
Schedule, any applicable Counterparty Schedule, any
applicable Service Schedule, the Application Form, any Fee
Schedule and this Definitions Schedule.
ANZ means Australia and New Zealand Banking Group
Limited ABN 11 005 357 522.
ANZ Receivables Management Service means a
collections or receivables service including any or all of the
following:
• electronic receivables services that result in a credit to
an Account (for example Direct Debit Service);
• cheque services that result in a credit to an Account
(for example Lockbox Service);
• physical cash services that result in a credit to an
Account (for example over-the-counter deposits); and
• any reconciliation, enrichment or other overlay services
in relation to these.
Applicable Rate means the Bank’s then prevailing
exchange rate or, if unavailable, such rate as reasonably
determined by the Bank.

Application Form means any form signed by the
Customer in connection with the establishment of one or
more Accounts or Services.
Authorised Person means any person authorised by the
Customer (or, where applicable, the Agent) and notified to
the Bank in a manner acceptable to the Bank to act on the
Customer’s behalf in giving Instructions and performing
any other acts, discretions or duties under the Agreement
or with respect to the operation or use of any Account or
Service.
Authorised SWIFT User means the Customer or a person
registered with SWIFT and who is duly bound as a party to
a SWIFT Agreement allowing access to the SWIFT
Messaging Services and meets all relevant eligibility criteria
provided, for the avoidance of doubt, that a Customer shall
continue to be an Authorised SWIFT User despite no longer
satisfying the eligibility criteria as required by any relevant
SWIFT Agreement during any period(s) specified in such
SWIFT Agreement as the period(s) given to such Customer
or the Authorised SWIFT User to migrate to an alternative
solution.
Authorised User means a person who is a User and is
authorised to give electronic Instructions via an Electronic
Banking Channel on the Customer’s behalf and whom the
Customer has identified to the Bank in such manner as
approved by the Bank.
Authority means any regulatory, administrative,
government, quasi-government, supranational, law
enforcement or supervisory authority, court or tribunal.
Bank means ANZ and/or where the Account is opened
with, or where a Service is provided by, any Bank Group
Member, that Bank Group Member.
Bank Apps means a software application provided by the
Bank and run through a Mobile Device.
Bank App Distributor means an entity that has provided
the Bank with a licence to promote and sell its Bank App on
its application store.
Bank Cheque means a bank cheque or cashier order
drawn by or on behalf of the Bank for the Customer.
Bank Group Member means any of ANZ, its subsidiaries,
and all persons Controlled by any of the foregoing, in each
case wherever in the world and including all branches and
representative or regional offices.
Beneficiary Advisory Services means a service provided
by the Bank to notify, on behalf of the Customer, a payee of
a credit or transfer of funds by the Customer into an
account.
Business Day means a day (other than a statutory or public
holiday in the jurisdiction where the applicable Account is
held and, where payment is being made or received, the
home jurisdiction of the relevant currency) on which the
Bank is open for the transaction of ordinary banking
business in (i) the jurisdiction where the applicable Account
is held, (ii) where an Instruction or communication is being
addressed, the country to which such Instruction or
communication is addressed and (iii) where a payment is
being made or received, the home jurisdiction of the
relevant currency.

Cash Collection Service means a service provided by the
Bank involving the collection of cash from a Collection
Location.

Counterparty Schedule means any specific conditions
applying to the Customer on account of the type of entity
of the Customer.

Cash Delivery Service means a service provided by the
Bank whereby cash is to be withdrawn from an Account
and delivered to a Delivery Location.

Country Schedule means any country-specific conditions
applying to an Account or Service as documented in a
country schedule.

Channel means any system, medium or channel, whether
internet based or not, which may be provided by the Bank
or any Third Party from time to time to enable the Bank’s
customers to access and use banking and other services
provided by the Bank and to which the Customer may elect
to subscribe (in the Application Form or otherwise) or as
agreed with the Bank. Unless otherwise agreed between
the Bank and the Customer, the preferred Channels for
accessing an Account or using a Service or the giving of
Instructions are the Electronic Banking Channel, OTC
Banking and SWIFT Message, while the non-preferred
Channels include telephone, email, telex and facsimile
transmission.

Credential means identifiers and/or Security Devices or
prescribed security procedures relating to the Customer’s
access to and/or use of Electronic Banking Channels, which
may include any digital certificate(s), unique identifiers, user
name(s) and/or password(s), electronic signatures or other
security information or procedures agreed between the
Bank and the Customer from time to time, which identify a
user of an Electronic Banking Channel as a User. A “valid
Credential” means a Credential which has been issued to
the Customer (or, if applicable, selected by the Customer)
for use in respect of an Electronic Banking Channel and
which has not been notified to the Bank as being
compromised.

Cheque Collection Service means a service provided by
the Bank involving the collection of Instruments from a
Collection Location.

Customer means the applicant named in the Application
Form.
Customer Information means information that is not
publicly available and which reasonably identifies an
individual.

Cheque Outsourcing Service means any of following
services provided by the Bank:
(a) the issuance of Corporate Cheques in the name of the
Customer;
(b) the issuance of Bank Cheques;
(c) the issuance of any other Instrument; and

Cut-off Time means the latest time for the Bank to receive
an Instruction from the Customer.
Definitions Schedule means the definitions and
provisions set out in this definitions schedule and/or this
definitions schedule, as the context requires.

any printing, cheque customisation, formatting, delivery,
payment warehousing, accounts payable reconciliation
and reporting associated with the above, or any other
service or activity related to or associated with any of the
above, excluding any such service in respect of foreign
currency drafts.

Delivery Box means a Lockbox or locked bag or
designated email address or facsimile arranged by the
Customer for the purpose of receiving Correspondence.
Delivery Location means, in respect of the Cash Delivery
Service, the location for delivery of the cash as specified by
the Customer.

Cleared Funds means funds deposited into or standing to
the credit of any Account that the Bank has received full
and final payment that cannot be reversed or cancelled.

Digital Certificates means an electronic certificate
embedded on a device which authenticates the sender,
confirms approval of an Instruction and encrypts the data
so it stays confidential and is not tampered with whilst it is
being transmitted.

Client means a person or organisation conducting
business with the Customer.
Collection Location means the location from which cash
or an Instrument, as the case may be, is to be collected as
agreed between the Bank and the Customer.

Direct Debit Instruction means an authority from the
Customer to the Bank or to a third party for electronic
transfer of funds from an Account.

Conditions means the ANZ General Banking Conditions as
amended and or supplemented from time to time.

Direct Debit Management Service means a service
provided by the Bank whereby the Bank co-ordinates
Mandates and related payments on behalf of the Customer.

Confidential Payment Services means a service provided
by the Bank whereby the operation or use of an Account or
Service is treated as confidential by the Customer and only
certain Authorised Persons are permitted to operate or use
such Account or Service.

Direct Debit Service means a service provided by the Bank
for the electronic transfer of funds from a payer to the
Customer.

Control means either: (a) the possession, directly or
indirectly, of more than 50% of the equity interests in a
person; or (b) the power to direct, or cause the direction of,
the management and policies of a person, whether
through ownership of voting interests, by contract or
otherwise.

Electronic Banking Channel means any internet/online or
similar Channel (including Host-to-Host) established by the
Bank or a Third Party which enables the Customer to access
its Account(s), use any Services and/or give Instructions.
Fee Schedule means any fee schedule or fee schedule in
any letter of offer in respect of any fees for the opening,
operation and maintenance of any Account or the
provision of any Service.

Corporate Cheque means any cheque drawn by the Bank
or its Correspondent in the name and on behalf of the
Customer.

Force Majeure Event means any event beyond the Bank’s
reasonable control, including, without limitation:

Correspondent means a financial institution used by the
Bank to make a payment directly or indirectly to a payee or
perform any Services in connection with an Account and
includes any intermediary correspondent.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Correspondence means remittance advices, invoices and
other documents (as agreed by ANZ and the Customer).
Costs means costs, charges and expenses including those
incurred in connection with advisers and any legal costs.
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fire, flood, earthquake, storm or other natural event;
strike or other labour dispute;
war, insurrection, terrorism or riot;
acts or failure to act by any Authority;
changes in Law or any order of any Authority;
any failure, disruption or interference failure of any

telecommunications, electricity supply and other
utilities;
(g) any technical failures, disruptions or interference to any
computer system or equipment or any Channel
(whether caused by hardware or software); and
(h) any failure, disruption or interference of any Service
provided by the Bank or any Third Party or Third Party
System.

Optimisation Participants with a rate of interest based on
the total aggregate credit or debit balances (as agreed)
across all the Interest Optimisation Accounts.
International Payment means (i) a payment made from
an Account to a payee account in a different country from
the country in which such Account is held or (ii) a payment
made in a currency other than the domestic currency of
the country in which such Account is held and/or currency
that is not supported by local clearing.

Foreign Currency Account means an Account
denominated in a currency which is not the currency of the
jurisdiction in which the Account is held.

Invalid Instrument means an Instrument rendered invalid
as determined by the Bank for any reason, including, but
not limited to reasons such as, damage to the Instrument
(including wear and tear), invalid execution of the
Instrument, the Instrument becoming stale, the Customer
not having valid title to the Instrument, there not being
sufficient funds for clearing of the Instrument or the
cancellation or stop-payment of the Instrument.

Governing Jurisdiction means the jurisdiction in which
the Bank Group Member providing the relevant Accounts
and/or Services is located (or if the relevant Accounts or
Services are provided by a branch of the Bank, the location
of that branch) or such other jurisdiction agreed in writing
between the Bank and the Customer.

Law means any treaty, law, statute, rule, regulation, court
order or standard of any Authority or any request, order,
directive, guideline, notice, code, decision or statement of
policy or practice of any Authority having the force of law
or, if not having the force of law, in respect of which
compliance in the relevant jurisdiction is customary.

Guaranteed Money means all debit balances of any
nature, including any currency, standing in each of the
Notional Pooling Accounts and all monetary liabilities of
each Notional Pooling Participant to the Bank under or in
relation to each Notional Pooling Account irrespective of
whether the debit balances or monetary liabilities are
present or future; are actual, prospective, contingent or
otherwise; are at any time ascertained or unascertained; or
comprise any combination of the above.

Liquidity Service means Sweep Service, Interest
Optimisation Service and Notional Pooling Service.
Lockbox means a designated location at the Bank or at any
other location (including that of a Correspondent) as may
be agreed between the Customer and the Bank, for the
collection and safekeeping (until processing) of any
Instruments deposited by various payors in favour of the
Customer.

Host-to-Host means the electronic host-to-host
transmission system aimed at facilitating the integrity and
security of communications (including Instructions)
transmitted from the Customer to the Bank, or from the
Bank to the Customer.
Host-to-Host Service means the provision by the Bank to
the Customer of access to Host-to-Host.

Lockbox Service means a service provided by the Bank
whereby the Bank provides to the Customer a facility to
have Instruments deposited at a Lockbox or for electronic
payment instructions to be collected and processed by the
Bank and which may also include Cheque Collection
Services and services for cheque clearing and processing,
data capture, invoice reconciliation and the provision of
reconciliation reports.

Indirect Loss means any indirect or consequential loss
including loss of profits or anticipated savings, loss of
business opportunity, loss of goodwill or reputation,
business interruption, unauthorised access to or loss of
data, economic loss or any special, indirect or
consequential damage and includes any Costs arising in
connection with any of them. Indirect Loss does not
include any Loss that arises in the usual course of things
from the relevant act or omission.

Loss means any damage, loss, liability, Cost, delay or
diminution in value.
MACUG Service means the SWIFT Member Administered
Closed User Group environment service administered by
the Bank and set up between the Customer, Bank and
other Authorised SWIFT User.

Information means the content of any SWIFT Message
sent by the Bank to the Customer.
InstaCredit Service means a service provided by the Bank
to the Customer whereby the Bank credits an Account for
the full or partial amount of any funds which are
anticipated to be received by the Bank for the account of
the Customer prior to the Bank actually receiving those
funds in full.

Mandate means an authority from a third party (which
may be a customer of the Customer) to its bank for
electronic transfer of funds from an account of such third
party to the Customer.
Mobile Device means a mobile device as specified in the
relevant Agreements for that Bank App.

Instructions mean all requests and instructions (including
any standing instructions) relating to an Account or a
Service given by the Customer (or where applicable the
Agent) and received by the Bank through any Channel
(whether preferred or non-preferred) or any other means as
agreed between the Bank and the Customer and
“Instruction” means any of the same.

Notional Pooling Accounts means each Account
specified as such in the relevant Application Form.
Notional Pooling Participants means each participant
who participates in the Notional Pooling Service as
identified in the relevant Application Form.
Notional Pooling Service means a service provided by the
Bank whereby the balances of the Notional Pooling
Accounts of the Notional Pooling Participants that is
denominated in one or more agreed currencies are
notionally pooled for the purposes of interest calculation.
For the avoidance of doubt, the funds will not be physically
transferred from one Notional Pooling Account to another.

Instrument means cheques (including PDCs), Bank
Cheques, demand drafts, pay orders and any other
instruments of a similar nature.
Interest Optimisation Accounts means each Account
specified as such in the relevant Application Form.
Interest Optimisation Participants means each
participant who participates in the Interest Optimisation
Service.

OTC Banking means over-the-counter banking at a branch
of the Bank.

Interest Optimisation Service means a service provided
by the Bank whereby the Bank provides the Interest

Participants means Notional Pooling Participants, Sweep
Participants or Interest Optimisation Participants.
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PDC means post-dated cheque.

Bank, as the case may be, in relation to the use of the SWIFT
Messaging Services.

PDC List means a list containing the following details:

Personal Information means information or an opinion
about an identified individual or an individual who is
reasonably identifiable.

SWIFT Documentation means the SWIFT terms,
conditions, rules, policy, guides and procedures applicable
to the SWIFT Messaging Services or to the sending and
receiving of SWIFT Messages, as incorporated into the
SWIFT Agreement or notified to the Customer (or its
Authorised SWIFT User) by SWIFT or the Bank from time to
time.

Post-dated Cheque Management Service means a
service provided by the Bank for the warehousing and
management of PDCs.

SWIFT Message means an electronic communication,
message or file sent or appearing to have been sent using
the SWIFT Messaging Services.

Potential Termination Event means any event which,
with the giving of notice or the lapse of time or both,
would constitute a Termination Event.

SWIFT Messaging Services means SWIFT’s messaging
services which are available to exchange SWIFT Messages
between the Customer or Authorised SWIFT User from time
to time, including through SCORE or a MACUG Service.

(a) cheque numbers and dates of the PDCs;
(b) drawers of the cheques; and
(c) amount of the PDCs.

Purchase and/or Discounting Service means a service
provided by the Bank to credit the Account of the
Customer for the full amount or for part of the amount,
respectively, of Instruments and certain receivables of the
Customer prior to the clearing or value date.

Tax means any tax, levy, impost, duty or other charge or
withholding of a similar nature (including any penalty or
interest payable in connection with any failure to pay or
any delay in paying any of the same).
Termination Event means, in respect of the Customer, the
occurrence of any of the following events:

Reporting Services means a service provided by the Bank
for the collection and sending of balance and transaction
information relating to an Account or one or more
accounts of the Customer with a third party bank and the
reporting of such information to the Customer.

(a) Breach of Agreement. Failure by the Customer to
comply with, perform or observe any term or condition
contained in the Agreement and such failure is not
remedied on or before the fourteenth calendar day
after notice of such failure is given by the Bank.
(b) Bankruptcy. The Customer (i) is dissolved, becomes
insolvent or is unable to pay its debts or fails or admits
in writing its inability generally to pay its debts as they
become due; (ii) makes a general assignment,
arrangement or composition with or for the benefit of
its creditors; (iii) institutes or has instituted against it a
proceeding seeking a judgment of insolvency or
bankruptcy or any other relief under any bankruptcy or
insolvency law or other similar law affecting creditors
rights, or a petition is presented for its winding-up or
liquidation; (iv) has a resolution passed for its
winding-up, official management or liquidation; (v)
seeks or become subject to the appointment of an
administrator, provisional liquidator, conservator,
receiver, trustee, custodian or other similar official for it
or for any or substantially all of the Customer’s assets;
(vi) has a secured party take possession of all or
substantially all of its assets or has a distress, execution,
attachment, sequestration or other legal process
levied, enforced, sued on or against all or substantially
all of its assets; (vii) is subject to any event with respect
to it which, under the applicable laws of any
jurisdiction, has an analogous effect to any of the
events specified in paragraphs (i) to (vi) above
(inclusive) or (viii) takes any action in furtherance of, or
indicating its consent to, approval of, or acquiescence
in, any of the foregoing acts or circumstances;
(c) Material Adverse Change. There is a material adverse
change in the Customer’s financial position which the
Bank, in its sole and absolute discretion, has
determined may affect the Customer’s ability to
comply with its obligations under the Agreement; and
(d) Illegality. An event or circumstance occurs in relation to
either party where it becomes unlawful, for any reason
whatsoever, for a party to perform any absolute or
contingent obligation to make a payment or delivery
under the Agreement or to comply with any other
material provision of the Agreement or when the
Customer has acted negligently or in breach of any
trust or other fiduciary duty.

Sanctions means any economic or trade sanctions,
imposed by any Authority.
SCORE means the standardised corporate environment
service set up and administered by SWIFT.
Security means any mortgage, lien, charge or other
security or arrangement having like effect.
Security Device means security token, electronic key or
similar device.
Service means any cash product, service, Account,
Electronic Banking Channel, facility, loan, overdraft,
extension of credit or any other product, assistance or
support whatsoever provided by the Bank to the Customer
other than any facility, loan, overdraft or extension of credit
expressly agreed in writing between the Bank and the
Customer.
Service Partner means a person the Bank selects from
time to time to receive communications (including
Instructions) sent by the Customer, via Host-to-Host, for
processing and onward transmission to the Bank.
Service Schedule means any specific conditions applying
to a Service as documented in a specific service schedule
and/or such service schedule, as the context requires.
Sweep Accounts means each Account specified as such in
the relevant Application Form.
Sweep Participants means each participant whose
Accounts are involved in a Sweep Service as identified in
the relevant Application Form.
Sweep Service means a Service provided by the Bank
involving physical movement of funds in a Sweep Account
belonging to the Sweep Participants held either in the
same or different jurisdictions as identified in the
Application Form.
Subscriber Digital Certificates means Digital Certificates
allocated to an individual and embedded on a security
device such as a smart card or flash memory-based
Universal Serial Bus drive (USB) key.
SWIFT means S.W.I.F.T. SCRL, a Belgian limited liability
co-operative society of Avenue Adele 1, B-1310 La Hulpe,
Belgium.

Third Party means any independent contractor, agent,
partner bank, credit reporting body, insurer, reinsurer,
Correspondent appointed by the Bank as its agent or a

SWIFT Agreement means any agreement between SWIFT
and the Customer (or its Authorised SWIFT User) or the
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provider of a Third Party System (whether or not located in
the Customer’s or the Bank’s country of incorporation or
establishment).
Third Party System means any payment, clearing,
settlement or other system as provided by or established
with one or more Third Parties.
Users mean any persons delegated by the Customer to use
an Electronic Banking Channel and includes, but is not
limited to, Authorised Users.
User Guides means all (if any) customer guides, manuals or
similar documents made available by the Bank to the
Customer from time to time in relation to the Services, as
they may be amended by the Bank or any of its affiliates
from time to time.
Valid in relation to a Digital Certificate used by the
Customer means the public key of the Digital Certificate as
recorded by the Bank is registered as being associated with
the Customer with a status of “Valid”.
Vault means a centralised vault facility with specifications
as agreed from time to time with the Customer.
Virtual Account Numbers means dummy account
numbers assigned to the payors of the Customer.
Withdrawal means in respect of any Account, any
withdrawal or transfer of funds from such Account.
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（参考訳）付属定義書

1.
1.1
1.2

2.
2.1

適用

権限者とは、本契約に基づき、又はいずれかの口座
若しくは本サービスの運営若しくは使用に関し、指示
を与え、その他の行為、裁量行為若しくは任務を遂行
するにあたり、顧客に代わり行動する権限を顧客（又
は該当する場合は代理人）により付与され、当行に書
面で通知された者をいいます。

本文書は、総合銀行規定において言及する付属定義
書になります。

本付属定義書は、総合銀行規定を補足するものにな
ります。英語原文の本付属定義書で用いる頭文字が
大文字の用語は、本付属定義書において当該用語の
意味が記載されております。

権限あるSWIFTユーザとは、SWIFT登録をしている顧
客若しくは人のことで、SWIFTメッセージ・サービス
へのアクセスを与えるSWIFT契約の当事者としての義
務を正式に負い、それに関連した適格性基準を満たす
者をいいます。但し、代わりのソリューションに移行
するため顧客に与えられる期間として該当するSWIFT
契約に明記する期間においては、当該顧客又は権限あ
るSWIFTユーザは、当該SWIFT契約により求められる
適格性基準を満たしていないとしても、権限ある
SWIFTユーザであり続けます。

解釈及び定義
解釈

本契約において、文脈から別意に解することを要する
場合を除き、
(a) 者というときは、政府、州、州の機関、法人、団体
、協会、パートナーシップ又は個人を含みます。
(b) 者というときは、その者の法律上の代表者・代理
人、承継人及び認められた譲受人を含みます。
(c) 単数形は複数形を含み、逆も同様とします。
(d) 契約、文書又は法律に言及するとき、それは、当
面の修正、改正、更改、補足又は置き換えがなさ
れたその契約、文書又は法律（又は該当する場合
はその規定のいずれか）を指します。
(e) 条、項、号及びその他の見出しは、便宜上使用し
ているに過ぎず、それらの解釈には影響を与えま
せん。

2.2

権限あるユーザとは、ユーザおよび顧客に代わりエ
レクトロニックバンキング・チャネルを通じて電子的
に指示を与え、本契約に基づき、または、口座やサー
ビスの取り扱いや使用に関するその他の行動、裁量、
義務を実行する権限を、顧客が当行により承認された
方法で当行に対し通知した者をいいます。
監督官庁とは、規制、管理、政府、準政府、超国家
、法執行若しくは監督当局、裁判所又はその他の裁定
機関をいいます。
当行とは、ANZ、及び／又は、口座がいずれかの銀行
グループメンバーで開設される場合、若しくはある本
サービスがいずれかの銀行グループメンバーにより提
供される場合は、その銀行グループメンバーをいいま
す。

定義

口座とは、顧客が当行に保有する口座をいいます。

代理人とは、顧客が本契約並びに自己の口座及び本サー
ビスに関し自己の代理人として任命する者をいいます。

銀行アプリとは、当行によって提供されたモバイル
デバイス用のソフトウェアアプリケーションをいいま
す。

合意通貨とは、本契約に基づくいずれかの口座又は本
サービスに関する支払いのために利用する通貨として
顧客と当行との間で合意し通貨、又はかかる合意がな
い場合はかかる通貨として当行が顧客に通知した通貨
をいいます。

銀行アプリ配信者とは、当行にプロモーションライ
センスを提供し、銀行アプリをそのアプリケーション
ストアにて販売する者をいいます。

本契約とは、銀行総合規定、該当する国別付属書、該
当するカウンタパーティ付属書、該当するサービス付
属書、口座開設書類、料金付属書及びこの付属定義書
をいいます。

銀行小切手とは、当行またはその代理により顧客の
ために振り出される銀行小切手又は支払指図書をいい
ます。
銀行グループメンバーとは、ANZ、その持株会社、
その子会社、及びその持株会社の子会社のいずれか、
並びに上記のいずれかにより支配されるすべての者を
いい、各場合において世界のいずれの場所に所在する
かを問わず、すべての支店又は代表若しくは地域事務
所を含みます。

ANZとは、Australia and New Zealand Banking Group
Limited ABN 11 005 357 522.をいいます。

ANZ債権管理サービスとは、以下のいずれかまたはす
べてを含む回収または債権サービスをいいます。
・ 銀行口座に振り込まれる形の電子債権サービス（
口座引き落としサービスなど）
・ 銀行口座に振り込まれる形の小切手サービス（ロ
ックボックスサービスなど）
・ 銀行口座に振り込まれる形の物理的な現金サービ
ス（窓口での振込みなど）
・ これらに関する調整、利得、その他のオーバーレ
イサービス

受取人通知サービスとは、顧客に代わり顧客による
口座への資金の入金又は振替を受取人に通知する、当
行が提供するサービスをいいます。
営業日とは、(i)該当口座が保有されている国、(ii)指示
又は伝達が与えられる場合は、当該指示又は伝達の宛
先となる国、及び(iii)支払いが行われるか受領される場
合は、該当する通貨の本国において、当行が通常の銀
行業務を行うために営業している日（該当する口座が
保有されている国及び支払いが行われるか受領される
場合は該当する通貨の本国の法定休日又は祝祭日以外
）をいいます。

適用レートとは、当行のそのときの一般的な為替レー
ト、又はこれが入手できない場合は当行が合理的に決
定するレートをいいます。
口座開設書類とは、単数又は複数の口座あるいはサー
ビスの開設に関連して顧客によって署名された書類を
いいます。

現金回収サービスとは、回収場所からの現金の回収
に関し当行が提供するサービスをいいます。
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現金受け渡しサービスとは、当行が提供するサービス
であり、
それにより、現金が口座から引き出され、受
け渡し場所に送付されるものをいいます。

認証とは、顧客がエレクトロニックバンキング・チ
ャネルのアクセスおよび／または利用に関連したア
クセス識別子および／またはセキュリティーデバイ
ス、または所定のセキュリティー手順で、当行と顧
客間で随時合意されたデジタル証明書、一意識別子
、ユーザーネームおよび／またはパスワード、
電子署
名またはその他のセキュリティー情報または手順な
ど、エレクトロニックバンキング・チャネルのユーザ
であると識別するものをいいます。

チャネルとは、インターネット・ベースか否かを問わ
ず、当行の顧客が当行により提供される銀行業務その
他のサービスにアクセスしそれらを利用することを可
能にするため、当行又はいずれかの第三者サービス提
供者が随時提供することができ、顧客が（口座開設書
類その他で）申し込むことを選択できる、又は当行と
合意するとおりの、システム、媒体又は経路をいいま
す。当行と顧客との間で別段合意する場合を除き、口
座にアクセスし、又は本サービスを利用し、若しくは
指示を与える際の望ましいチャネルは、エレクトロニ
ックバンキング・チャネル、OTCバンキング及び
SWIFTメッセージであり、望ましくないチャネルは、
電話、電子メール、テレックス及びファクシミリ送信
になります。

顧客とは、口座開設書類に名前を記載された申込者
をいいます。
顧客情報とは、一般に公開されない、個人であるこ
とを識別するための情報をいいます。

締め切り時限とは、当行が顧客から指示を受ける(双
方が合意した)一番遅い時点をいいます。
付属定義書とは、文脈によって、この付属定義書に
記載する定義及び条項、並びに／又はこの付属定義
書をいいます。

小切手回収サービスとは、回収場所からの証券の回収
に関し当行が提供するサービスをいいます。

配送ボックスとは、顧客が書状を受取るために設定
したロックボックスや私書箱、指定された電子メー
ルアドレスまたはFAX番号をいいます。

小切手外部委託サービスとは、当行が提供する下記の
サービスのいずれかをいいます。
(a) 顧客名義での法人小切手の発行
(b) 銀行小切手の発行
(c) その他の証券の発行、及び

受け渡し場所とは、現金受け渡しサービスに関し、
顧客が指定する現金の受け渡しの場所をいいます。

デジタル証明書とは、デバイスに埋め込まれた電子
証明書で、送信者を認証し、指示の承認を確認し、デ
ータを暗号化して送信時に読み取られないようにす
るものをいいます。

上記に関連する印刷、小切手の特別注文、書式設定、
受け渡し、ペイメント・ウェアハウジング、支払口座
の照合、及び上記に関するレポート、又は上記のい
ずれかに関係若しくは関連するその他のサービス若
しくは活動（外貨為替手形に関するかかるサービス
は除きます）。

口座引き落とし管理サービスとは、当行が顧客に代
わって委任業務とそれに関する支払をする際に、当
行が提供するサービスをいいます。

預金通貨として引き出せる資金とは、無効にする又
は取り消すことのできない支払いを当行が受領した
、いずれかの口座に預金されたかいずれかの口座に
ある資金をいいます。

口座引き落とし委任とは、顧客が、当行または第三
者が顧客の口座から行う電子振込みを承認すること
をいいます。

取引客とは、顧客と取引を行っている者あるいは組
織をいいます。

口座引き落としサービスとは、支払人から顧客へ電
子振込みを行う、当行が提供するサービスをいいま
す。

回収場所とは、場合に応じ現金又は証券が回収され
る場所として当行と顧客との間で合意した場所をい
います。

エレクトロニックバンキング･チャネルとは、当行も
しくは第三者が設定したインターネット／オンライ
ンもしくは同様のチャネル（ANZファイル交換＜ホ
スト間＞を含む）で、顧客の口座にアクセスし、サ
ービス利用、および／もしくは指示の発行ができる
ものをいいます。

本規定とは、随時改正及び／又は補足されるANZ銀
行総合規定をいいます。

機密支払いサービスとは、当行が提供するサービス
であり、それにより、口座又は本サービスの運営又
は使用が顧客により機密として取り扱われ、一定の
権限ある者のみが当該口座又は本サービスを運営又
は使用することを許可されるものをいいます。

料金付属書とは、いずれかの口座の開設、運営及び
維持又はいずれかの本サービスの提供の料金に関す
る、料金表又は提案書における料金表をいいます。
不可抗力事由とは、当行の合理的な制御の及ばない
事由であって、下記を含むますがそれらに限るもの
ではありません。

支配とは、(a)ある者の持分の50%超の直接的若しく
は間接的な保有か、又は、(b)議決権の保有によるか
、契約その他によるかを問わず、ある者の経営及び
方針を指図するか指図させる権能か、いずれかをい
います。

火災、洪水、地震、荒天又はその他の自然事象
ストライキ又はその他の労働紛争
戦争、反乱、テロリズム又は暴動
いずれかの当局による行為又は不作為
法又はいずれかの当局の命令の変更
電気通信、電気の供給及びその他の公共事業設備
の故障、
混乱又は妨害
(g) いずれかのコンピュータ･システム若しくは機器
又はいずれかのチャネルの技術的な故障、混乱又
は妨害（ハードウェア又はソフトウェアのいずれ
に起因するかを問いません）、及び、
(h) 当行又はいずれかの本第三者若しくは第三者シス
テムが提供するいずれかの本サービスの故障、混
乱又は妨害外貨口座とは、口座が開設されている
国の通貨でない通貨建ての口座をいいます。
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

法人小切手とは、当行又はその代理銀行が、顧客名
義で顧客のために振り出す小切手をいいます。

代理銀行とは、口座に関連して、受取人に直接的若
しくは間接的に支払いを行うか、又はいずれかの本
サービスを遂行するために、当行が使用する金融機
関をいい、仲介代理銀行を含みます。
書状とは、送金通知書、請求書、
（ANZと顧客が同意
した）その他の文書をいいます。

コストとは、費用、手数料及び経費をいいます（ア
ドバイザーに関連して生じたもの及び弁護士費用を
含みます）。
カウンタパーティ付属書とは、顧客の企業形態に基
づき顧客に適用される個別の条件をいいます。

外貨口座とは、口座が保有される管轄地における通
貨と異なる通貨建ての口座を言います。

国別付属書とは、ある国別付属書に記載するとおり
の、口座又は本サービスに適用される国別の条件を
いいます。
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統治司法権とは、関連口座および／あるいはサービ
スを提供する銀行グループメンバーが所在する（も
しくは、関連口座やサービスが当行の支店によって
提供される場合、その支店の場所）における司法権
か、当行と顧客が書面によって合意したその他の司
法権のことをいいます。

ていないこと、当該証券の決済に十分な資金がない
こと、又は当該証券の取り消し若しくは支払い停止
が含まれますが、これらに限りません。

法とは、何らかの条約、判例法、制定法、規定、規
則、裁判所の命令、若しくはいずれかの当局の基準
、又は、法的効力を有するいずれかの当局の要求、
命令、指令、ガイドライン、通知、規約、決定、若し
くは方針若しくは方法の表明、若しくは法的効力を
有しない場合は、それに関し当該国において順守す
ることが慣例であるものをいいます。

保証金とは、いかなる通貨をも含む、あらゆる形態
のすべての借方残高で、残高や金銭的債務が現在存
在するか将来存在することが予想されるか、実在し
ているか、予想されるか、不確かかどうかに関わらず
、随時確認されているかどうか、あるいは上記のい
かなる組み合わせであっても、各概念的プーリング
口座と概念的プーリング加入者の当行に対する、あ
るいは各概念的プーリング口座に関するすべての金
銭的債務のことをいいます。

流動性管理サービスとは、スイープサービス、金利
最適化サービス、概念的プーリングサービスのこと
をいいます。
ロックボックスとは、さまざまな支払人が顧客を受
取人として預託する証券の回収及び（処理までの）
保管のために、顧客と当行との間で合意する、当行
における指定された場所又はその他の場所（ある代
理銀行における場所を含みます）をいいます。

ホスト間とは、顧客から当行へ、又は当行から顧客
へ電送された伝達情報（指示を含む）の完全性及び
セキュリティを促進することを目指すホスト間電送
システムをいいます。

ロックボックスサービスとは、当行が提供するサービ
スであり、それにより、当行が回収し処理すべき証券
が、ある金庫で又は電子的支払い指示のため預託され
る施設を、当行が顧客に提供するものをいい、小切手
回収サービス、並びに小切手の決済及び処理、データ
収集、インボイスの照合、及び照合レポートの提供に
関するサービスも含むことがあります。

ホスト間サービスとは、当行が顧客にホスト間への
アクセスを提供することをいいます。

間接的損失とは、あらゆる間接的な又は結果として
生じる損失のことをいい、得べかりし利益若しくは
期待された節約の喪失、事業機会の喪失、信用又は
評判の失墜、事業の中断、データへの認証されてい
ないアクセス若しくはデータの喪失、経済的損失又
は何らかの特別損害、間接的損害若しくは結果とし
て生じる損害及びこれらのいずれかに関連して生じ
たコストを含みます。間接的損害には、関連する行
為又は不作為から通常辿る経過において生じるいか
なる損失も含まれません。

損失とは、損害、損失、負債、コスト、遅延又は価値
の減少をいいます。
MACUGサービスとは、当行によって管理され、顧客
、当行、その他の権限あるSWIFTユーザによって管理
される、クローズドユーザグループ環境サービスを
いいます。

本情報とは、当行が顧客に送信するSWIFTメッセージ
の内容をいいます。

委任とは、第三者（顧客の顧客の場合も含みます）
の口座から顧客への電子的資金振替を当該第三者が
自己の銀行に承認することをいいます。

InstaCreditサービスとは、当行が顧客に提供するサ
ービスであり、それにより、当行が顧客の口座で受
領することを期待される資金の全額又は一部の金額
につき、当行がそれらの資金を実際に全額受領する
前に口座に入金するものをいいます。

モバイルデバイスとは、銀行アプリに関する契約に
特定されたモバイルデバイスのことをいいます。

概念的プーリング口座とは、関連する口座開設申請
書にそうであると特定された各口座のことをいいま
す。

指示（Instructions）とは、口座又は本サービスに関
し、いずれかのチャネル（望ましいチャネルか望ま
しくないチャネルかを問いません）、又は当行と顧
客との間で合意したその他の手段により、顧客（又
は該当する場合は代理人）が与え、当行が受けるすべ
ての要求及び指示（不変の指示を含みます）をいい、
「指示（Instructions）」は、これらのいずれかを意
味します。

概念的プーリング加入者とは、関連する口座開設申
請書に、概念的プーリングサービスの加入者であると
特定された者をいいます。
概念的プーリングサービスとは、概念的プーリング
加入者の単数または複数の通貨建ての概念的プーリ
ング口座の残高が、利息計算の目的で概念的にプール
される、当行が提供するサービスをいいます。誤解
を避けるために、概念的プーリング口座の資金が他
の口座に物理的に送金されることはありません。

証券（Instrument）とは、小切手（PDCsを含む）、
一覧払い為替手形、支払い指図書、及び類似の性質
を有するその他の証券をいいます。
金利最適化口座とは、関連する口座開設申請書にそ
うであることが特定された各口座をいいます。

OTCバンキングとは、当行のある支店での店頭銀行
業務をいいます。

金利最適化加入者とは、金利最適化サービス加入者
をいいます。

加入者とは、概念的プーリング加入者、スイープ加
入者、利息最適化サービス加入者をいいます。

金利最適化サービスとは、当行が金利最適化加入者
にすべての金利最適化口座の総残高もしくは借方残
高に基づいた利率を提供する、当行のサービスをい
います。

PDCとは、先日付小切手をいいます。

PDCリストとは、下記の詳細を記載したリストをい
います。
(a) PDCsの小切手番号及び日付、
(b) 小切手の振出人、及び、
(c) PDCsの金額

海外送金とは、(i)口座から当該口座が開設されている
国とは別の国にある受取人の口座に対して行われる支
払い、又は(ii)口座が開設されている国の通貨以外の通
貨、及び／若しくは現地の手形交換所により認められ
ていない通貨で行われる支払いをいいます。

個人情報とは、身元確認されたかある程度身元確認さ
れた個人についての情報もしくは見解をいいます。

無効証券（Instrument）とは、当行による決定により
何らかの理由で無効となった証券をいいます。当該
理由には、当該証券の損傷（磨耗を含みます）、当
該証券の執行が無効であること、当該証券が期限経
過となること、顧客が当該証券の有効な権原を有し

先日付小切手管理サービスとは、PDCの保管及び管
理に関し当行が提供するサービスをいいます。

潜在的解除事由とは、通知の送付若しくは時間の経
過又はこれらの両方により、ある解除事由を構成す
る事由をいいます。
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購入及び／又は割引サービスとは、顧客の証券及び
一定の受取口座の全額又は金額の一部それぞれにつ
き、決済又は実行日の前に顧客の口座に入金するた
めの、当行が提供するサービスをいいます。

泉徴収（これらのいずれかの納付不履行又は遅延に
関連して支払うべき追徴税又は利息を含みます）を
いいます。

解除事由とは、顧客に関し、下記の事由のいずれか
が発生することをいいます。

レポートサービスとは、口座又は他行における顧客
の1つ若しくは複数の口座に関する残高及び取引情報
の収集及び送信、並びにかかる情報の顧客への報告の
ために、当行が提供するサービスをいいます。

(a) 本契約の違反顧客が、本契約に含まれるいずれか
の約定又は条件を順守、又は履行遵奉せず、かか
る不順守又は不履行が、その旨の通知を当行によ
り与えられた後14暦日以内に是正されない場合。
(b) 破産顧客が(i)解散するか、債務超過となるか、支
払不能となるか、若しくは期日の到来した自己の
債務を支払うことをしないか全般的に支払えない
ことを書面で認めるか、(ii)自己の債権者との若し
くは自己の債権者のための一括譲渡、若しくは債
務免除を行うか、(iii)破産法等の倒産法若しくは
債権者の権利に影響を与えるその他類似の法に基
づく支払不能若しくは破産又はその他の救済の判
断を求める手続が、顧客に関して開始されるか開
始されたか、若しくは顧客の清算の申し立てがな
されるか、(iv)顧客の公的管理若しくは清算の決議
案が可決されるようにするか、(v)顧客若しくは顧
客の資産のいずれか若しくは実質的にすべての管
理者、暫定清算人、財産管理人、保全管理人、管
財人、保管者若しくはその他類似の官吏の任命を
求めるか、若しくは任命の対象となるか、(vi)顧
客の資産のすべて若しくは実質的にすべてを担保
権者に所有させるか、若しくは顧客の資産のすべ
て若しくは実質的にすべてに関し若しくはこれら
に対し自救的差押え、強制執行、差押え、仮差押
え若しくはその他の法的手続きが課され、執行さ
れ、若しくは請求されるか、(vii)いずれかの国の
適用法のもと、上の(i)号から(vi)号まで（(vi)号を
含む）に明記する事由のいずれかと類似の効果を
有する、顧客に関する事由の対象であるか、
又は
、(viii)上記の行為若しくは状況のいずれかを推進
し、
若しくはその同意、承認若しくは黙認を示す
措置を講ずる場合。
(c) 重大な不都合な変化。本契約に基づく顧客の義務
を順守するための顧客の能力に影響を及ぼし得る
と当行がその単独の裁量で判断した、顧客の財務
状態の重大な不都合な変化がある場合。
(d) 違法性。一方当事者が本契約に基づく支払い若し
くは受け渡しを行う絶対的若しくは偶発的な義務
を履行するか、又は本契約のその他の重要な条項
を順守することが、何らかの理由で違法となるか
、又は時間の経過により違法となる、ある事由又
は状況がいずれかの当事者に関し発生する場合、
または顧客の過失による行為、または信頼や信用
を損なう行動をとった場合。

制裁とは、いずれかの監督官庁が課すいずれかの経
済又は貿易制裁をいいます。

SCOREとは、SWIFTが設置し管理する標準化された企
業環境サービスをいいます。
担保とは、譲渡抵当、担保権、負担又はその他同様
の効果を持つ担保をいいます。
セキュリティ・デバイスとは、セキュリティ・トー
クン、電子キー又は類似のデバイスをいいます。

サービスとは、当行及び顧客間で書面により明示的
に合意されたファシリティ、ローン、当座貸越又は
与信を除き、当行が顧客に提供するあらゆる現金商
品、サービス、口座、エレクトロニックバンキング
・チャネル、ファシリティ、ローン、当座貸越、与
信、その他当行から顧客に提供されるあらゆる商品
、援助若しくは支援をいいます。

サービス･パートナーとは、処理及び当行への転送の
ため顧客がANZファイル交換（ホスト間）により送
信する伝達情報（指示を含みます）を受け取るべく
、当行が随時選択する者をいいます。
サービス付属書とは、文脈が求めるとおり、本サー
ビスに適用される個別のサービス付属書に記載する
とおりの個別の条件、及び／又は当該サービス付属
書をいいます。
スイープ口座とは、関連する口座開設申請書にそう
であると特定された各口座のことをいいます。

スイープ加入者とは、その口座がスイープサービス
に関連していることが、関連する口座開設申請書に
特定されている者をいいます。
スイープサービスとは、同じ司法権または口座開設
申請書に特定された別の司法権下にあるスイープ加
入者に所属するスイープ口座間における、資金の物
理的な移動に関する、当行が提供するサービスをい
います。

加入者デジタル証明書とは、個人に割り当てられた
デジタル証明書で、スマートカードやフラッシュメ
モリ内蔵のUSBドライブ・キーなどのセキュリティー
デバイスに埋め込まれているものをいいます。
SWIFTとは、ベルギーの有限責任協同組合である
Avenue Adele1, B-1310 La Hulpe, BelgiumのS.W.I.F.T.
SCRLをいいます。

第三者とは、独立した請負人又は代理人、取引銀行
、信用状況報告法人、保険業者、再保険会社、当行
の代理または第三者システムの提供者として任命さ
れた契約業務担当者（顧客又は当行の設立された国
に所在するか否かを問いません）をいいます。

SWIFT契約とは、SWIFTメッセージ・サービスの使用
に関する、SWIFTと（場合に応じ）顧客（又はその権
限あるSWIFTユーザ）又は当行との間の契約をいいま
す。

第三者システムとは、1人若しくは複数の本第三者に
より提供されるか、又は1人若しくは複数の第三者と
ともに設置する、支払・決済・決算又はその他のシ
ステムをいいます。

SWIFT書類とは、SWIFT契約に組み込まれるか、又は
SWIFT若しくは当行が顧客（又はその権限あるSWIFT
ユーザ）に随時通知する、SWIFTメッセージ・サービ
ス又はSWIFTメッセージの送受信に適用される、
SWIFTの約定・条件・規定・方針・指針及び手順をい
います。

ユーザとは、エレクトロニックバンキング･チャネル
に関連して口座開設書類又は当行が承認する方法で
の顧客による当行への通知において、「ユーザ」と
して特定される者をいいます。

SWIFTメッセージとは、SWIFTメッセージ・サービス
を使用して送信されたか送信されたように見える電
子通信、メッセージ又はファイルをいいます。

ユーザ指針とは、SWIFTメッセージ･サービスに関係
して当行が顧客に随時利用できるようにするすべて
の（あれば）顧客指針、マニュアル又は類似の文書
であり、当行又はその関連会社のいずれかが随時改
正し得るものをいいます。

SWIFTメッセージ・サービスとは、SCORE又は
MACUGサービスを通して顧客又はその権限ある
SWIFTユーザ間で随時SWIFTメッセージの送受信がで
きるSWIFTのメッセージ・サービスをいいます。

有効 顧客が使用するデジタル証明書における「有効」
とは、当行によって記録されたデジタル証明書の公開
鍵が、顧客と「有効」状態で関連付けられて登録さ
れていることをいいます。

税金とは、いずれかの税金、課徴金、賦課金、課役
、又は類似の性質を有するその他の負担若しくは源
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金庫室とは、顧客が随時同意した仕様を持つ一括管
理型金庫室設備のことをいいます。
仮想口座番号とは、顧客の支払人に割り当てられる
仮の口座番号をいいます。
引き出しとは、いずれかの口座に関し、当該口座か
らの資金の引き出し又は振替をいいます。
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