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to give anybody other than the Customer any right or
interest in an Account as against the Bank;
(i) that it is responsible for maintaining the security of its
data and ensuring that its data is adequately
backed-up. The Customer agrees that in the absence
of any wilful misconduct, gross negligence or fraud on
the part of the Bank, the Bank is not liable to the
Customer for any loss of its data; and
(j) that the Customer will not:
(i) decompile, disassemble, reverse engineer, modify,
enhance, adapt, translate, resell, distribute, licence,
sublicence, assign or make copies of, or remove
any copyright or proprietary notice from the
Bank’s or Third Parties’ intellectual property and
any Electronic Banking Channel;
(ii) do anything which interferes with, tampers with,
or otherwise adversely affects, any Bank and/or
Third Party‘s intellectual property rights used in
relation to any Electronic Banking Channel; and
(iii) use the Bank or any Third Party’s intellectual
property or any software of any Electronic Banking
Channel to develop other software or computer
applications or tools.
(k) that where the Customer is acting as a trustee of a trust
in using and operating a Service, even if the trust does
not have a trust deed, the Customer must advise the
Bank that it is so acting as a trustee. If the Customer has
not advised the Bank it is acting as a trustee of a trust,
the Bank may treat the Customer as acting on its own
behalf under the Agreement, and that Services are
being used for the Customer’s benefit only.

GENERAL BANKING CONDITIONS
INTRODUCTION
These ANZ General Banking Conditions set out the terms on
which the Bank provides its Customer with one or more Accounts
and Services and must be read together with:
(a)

the Definitions Schedule and any applicable Country
Schedule, Counterparty Schedule and Service Schedule,
each of which is a supplement to these ANZ General
Banking Conditions; and

(b)

the relevant Application Form and Fee Schedule.

Unless defined in these ANZ General Banking Conditions,
capitalised terms used in these ANZ General Banking Conditions
have the meanings given to them in the Definitions Schedule.
1.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES,
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

1.1

Customer Agreements. The Customer agrees:
(a) to provide the Bank with all information and
documentation as the Bank may reasonably request
from time to time, including as may be required by
Law or any agreement or arrangement with any local
or foreign Authority. The Customer acknowledges that
all information provided to the Bank shall be accurate,
complete, up to date and not misleading;
(b) to promptly (or otherwise within 30 days) notify the
Bank of any changes to information previously
provided to the Bank. The Customer agrees that until
the Customer has notified the Bank of such change
and the Bank has had a reasonable opportunity to act
on such notification, the Bank may rely on the
information previously provided to it;
(c) to comply with all instructions and procedures that the
Bank may from time to time impose in relation to the
operation or use of any Account or any Service,
including, without limitation, any identity checks,
verification procedures or other security procedures
that the Bank may use to establish authenticity of
Instructions or prior to carrying out any Service or part
of a Service;
(d) to make its own assessment as to whether it is subject
to any legal, regulatory or tax obligations or duties in
respect of the Agreement or any Account or Service
and at all times comply with such legal, regulatory and
tax obligations and duties. The Customer
acknowledges that the Bank is not providing any legal,
tax or accounting advice in respect of any Account or
Service, or any advice regarding the suitability or
profitability of any transaction associated with any
Account or Service;
(e) to inform the Bank as soon as possible of any error,
dispute or suspicion of fraud or illegality in respect of
any Account, Service or any Instruction;
(f) to use all reasonable precautions to prevent fraudulent
or unauthorised access to an Account or the use of any
Service;
(g) to inform the Bank as soon as possible of the
occurrence of any Termination Event;
(h) that its rights in respect of an Account are personal to
the Customer, and notwithstanding any other
provision contained in this Agreement, a purported
dealing by the Customer in relation to those rights
(including by way of assignment, transfer, Security,
declaration of trust or otherwise) will not be effective
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1.2

Role, Authority and Representations of Agent
(a) Representations in respect of Agent. Where the Customer
appoints an Agent, each of the Customer and the
Agent represents and warrants to, and agrees with, the
Bank that:
(i) the Customer has appointed the Agent as its
agent to enter into the Agreement with the Bank
on behalf of the Customer, and has authorised the
Agent to act or omit to act in any way the
Customer itself could act or omit to act with
respect to the Agreement and any Account or
Service, including, without limitation, in relation to
the following:
(A) the receipt of or access to any information
relating to the Agreement, an Account or a
Service;
(B) the operation of an Account or a Service,
including the issuing of any Instructions to
the Bank in respect of an Account or a Service;
(C) the agreement to any supplement to, or
amendment, restatement or variation of, the
terms of the Agreement, including, without
limitation, the addition or removal of any
Service;
(D) the execution of any document and
performance of any act required to effect or
implement any of the above matters,
and the Customer will be bound by all such acts
and omissions whatsoever that the Agent shall do
or cause to be done or omit to do or cause to be
omitted to be done;

(ii) the Bank is authorised to deal with the Agent as
the agent of the Customer until and unless it
receives written notice from the Customer that the
Agent is no longer authorised to act as the agent
of the Customer, and any such termination of
authority shall not affect any prior acts or
omissions of the Agent being binding on the
Customer; and
(iii) the Customer and the Agent have obtained all
necessary consents and taken all necessary action
or steps to ensure that the arrangements
contemplated above are carried out with due
authority and in accordance with applicable
contractual or legal requirements.
(b) Bank to Deal with Customer Only. The Bank shall not be
obliged to deal with any Agent but may elect to do so
in its absolute discretion and subject to such
conditions, limitations or restrictions as the Bank may
from time to time impose. Unless otherwise agreed by
the Bank, in the event of any dispute arising out of or in
connection with this Agreement (including, without
limitation, as a result of any act or omission by the
Agent), the Bank shall deal solely with the Customer.
1.3

Authorised Persons. The Customer acknowledges and
agrees that:
(a) each Authorised Person is authorised by the Customer
to give Instructions, perform any acts or obligations
under the Agreement for and on behalf of the
Customer and bind the Customer under the
Agreement and any transaction contemplated by the
Agreement in relation to an Account or any Service;
(b) the Customer is responsible to the Bank for all
Instructions signed, initiated, sent or given by an
Authorised Person and all acts of an Authorised Person
(including fees, charges and liabilities incurred or to be
incurred or arising from such Instructions or acts);
(c) the Bank may rely on any Instruction or agreement
signed, initiated, sent or given by an Authorised Person
which purports or appears to be genuine and to have
been signed, initiated, sent or given by an Authorised
Person by whom it purports to be signed, initiated,
sent or given, notwithstanding that the Customer
subsequently alleges that such instruction or
agreement is not authorised by the Customer;
(d) each Authorised Person will continue to be authorised
until such time as the Bank receives written notice
from the Customer to the contrary and until receipt of
such notification, the Bank will be entitled to rely on,
and will be fully protected in acting on, the information
relating to the Authorised Persons previously provided
to it;
(e) the Bank may require each Authorised Person to be
identified according to any Law or any other
requirement reasonably specified by the Bank. The
Bank may, in its discretion, not process or act on any
Instruction until it has completed the verification of
identity checks required by all applicable Law; and
(f) where the Bank has agreed to provide the Customer
with Confidential Payment Services, it is the Customer’s
responsibility for ensuring that only relevant personnel
as selected and authorised by the Customer are
appointed as Authorised Persons in respect of such
Confidential Payment Services.

1.4

Communication Channels and Instructions
(a) Channels and Instructions. The Customer agrees:

(i)

to use a Channel only for the purpose of (A)
accessing an Account or (B) using a Service or (C)
giving Instructions;
(ii) to comply with all applicable Laws in (A) its use of,
(B) the giving of Instructions in respect of, and (C)
any transactions initiated via, any Channel;
(iii) to ensure that any Instruction is correct, complete
and authorised and that the Bank is entitled to
assume so;
(iv) that any Instruction is irrevocable;
(v) that the Bank may (but is not obliged to) enquire
about or attempt to verify the authenticity of any
Instruction;
(vi) that the Bank may act on any Instruction even if
such Instruction is contrary or inconsistent with
any other existing Instruction received by the
Bank;
(vii) that, if requested by the Customer, the Bank will
use reasonable endeavours to cancel a transaction
(including any payment) which the Bank has
carried out following receipt of an Instruction or, if
not carried out, to stop the further processing of
the transaction (including the payment), but the
Bank will have no liability for failure to do so. The
Customer acknowledges and agrees that in
respect of any payment, if it requests the Bank to
cancel an Instruction, the Bank may not return the
funds to the Customer until they are received by
the Bank.
(viii) that the Bank may refuse to act on any Instruction
if:
(A) the Instruction has not been received prior to
the relevant Cut-off Time;
(B) the Instruction is incorrect, incomplete,
unclear or inconsistent or does not comply
with the format specified by the Bank or
agreed with the Bank;
(C) the Instruction appears to the Bank to be
unauthorised, not authentic or in breach of
any relevant security measure;
(D) (whether in respect of a future value date
Instruction or otherwise) the value of any
Withdrawal in an Instruction exceeds the
Cleared Funds available in the relevant
Account at the relevant time or any maximum
limit allowed by the Bank or agreed by the
Customer;
(E) the Instruction is not within any processing
limits set by the Bank or threshold or
authorisation limits set by the Customer
(where applicable converted into the relevant
currency at the Applicable Rate);
(F) accepting or acting upon any Instruction
would require any action by or information
from the Bank on a day that is not a Business
Day;
(G) accepting or acting upon any Instruction
would cause a breach of any other agreement
between the Bank and the Customer or any
applicable Law, Sanction, requirement of any
competent Authority or any internal policy
relating to corporate governance, risk
management or audit; or
(H) a Termination Event has occurred.
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(b) Electronic Banking Channel. In respect of an Electronic
Banking Channel, the Customer acknowledges and
agrees that:
(i) the Customer shall be responsible for identifying
and establishing the appropriate Users and
ensuring that only those Users have access to the
Electronic Banking Channel and, in respect of an
Authorised User, the Customer shall also be
responsible for creating the relevant authorities for
those Authorised Users ;
(ii) Instructions given through the Electronic Banking
Channel shall be legal, valid and binding on the
Customer and shall have the same legal effect,
validity and enforcement as if signed in writing;
(iii) If the Bank provides the Customer with Security
Devices for use by the Customer to access the
Electronic Banking Channel, all title and rights in
such Security Devices belong to the Bank and will
remain the property of the Bank. The Customer
shall return the relevant Security Device to the
Bank as soon as reasonably practicable if a User’s
right to access the Electronic Banking Channel is
cancelled and/or if otherwise required by the
Bank;
(iv) information made available by the Bank through
the Electronic Banking Channel may only be
updated at certain intervals and as such may not
reflect Instructions given or transactions made
through the Electronic Banking Channel in real
time;
(v) it will take appropriate steps to ensure its
computer or any Mobile Device has the
appropriate software to access and operate an
Electronic Banking Channel and is protected
against malware, viruses and unauthorised access;
(vi) it will ensure that all Credentials are provided only
to those of its employees who are Users, and that
each User is required:
(A) to maintain the strict confidentiality and
secrecy of his/her Credential; and
(B) not to record his/her Credential in any written
form;
(vii) it will notify the Bank immediately by telephone
(and must confirm such notice in writing to the
Bank within 48 hours of such call) if the Customer
believes or suspects that there has been or may
be:
(A) any fraudulent or unauthorised access to, or
use of, any Credential or Electronic Banking
Channel; or
(B) any breach of any other security procedure
prescribed by the Bank,
(together a “Security Alert”), and unless and until
the Customer notifies the Bank as provided above,
the Customer will remain responsible for, and be
bound by, any communications (including all
Instructions) which the Bank receives that are
accompanied by, or sent following input of, a valid
Credential, regardless of whether such
communication were, in fact, made or authorised
by the Customer. If after investigation the Security
Alert is determined by the Bank to be false, the
Customer remains bound by the communication;
(viii) following the Bank’s receipt of a notice referred to
in Clause 1.4(b)(vii) above, the Bank may take such
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action as the Bank considers appropriate to seek to
mitigate or remedy the relevant Security Alert,
including suspending the Customer’s further use
of an Electronic Banking Channel until such time
as the Security Alert has been resolved;
(ix) as electronic services are subject to interruption,
unavailability or breach of security for a variety of
reasons, access to and use of any Electronic
Banking Channel is offered on an ‘as is, as available’
basis only. The Customer is responsible for
ensuring that the Customer has adequate
contingency plans to enable the Customer to
transact business by other means should there be
an interruption to, or unusual delay in respect to
the operation of, an Electronic Banking Channel.
(c) Non-preferred Channels. Where Instructions are
provided through a non-preferred Channel, the
Customer acknowledges and agrees that:
(i) the Customer accepts any risks in initiating and
sending Instructions through a non-preferred
Channel (which it acknowledges is not a secure
means of sending Instructions and that the
Customer is using the non-preferred Channel for
its own convenience and other efficiency benefits),
including the risk that an Instruction may be given
that is incomplete, inaccurate or not received in
whole or in part by the Bank, that an Instruction
may be mistakenly given or altered or that an
Instruction, or a request or instruction purporting
to be an Instruction, may be fraudulently given,
altered or not otherwise authorised by the
Customer and acted upon by the Bank;
(ii) the Bank is not obliged to act on or rely upon any
such Instruction; but should the Bank elect (at its
discretion) to act on such Instruction, it may (but is
not obliged to) carry out verification checks or
other security measures as required (regardless of
the nature of the transaction or arrangement or
the amount of money involved); and
(iii) where the Bank elects to act on such Instruction,
the Bank is entitled to treat such Instruction as
being fully authorised by and binding on the
Customer (whether or not verification checks or
other security measures are carried out).
(d) Recording of Communications. Subject to applicable
Law, either party may record any telephone calls
between them for quality control, security audit and
legal and regulatory compliance purposes and may
produce records of these communications as evidence
in proceedings brought in connection with the
Agreement.
(e) Notice by Electronic Communication. The Customer:
(i) agrees that any notices from the Bank may be
provided by:
(A) electronic communication to the Customer’s
nominated electronic address or nominated
mobile number; or
(B) being made available on the Bank’s website at
www.anz.com for retrieval by electronic
communication with the Customer, on the
condition that the Bank;
(1) promptly notifies the Customer by
electronic communication to the
Customer’s nominated electronic
address or nominated mobile number

that the information is available for
retrieval on the Bank’s website at
www.anz.com, and the nature of the
information; and

1.6

(a) Notwithstanding any other provision contained in this
Agreement to the contrary, the Bank is not obliged to
do or omit to do anything if it would, or might in its
reasonable opinion, constitute a breach of any
anti-money laundering, counter-terrorism financing or
economic or trade sanctions laws or regulations
applicable to the Bank.
(b) The Customer must promptly provide to the Bank all
information and documents that are within its
possession, custody or control reasonably required by
the Bank in order for the Bank to comply with any
anti-money laundering, counter-terrorism financing or
economic or trade sanctions laws or regulations
applicable to the Bank.
(c) The Customer agrees that the Bank may disclose any
information concerning the Customer to any Authority
where required by Law.
(d) The Customer agrees to exercise its rights and perform
its obligations under the Agreement in accordance
with all applicable anti-money laundering,
counter-terrorism financing or economic or trade
sanctions laws or regulations.
(e) The Customer declares that it is acting on its own
behalf and not in a trustee or agency capacity, unless
otherwise disclosed to the Bank.

(2) provides the Customer with the ability to
readily retrieve the information by
electronic communication.
(ii) may vary the Customer’s nominated electronic
address or terminate the Customer’s agreement to
accept electronic communication by providing
written notice to the Bank;
(iii) may request the Bank to provide the Customer
with a paper copy of the information made
available on the Bank’s website at www.anz.com
within six months from the receipt of the relevant
electronic communication to the Customer’s
nominated electronic address advising the
information is available for retrieval; and
(iv) agrees any electronic communication sent by the
Bank to one joint account holder, trustee, partner
or person in any entity comprising more than one
person shall be deemed to be received by all joint
account holders, trustees, partners and persons
jointly.
1.5

Customer’s Representations and warranties
The Customer represents and warrants to the Bank, that:
(a) where the Customer is a corporation,
(i) the Customer is duly incorporated, established
and validly existing under the Law of the
Customer’s country of incorporation,
establishment or constitution (as the case may be);
(ii) the Customer has the power to enter into and
perform, and has taken all necessary action to
authorise the entry into and performance of the
Agreement to which the Customer is or will be a
party and the transactions (including any loans to
and borrowings from any companies related to
the Customer) contemplated by the Agreement;
(iii) it is for its corporate and commercial benefit for it
to enter into the Agreement, and doing so is
consistent with its corporate interest; and
(iv) neither the signing, delivery or performance of the
Agreement nor any Instruction or transaction
contemplated by the Agreement does or will
contravene or constitute a default under, or cause
to be exceeded:

1.7

(C) any agreement which is binding upon the
Customer; and
(b) where the Customer is acting as an agent on behalf of
another person or entity, it has the full capacity and
authority to enter into the Agreement and agrees to
be subject to the same obligations under the
Agreement as if it were acting on its own behalf.
(c) where a Customer is acting as a trustee:
(i) it has full power and authority to operate the
Account or use the Service in the manner the
Customer uses it; and
(ii) in entering into the Agreement and in using
Accounts and the Services, the Customer is at all
times acting in the best interests of the
beneficiaries of the trust.

Intellectual Property
(a) The Customer acknowledges and agrees that all
intellectual property rights in any document, software,
data, thing or process forming part of or used in
relation to an Account or Service or a Channel are
owned by either the Bank or a Third Party and that the
Customer does not have, and operation or use of an
Account or any Service or a Channel does not give the
Customer, any right, title or interest in such intellectual
property right.
(b) The Customer agrees and undertakes not to do
anything which interferes with, tampers with or
otherwise adversely affects any intellectual property
rights forming part of or used in relation to an Account
or Service or a Channel.

2.

BANK RESPONSIBILITIES

2.1

Services and Service Schedules. The Bank shall provide
one or more Services to the Customer as agreed from time
to time with the Bank. To the extent the provision of a
Service is not addressed in the Conditions, the applicable
Service Schedule shall apply to the provision of such
Service.

2.2

Independent Contractors, Agents and Third Parties

(A) any Law applicable to the Customer or any of
the Customer’s assets;
(B) the Customer’s constitutional documents; or

Anti-Money Laundering

(a) The Bank may use a Third Party or a Third Party System
in connection with any Service. Where the Bank
appoints any Third Party or uses any Third Party
System, unless otherwise agreed with the Customer
the Bank will only be liable as provided under Clause
2.4 in respect of any such Third Party that is its agent
and not otherwise. The Bank will not be liable for any
Loss of the Customer where the Customer appoints or
selects the Agent or Third Party System.
(b) The Customer’s only recourse in connection with an
Account or Service is against the Bank alone in
accordance with Clause 2.4 and not against any Third
Party.
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2.3

Bank Role. The Bank is not acting as a fiduciary for or an
advisor to the Customer in respect of the Agreement or any
transaction thereunder.

2.4

Liability. The Bank shall not be liable to the Customer or
any Agent for any Loss suffered or incurred or which may
arise directly or indirectly in any way arising from or in any
way connected with an Account or any Service, save that
the Bank shall remain liable to the Customer or such Agent,
as applicable, for any direct Loss to the extent only that, that
Loss is caused by the Bank’s (or its agent’s) gross negligence,
wilful misconduct or fraud. Notwithstanding the above, the
Bank will not in any circumstances be liable for:

the Customer with one or more current Accounts or
time or fixed term deposit Accounts.
(b) The Customer shall provide the Bank with the
necessary Instructions with respect to the handling of
any time or fixed term deposit Account at maturity. In
the absence of any Instructions, the Bank may (but is
not obliged to) renew the time or fixed term deposit
Account by placing, as a fresh deposit, the principal
plus accrued interest for such period as it deems fit or
as permitted under applicable Law. Interest shall be
payable based on the rate determined by the Bank or
as agreed between the Bank and the Customer. Any
withdrawal prior to its maturity date may only be made
with the prior consent of the Bank and on such terms
and conditions as the Bank may impose from time to
time. The Bank may withhold some or all of the interest
payable or may impose charges on any time or fixed
term deposit Account from which withdrawals are
made prior to maturity.

(a) loss of data or business which the Customer or Agent
may suffer;
(b) any interruption to business; or
(c) any failure to realise anticipated savings, and
neither the Bank nor the Customer will be liable to the
other party for any Indirect Loss.
2.5

Performance of Services. To the maximum extent
permitted by Law, the Bank makes no, and disclaims all,
warranties, guarantees, conditions and covenants in each
case, whether express, statutory, implied or otherwise
arising from course of performance, course of dealing or
usage of trade (or their equivalents under the laws of any
jurisdiction), regarding Services, including:

3.3

(a) Any debits and credits denominated in a different
currency from that of the relevant Account shall be
converted into the relevant currency at the Applicable
Rate. Any charges incurred in connection with such
conversion will be for the account of the Customer.
The Bank is only obliged to effect a payment or a
transfer of funds to or from an Account at the place
where the Account is established and held.
(b) In respect of any Account:
(i) the Bank assumes no liability for any diminution in
the value of funds in any Account for any reason
whatsoever (for example, fluctuation in exchange
rates, taxes or depreciation) or the unavailability of
such funds on maturity due to restrictions on
convertibility, requisition, involuntary transfers,
moratoria, exchange controls or any Force Majeure
Event;
(ii) if the country of origin of any currency restricts the
availability, credit or transfers of any funds in that
currency, the Bank will have no obligation to pay,
from any Account, such funds in that currency.
The Bank may (but shall not be obliged to), and
the Customer authorises the Bank to, discharge its
obligations with respect to such funds by paying
to the Customer, at any time (whether before or
after maturity), such funds in any other currency at
the Applicable Rate and in any manner as the Bank
may determine at its discretion acting reasonably.
The Customer agrees that any such payment shall
constitute good, valid and complete discharge of
the Bank’s obligations to the Customer with
respect to such funds;
(iii) without prejudice to Clauses 3.3(b) (i) and (ii)
above, the Customer acknowledges that all
deposits in Foreign Currency Accounts are subject
to fluctuations in prevailing market conditions
which upon maturity may result in either gains or
losses to earnings and/or investments; and
(iv) the Customer acknowledges that opening of any
Foreign Currency Account may be subject to such
terms and conditions as may be imposed by the
Bank from time to time.

(a) of merchantability, fitness for a particular purpose or
use, title, non-infringement, timeliness or currency; or
(b) that a Service (or access to any portion thereof ) will be
uninterrupted or error-free, and the Customer assumes
the responsibility to take adequate precautions against
damages to its operations which could be caused by
defects, interruptions or malfunctions in the Service.
In particular, the Customer acknowledges and agrees that
where any file conversions are required in the use of the
Service that the Customer will bear the risk of any errors or
deficiencies in such file conversion.
2.6

Compliance with Verification Checks And Security
Procedures. The Bank shall not at any time be obliged to
carry out a Service or any part of a Service in the event that
any identity checks, verification procedures or other
security procedures that the Bank may, at its discretion,
acting reasonably, impose in respect of that Service have
not been complied with to its satisfaction.

2.7

Force Majeure Event. Notwithstanding the foregoing,
neither the Bank nor the Customer shall be responsible or
liable to the other party for any Loss incurred or sustained
by the Bank or the Customer due to a Force Majeure Event.
If, as a result of a Force Majeure Event, the Bank becomes
unable, wholly or in part, to perform any of its obligations
under the Agreement or to provide or maintain an Account
or a Service, the Bank will suspend the relevant Account or
Service until the relevant Force Majeure Event has ceased
to affect the availability of the Account or Service.

3.

ACCOUNTS AND SERVICES

3.1

Opening of Accounts. The Bank shall open and maintain
one or more Accounts for the Customer from time to time
as agreed by the Bank. The opening and operation of each
Account shall be subject to the Agreement, any applicable
Law, Sanction and the rules of any relevant Authority.

3.2

Types of Account
(a) The Bank may, in its sole discretion, agree to provide
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Currency of Account

3.4

Interest. Each Account may or may not be interest bearing
as notified by the Bank to the Customer. The rate, if any, at
which interest shall accrue on the amount maintained in an

Account shall be as agreed between the Bank and the
Customer or, where there is no such agreement, as
determined by the Bank in its discretion acting reasonably
and notified by the Bank to the Customer from time to
time.
3.5

Deposits and Receipts
(a) Cash Deposit. In connection with any cash deposit into
any Account:
(i) such deposit will be subject to such limits as the
Bank may specify. The Bank shall be entitled to
refuse any cash for deposit if, in its sole
determination, the Bank is unable to satisfy itself as
to the origin of any such cash;
(ii) if the Bank agrees to accept cash deposits in a
currency other than the currency of the
jurisdiction of the relevant branch at which the
deposit is made (“Branch Currency”), the Customer
agrees that the Bank may convert that cash
received from the Customer into the Branch
Currency at the Applicable Rate; and
(iii) the Customer acknowledges and agrees that
deposit slips are not valid receipts or documents
of title. If the amount indicated on the deposit slip
differs from that of the Bank’s cash count, the
Bank’s cash count shall be final and conclusive.
(b) Cheque Deposit. In connection with any cheque deposit
made into any Account:
(i) when cheques (whether drawn on domestic
banks or foreign) are deposited for credit to the
Account, the Bank is not obliged to credit the
Account immediately and may not credit the
Account, until and unless the proceeds are
considered to be Cleared Funds;
(ii) the Bank will debit the Account with the credited
amount, together with all applicable charges,
interest and commissions relating thereto, if the
cheque is subsequently dishonoured or unpaid for
any reason;
(iii) the Bank shall have absolute discretion to accept
or refuse any cheque or Instrument for deposit. All
cheques deposited are received by the Bank as
agent for collection. The Bank may in its discretion
process a cheque even if there is a difference in
the beneficiary name specified on the cheque as
compared to the account name of the Customer.
Dishonoured cheques may be returned by post to
the Customer, at its last known address, at the
Customer’s own risk and expense;
(iv) the Bank may agree with banks or clearing houses
to vary procedures and timelines relating to the
collection of returned cheques or any other item.
The Bank is not responsible for actions taken by
such banks (or their agents) or clearing houses or
for the loss or destruction of any such item in
possession of such banks or clearing houses or
while in transit. The Customer agrees to use
reasonable efforts to assist the Bank in locating or
obtaining replacements of items lost while in the
Bank’s possession;
(v) the Customer shall immediately notify the Bank if
it becomes aware that any cheque (whether
completed or in blank) is lost or stolen. The
Customer shall not use any Account to allow any
third party to issue cheques or otherwise use such
Account unless specifically agreed to in writing by

the Bank. The Customer shall not issue cheques
that are post-dated and the Bank shall not be
liable for any Loss caused by premature payment
or certification of a post-dated cheque. Further,
the Customer shall not insert and the Bank is not
required to comply with, any condition, restriction
or legend on any cheque;
(vi) the Customer agrees that the Bank need not give
notice of dishonor or note and protest of any
dishonoured Instrument to which the Customer is
party and of which the Bank is the holder;
(vii) any cheque which is returned unpaid from the
drawee bank or the Correspondent will be
returned by the Bank to the Customer along with
the respective return memos. However, if any such
returned cheque is stolen, lost in transit or
misplaced by the drawee bank or the
Correspondent then the Bank will not be under
any obligation to return that unpaid cheque to the
Customer. In such cases, the Bank’s statement
intimating the non-payment and the loss of the
returned cheque will be final and binding on the
Customer; and
(viii) the Customer agrees and confirms that it will be
the Customer’s obligation to resolve any
discrepancy that may be caused by the drawee
bank issuing a realisation certificate in respect of
an item for which the Bank or its Correspondent
may have received intimation that the said
cheque/draft has been returned unpaid, or
otherwise remains outstanding.
(c) Direct Debit Services. The Bank will provide an electronic
collection service to enable monies to be drawn from a
Customer’s client’s account via a Third Party System,
provided the Customer’s client has provided authority
to do so. The Customer acknowledges and agrees that
the Bank is not required at any time to verify or check
that the Customer has complied with any of its
obligations in regard to the use of the Direct Debit
Service.
(d) Receipts. In respect of any funds received by the Bank
for the account of the Customer:
(i) unless otherwise notified by the Bank to the
Customer, any such funds shall be made available
for use by the Customer in accordance with the
Bank’s usual policy and practice for receipt of
funds;
(ii) unless otherwise instructed by the Customer, the
Bank may deposit such funds into any of the
Customer’s Accounts. If any funds are in a currency
in which the Customer does not have an Account,
the Customer agrees that the Bank may, acting
reasonably, convert the sum received into a
currency in which the Customer has an Account at
the Applicable Rate;
(iii) if the Customer instructs the Bank to deposit funds
into a particular Account and the funds received
by the Bank are in a currency which is different
from that of such Account, the Bank shall convert
the sum received into the currency of such
Account at the Applicable Rate; and
(iv) where
(A) funds credited to any Account in anticipation
of receipt of funds (I) are not actually received
by the Bank or (II) have been credited in error
or as a result of fraud; or
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(B) the Bank is (I) obliged to return funds credited
to any Account or (II) does not receive funds
for the Customer’s credit on the date advised
by or on behalf of the Customer; or
(C) the Bank has reasonable grounds for doing so,
the Bank shall be entitled to debit any Account
with the amount previously credited (where
applicable, converted at the Applicable Rate)
together with any applicable charges, interest and
commissions relating thereto.
3.6

Withdrawal and Payments
(a) Withdrawal and Payments. In respect of any Withdrawal
from an Account or payment Instructions by the
Customer:
(i) the Bank will, subject to any limit agreed or
imposed by the Bank, allow a Withdrawal from
such Account:
(A) if the Customer has Cleared Funds in such
Account at least equal to the Withdrawal
amount;
(B) if the Withdrawal, including any Instruction, is
completed in compliance with the
Agreement; and
(C) regardless of whether the relevant Instrument
presented to the Bank is drawn, endorsed or
payable to cash, bearer or the order of the
signatory or any Authorised Person;
(ii) the Bank may, in its sole discretion, allow a
Withdrawal of funds which are not Cleared Funds.
If such funds are subsequently reversed or
dishonoured, the Bank may exercise recourse
against the Customer and the Customer will be
liable for the value of the relevant debit to such
Account;
(iii) if it is not practicable for the Bank to honour the
Customer’s requested Withdrawal method, the
Bank may honour any Withdrawal request by
provision of a Bank Cheque for effecting the
relevant payment;
(iv) the Bank will process any Instructions on the
payment date specified by the Customer,
provided:
(A) the Instruction has been received by the Bank
prior to the relevant Cut-off Time;
(B) the payment is within any processing limits
set by the Bank or threshold or authorisation
limits set by the Customer (where applicable
converted into the relevant currency at the
Applicable Rate); and
(C) the Account has sufficient Cleared Funds or
adequate credit arrangements in place to
make the payment specified in the
Instruction;
(v) if an Instruction is received on or specifies a
payment date falling on a non-Business Day, the
payment will be processed on the next Business
Day, unless otherwise agreed between the Bank
and the Customer;
(vi) the Bank is, on receipt of an Instruction, authorised
to debit the relevant Account for the amount of
the payment and to deduct any applicable
commission, fees, charges and expenses;
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(vii) unless specified by the Customer in any
Instruction, the Bank may determine the order of
priority of any payment in any Instruction;
(viii) notwithstanding any Instruction by the Customer
to the contrary, the Bank reserves the right to use
any Third Party System, any Third Party and any
Agent in the execution of any funds transfer
Instruction and may otherwise use any means of
executing the funds transfer Instruction which the
Bank deems reasonable in the circumstances;
(ix) in respect of any International Payment:
(A) the Customer acknowledges and agrees that
a Correspondent may charge commissions,
fees or charges in making an International
Payment to a payee’s account. The Bank has
no control over such commissions, fees or
charges. They may either be: (I) paid by the
payee separately or be deducted by the
Correspondent from the funds paid to the
payee’s account. Where such a deduction is
made by the Correspondent, the payee will
receive funds less than the value amount
specified in the Instruction; or (II) paid by the
Customer to the Bank in accordance with the
Fee Schedule;
(B) a Correspondent may at any time convert a
payment to its own preferred currency before
effecting the payment; and
(C) the Bank may receive payment of commission
from or enter into commission/revenue
sharing arrangements with its Correspondent,
the amount of which will depend on various
factors, including the volume of business
between the Bank and that Correspondent;
(x) the Customer acknowledges and agrees in
connection with any funds transfer Instruction:
(A) the Bank may rely upon (I) the identifying
number of the beneficiary, (II) the beneficiary’s
bank or (III) any Third Party included in the
funds transfer Instruction. Further, the
Customer acknowledges that the beneficiary’s
bank may make payment on the basis of such
identifying number even if it identifies a
person different from the named beneficiary,
and accordingly agrees that the Customer
shall be responsible for the consequences of
any inconsistency between the name and
identifying number of any party in such funds
transfer Instruction;
(B) that the Bank’s ability to send an Instruction is
subject to: (I) the availability of that particular
currency; (II) the Bank’s ability to deal with
that particular currency; and (III) the
applicable Law and regulations and policy
requirements and restrictions of any relevant
Authority, Correspondent, receiving, clearing
or settlement bank related to that particular
currency;
(C) that certain foreign currencies may be subject
to fluctuating currency exchange rates, may
not be freely convertible and may be subject
to relevant regulatory and other policy
requirements and restrictions applicable to
that currency. The Customer further

acknowledges that fluctuation of the
exchange rates could adversely impact the
amount of interest earned (if any) on the
Account.
(xi) the Customer declares and undertakes to the Bank
that any payment processed by the Bank in
accordance with any Instruction, will not breach
any Law, Sanction or requirement of any
competent Authority or any term of the
Agreement, and that the Customer will not make
or allow to be made any payment for any illegal or
fraudulent purpose;
(xii) where the Bank has agreed to accept prior dated
payment Instructions, the Customer
acknowledges and agrees, any payment
processed under a prior dated Instruction
submitted by the Customer will be processed for
value on the day it is received by the Bank or,
should the instruction be received after the
applicable Cut-off Time, on the next Business Day.
The payment will not be processed for value on
the past date specified in the payment Instruction;
and
(xiii) any Service involving an account with another
financial institution will be subject to that financial
institution sending the required information to or
carrying out transfer instructions from the Bank
within the required time.
(b) Cheque Services. Where the Bank has agreed to provide
the Customer with cheque services in respect of an
Account or to issue an Instrument at the request of the
Customer:
(i) the Customer shall
(A) destroy or return to the Bank any unused
cheques and related materials upon the
termination of such Account; and
(B) notify the Bank as soon as possible of the loss
or theft of any Instrument;
(ii) the Customer acknowledges that if any third party
becomes a holder of an Instrument, it may be
entitled to enforce payment against the Bank;
(iii) if the Customer requests the Bank to stop or
cancel any Instrument:
(A) the Bank may
(1) in its sole discretion, acting reasonably,
determine whether to stop or cancel that
Instrument,
(2) if the Bank is able to determine that
payment and processing of that
Instrument has not yet been completed,
the Bank shall use best efforts to stop or
cancel, as applicable, that Instrument and
will debit any applicable charges for
doing so to the Customer’s Accounts
and, if that Bank Instrument is a Bank
Cheque and the Bank does stop or
cancel that Bank Cheque, it will credit the
value of that Bank Cheque to the
Customer’s nominated Account;
(B) if the Bank has met or elects to meet a
payment on any Instrument notwithstanding
the request from the Customer to stop or
cancel the Instrument (whether due to loss,

theft or any other reason), the Customer is
responsible for and authorises the Bank to
debit the Customer’s nominated Account for
any amount which has previously been
credited to the Customer;
(C) the Customer shall promptly notify the Bank
to cancel any such request if and when the
reason for such request ceases to exist; and
(D) unless the Customer cancels that request by
earlier written notice to the Bank, any such
request shall expire and be of no further effect
on the earlier to occur of (I) the payment or
cancellation of the Instrument; (II) the closing
of the Account upon which the Instrument is
drawn; (III) the date that is sixty days after the
transfer of the Account upon which the
Instrument is drawn to another branch of the
Bank; and (IV) the date that is six months from
the date such request was made;
(iv) if the Bank agrees to issue a demand draft on
behalf of the Customer and the currency of such
demand draft is different from the currency of the
relevant Account, the amount of funds debited
from the relevant Account shall be determined by
converting the amount of such demand draft into
the currency of the relevant Account at the
Applicable Rate. Any charges incurred in
connection with the issue of such demand draft or
such conversion will be for the account of the
Customer; and
(v) the Customer acknowledges that any cheque
service is subject to any threshold or authorisation
limits set by the Customer (where applicable,
converted into the relevant currency at the
Applicable Rate).
(c) Direct Debit Instruction. Where the Bank has agreed to
act on a Direct Debit Instruction:
(i) the Customer acknowledges and agrees that:
(A) the Bank is authorised to debit the relevant
Account and process payments in
accordance with the Direct Debit Instruction,
subject to the availability of Cleared Funds in
such Account; and
(B) information furnished by the Customer in any
Direct Debit Instruction is the sole
responsibility of the Customer and the Bank is
entitled to rely on such information without
making any verification whatsoever.
(d) Beneficiary Advisory Services. Where the Bank has agreed
to provide the Customer with Beneficiary Advisory
Services:
(i) the Bank will (A) forward the information provided
in the Customer’s payment Instruction as agent for
the Customer and (B) use reasonable endeavours
to complete transmission of such remittance
advices as directed (including by electronic
transmission such as email or in the form of a
printed advice); and
(ii) the Bank accepts no liability for any failure of
transmission of remittance advices to the payee
where it has complied with Clause 3.6(d) (i) (B)
above or the content or accuracy of any matter
which the Customer directs the Bank to include in
remittance advices.
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3.7

Overdrafts

(B) the Bank has no control over the further
distribution of such information and accepts
no responsibility and accordingly accepts no
liability for the actions of the third party bank
in connection with such information, except
where there has been wilful misconduct,
gross negligence or fraud on the part of the
Bank;

(a) Unless the Bank has agreed in writing to provide an
overdraft facility, the Customer shall keep all Accounts
in credit.
(b) If an Instruction in relation to, or a transaction on, an
Account would overdraw an Account or exceed an
agreed overdraft limit, the Bank is not obliged to (but
may in its absolute discretion determine to) effect such
Instruction or transaction.
(c) The Customer shall immediately pay sufficient funds
into the applicable Account to cover any overdrawn
amount in excess of a zero balance or, if applicable, any
overdraft limit agreed between the Bank and the
Customer.
(d) The Customer acknowledges that the Bank shall
charge interest on any amount in debit, including any
overdrawn amounts or overdraft, at such rate as
notified by the Bank to the Customer, which shall
accrue on a daily basis.
(e) Notwithstanding the foregoing, a specific overdraft
facility may be extended by the Bank at its absolute
discretion and upon such terms and conditions as may
be agreed between the Bank and the Customer.
4.

STATEMENTS OF ACCOUNT, CONFIRMATION
ADVICES AND REPORTING SERVICES

4.1

Statements and Advices. Account statements,
confirmation advices or reports (whether in paper format or
through any other Channel) may be provided to the
Customer (as agreed with the Customer) or made
accessible to the Customer at monthly or such other
intervals as the Bank may agree with the Customer.

4.2

4.3

4.4

Discrepancies. The Customer shall verify the correctness of
each Account statement, confirmation advice or report
received from the Bank and, unless the Customer informs
the Bank in writing within 30 days of the date of each
Account statement or confirmation advice of any error,
irregularities, omissions, inaccuracies or discrepancies in the
entries therein, such entries shall be deemed correct and
shall be binding unless there is a manifest error or any wilful
misconduct, gross negligence or fraud on the part of the
Bank.
Rectification of Errors or Omissions. Notwithstanding
Clause 4.2 above, the Bank may at any time rectify errors or
omissions in any statement, confirmation advice or report
which, once so rectified, shall be binding on the Customer
unless there is a manifest error or any wilful misconduct,
gross negligence or fraud on the part of the Bank.
Reporting Services. Where the Bank has agreed to provide
the Customer with Reporting Services:
(a) the Customer authorises the Bank to send and disclose
to, and receive from (via SWIFT Message), the
nominated third party bank balance and transaction
information relating to an Account or one or more
accounts of the Customer with such third party bank;
(b) the Customer acknowledges and agrees that where
balance and transaction information relating to an
Account is sent to the third party bank:
(i) such information shall only be up-to-date as at the
date and time of the transmission of that
information to the third party bank; and
(ii) that in performing this Reporting Service:
(A) this in itself will not create a relationship
between the Bank and the third party bank;
and

10

(c) the Customer acknowledges and agrees that where
balance and transaction information relating to one or
more accounts of the Customer with a third party bank
is sent by the third party bank to the Bank:
(i) the Bank will report such information to the
Customer on an “as received” basis as the Bank has
no means of verifying the accuracy or
completeness of such information. The Bank
accepts no responsibility and accordingly accepts
no liability for the accuracy or completeness of
such information; and
(ii) the Bank is not responsible or liable for the actions
of the third party bank and the Bank is not liable if
such information is not sent by the third party
bank to the Bank for any reason; and
(d) the Customer acknowledges and agrees that balance
and transaction information may be sent to or received
from a third party bank by electronic transmission and
that as electronic services are subject to delay,
interruption or breakdown for a variety of reasons, the
Reporting Services are offered on an “as is, as available”
basis only.
4.5

Computer Generated Reports. Any report by the Bank
that is computer generated requires no signature and is to
be read in conjunction with the relevant account
statement.

5.

COMMISSIONS, FEES, CHARGES, EXPENSES
AND TAXES

5.1

Commissions, Fees, Charges and Expenses. The
Customer shall pay, without set-off, deduction or
counterclaim, all commissions, fees, charges and expenses
in respect of each Account and Service at such rates and at
such times as notified by the Bank to the Customer,
including where applicable as provided in any Fee
Schedule.

5.2

No Invoice. Unless otherwise agreed with the Bank, no
invoice for any commissions, fees, charges and expenses
will be issued by the Bank and any such amount owed by
the Customer may be debited from an Account
notwithstanding that such debiting would result in or
increase a debit balance in such Account.

5.3

Account Statement. Any such commission, fee, charge or
expense deducted from an Account shall be reflected in
the relevant Account statement.

5.4

Taxes. The Customer will pay all Taxes applicable to it and
payable in connection with any Account or Service and,
where applicable, the Bank may debit any such Taxes from
an Account at the time related to commissions, fees,
charges and expenses which are debited in accordance
with Clause 5.2.

5.5

Withholding. The Bank may be required by Law or
agreement or arrangement with any local or foreign
Authority to deduct or withhold from payments made to
the Customer in connection with an Account. Where the
Bank is required to make a deduction or withholding, the

Customer acknowledges and agrees that the relevant
payment will be reduced by the amount of that deduction
or withholding.
5.6

Gross-up. If the Customer is required by Law to make a
deduction or withholding for or on account of Tax, the sum
payable by the Customer to the Bank (in respect of which
such deduction is required to be made) shall be increased
to the extent necessary to ensure that the Bank receives a
sum net of any deduction or withholding equal to the sum
which it would have received had no such deduction been
made or required to be made. The Customer shall make
that deduction and any payment required in connection
with that deduction within the time allowed and in the
minimum amount required by Law.

6.

TERMINATION AND SUSPENSION

6.1

Termination by Notice. Subject to Clauses 6.2 and 6.3,
either the Customer or the Bank may terminate an Account
or Service by providing the other party with not less than
thirty (30) calendar days’ prior written notice.

6.2

Termination with Immediate Effect. The Bank may
terminate an Account or Service with immediate effect and
without notice:
(a) in the event of the occurrence of a Termination Event
in respect of the Customer;
(b) if, in the Bank’s opinion, acting under the Customer’s
Instruction or providing any Account or Service to the
Customer would cause the Bank to be in breach of any
applicable Law, Sanction or requirement of any
competent Authority;
(c) if the Bank is required to do so in compliance with any
Law, Sanction or requirement of any competent
Authority or the Bank’s internal policy; or
(d) in the event a Third Party stops providing part of the
Service.

6.4

Outstanding Instructions. Any termination or suspension
of an Account or a Service shall be without prejudice to any
outstanding Instruction or any right or obligation which
may have arisen between the Bank and the Customer prior
to such termination or which is expressed in these
Conditions to survive termination of the Agreement.

6.5

Consequence of Termination. Upon termination of an
Account:
(a) the Customer authorises the Bank to debit any and all
charges and expenses due and payable in connection
with such termination and any amount owing by the
Customer to the Bank under this Agreement; and
(b) if there remains a credit balance after such debiting,
the Customer authorises the Bank to, at its discretion,
acting reasonably, to transfer such credit balance by
such means of remittance as the Bank deems
appropriate to such account (including an Account
with another branch of the Bank) as it deems fit or by
means of a draft payable to the Customer, mailed to
the Customer at its last known address, at the
Customer’s own risk.

6.6

Survival of Clauses. Clause 1.4(c)(non-preferred Channels),
Clause 1.6 (Anti-Money Laundering), 1.7 (Intellectual
Property), Clause 2.4 (Bank Liability), Clause 5 (Commissions,
Fees, Charges, Expenses and Taxes), Clause 6.4
(Outstanding Instructions), Clause 6.5 (Consequence of
Termination), Clause 7 (Indemnities), Clause 8 (Set-off),
Clause 9 (Disclosure of Information) and Clause 14
(Governing Law and Jurisdiction) and any other provisions
which by their nature are intended by the parties to survive
termination will survive the termination of any Account or
Service or the Agreement.

7.

INDEMNITIES

7.1

Agreed Currency. Each amount due and payable by the
Customer to the Bank under this Agreement will be made
in the Agreed Currency. If, for any reason the amount so
received by the Bank (converted at the Applicable Rate
where applicable) falls short of the amount in the Agreed
Currency payable to the Bank, the Customer will, to the
extent permitted by applicable Law, immediately pay such
additional amount in the Agreed Currency as may be
necessary to compensate for the shortfall.

7.2

Indemnity for Loss. The Customer agrees to indemnify
and keep indemnified the Bank and its directors, officers,
employees, agents and representatives and make good all
Loss, including any legal costs on a full indemnity basis
(except to the extent that such Loss was caused by the
Bank’s wilful misconduct, negligence or fraud) which the
Bank and its directors, officers, employees, agents and
representatives may suffer, incur or sustain in connection
with or related to:

Upon such termination, any obligation due by the
Customer to the Bank shall become immediately due and
payable.
6.3

Suspension. The Bank may suspend an Account or a
Service in whole or in part (without prejudice to its right
under Clause 6.2) for any reason without prior notice to the
Customer including, without limitation, where:
(a) an Account or the provision of any Service is the
subject of any dispute or third party claim;
(b) the Bank considers there is an insufficient balance in an
Account;
(c) the Bank considers it necessary to protect the interests
of any party in respect of an Account or the provision
of any Service;
(d) the Bank considers it necessary to clarify the authority
of an Authorised Person or an Agent (if any);
(e) the Bank considers that an Account or a Service is not
being operated in a satisfactory manner;
(f) a Third Party stops providing part of a Service; or
(g) a Termination Event has occurred or is suspected to
have occurred.
(h) a Potential Termination Event is suspected to have
occurred.
The Bank will, to the extent permitted by Law, advise the
Customer as soon as practicable if an Account or provision
of Service is suspended.

(a) a representation, warranty or statement made, or taken
to be made, by or on behalf of the Customer in relation
to an Account or Service being incorrect or misleading
(including by omission) when made or taken to be
made;
(b) the Customer’s use of the Account or Service;
(c) failure by the Customer (or its Agent) to perform or
observe any of its obligations under the Agreement;
(d) the Customer’s failure to provide Cleared Funds in an
Account within three Business Days (or as otherwise
agreed with the Customer) where the Bank has
allowed for a Withdrawal of funds which are not
Cleared Funds;
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(e) any determination or decision made to act or refusal to
act by the Bank in connection with the Account or
Service because of a court order or other similar
obligation (whether or not subsequently discharged);
(f) the Bank acting or declining to act on the Customer’s
Instructions or any instruction or request which the
Bank reasonably believes to be given by or on behalf of
the Customer irrespective of the Channel used;
(g) doing anything in connection with a subpoena, notice,
order or enquiry by an Authority involving the
Customer, its business or assets, an Account or Services
Product or anything in connection with them;
(h) exercising, enforcing or preserving rights, powers or
remedies in connection with this Agreement or an
Account or Service;
(i) any claim made against the Bank by a third party
relating to any Account or Service;
(j) it being unlawful in any jurisdiction for the Bank to
perform its obligations or enforce its rights;
(k) any breach of any anti-money laundering,
counter-terrorism financing or economic or trade
sanctions laws (other than by the Bank);
(l) any breach by the Customer of a Law or requirement
of any Authority; or
(m) any transaction to which an Account or Service relates
in any way being tainted by fraud or alleged fraud
(other than the Bank’s fraud).

future, matured or unmatured, actual or contingent and
whether such liability is several or joint with another or as
principal or surety. Where the exercise of a right of set-off
involves a currency conversion, the Bank apply a currency
conversion rate at the Applicable Rate.
9.

DISCLOSURE OF INFORMATION

9.1

Authorisation to Disclose. The Customer agrees and
acknowledges that the Bank is authorised to disclose any
information regarding the Customer (including, without
limitation, relating to any of its transactions, its financial
condition, its Account(s) and Services) to any or all of the
following persons:
(a) any affiliate of the Customer;
(b) any actual or proposed assignee of the Bank, or
participant or sub-participant in or transferee of any of
its rights in relation to the Customer under a duty of
confidentiality to the Bank or any Bank Group Member;
(c) any office, branch, affiliate, subsidiary, employee or
agent of the Bank;
(d) any auditors or professional advisers of the Bank or any
Bank Group Member under a duty of confidentiality to
the Bank or any Bank Group Member;
(e) any Third Party or Third Party System provider to the
Bank or any Bank Group Member;
(f) any third party services provider whose services you
may have requested through the Bank;
(g) any relevant Authority;
(h) any person when required to do so pursuant to
subpoena or other court process issued out of any
applicable jurisdiction;
(i) any person when otherwise required to do so in
accordance with the Laws of any applicable
jurisdiction; and
(j) any local or foreign Authority with whom the Bank or
any Bank Group Member has an agreement or
arrangement which requires customer or account
information to be disclosed, whether the disclosure is
made directly by the Bank or through another Bank
Group Member.

For the avoidance of doubt, the foregoing indemnity shall
include, without limitation, any liability for tax and any
deficit balances in any Account.
The Bank will give the Customer written notice of the
amount it must pay the Bank under this clause 7.2. The
Customer must make that payment on the date and in the
manner reasonably specified by the Bank in the notice.
Any indemnity or similar obligation in this Agreement: (1) is
a continuing obligation despite any intervening payment,
settlement or other thing; (2) independent of the
Customer’s other obligations; (3) survives the termination
or discharge of any Account or Service; and (4) is in
addition to any other rights that the Bank has under this
Agreement, or given independently by law.

The Customer also agrees and acknowledges that any Bank
Group Member may transfer any of the above information
to any party referred to above to whom it is authorised to
disclose the same notwithstanding that such party’s
principal place of business is outside of the Customer’s
country of establishment/ incorporation or that such
information following disclosure will be collected, held,
processed or used by such party in whole or part outside of
the Customer’s country of establishment/ incorporation.

It is not necessary for the Bank to incur an expense or make
a payment before enforcing a right of indemnity under this
Agreement.
7.3

8.

SET-OFF

8.1

The Bank may, at any time, where permitted by Law and
without notice to the Customer, set-off any debts owed by
the Customer to the Bank against any debts owed by the
Bank to the Customer.

8.2
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Agency Indemnity. Without prejudice to Clause 7.2
(Indemnity for Loss), the Customer will for and on behalf of
each of the Customer’s Agents agree to indemnify and
keep indemnified the Bank and its directors, employees,
agents and representatives, and make good all Loss,
including any legal costs on a full indemnity basis, which
the Bank and its directors, officers, employees, agents and
representatives may suffer, incur or sustain as a result of the
Bank acting on Instruction of the Agent, other than any
Loss which directly results from the Bank’s wilful
misconduct, gross negligence or fraud.

The right set out in Clause 8.1 above applies irrespective of
the currency in which such debts are owed and whether or
not the Bank’s or the Customer’s debts are present or

10.

MODIFICATION AND WAIVERS

10.1 Modifications. The Bank may amend, modify or
supplement the provisions of the Agreement or vary or
change any Account or Service at any time on thirty (30)
days’ notice in writing or by way of electronic
communication (including by any Electronic Banking
Channel), notice in the media, notice on the Bank’s website
or by any other method permitted by Law.
Notwithstanding the above, the Bank will not give the
Customer prior notice:
(a) where the changes are outside the Bank’s control,
except to the extent such notification is otherwise
required by Law;

(b) where the changes are required by Law to take
immediate effect, in which case they will take effect
immediately; or
(c) of a change to an interest rate or other variation
subject to market fluctuations or external references.
10.2 Notwithstanding any other provision in this Agreement, the
Bank may at any time modify, add to or delete any Service
or Channel or part thereof without prior notice where there
has been a change in law, requirement of any Authority,
internal policy or where acting reasonably to protect the
Customer’s interests or the Bank’s interests.

12.6 Joint and Several Liability. If the Customer comprises
more than one person or the Customer holds an Account
or is provided a Service jointly with another person, each
person will be jointly and severally liable for the Customer’s
obligations under the Agreement and references to the
Customer in the Agreement means each of those persons.
12.7 Counterparts. This Agreement may consist of a number of
copies, each signed by one or more parties to such
Agreement. Such signed copies form one document.
12.8 Inconsistency
(a) In the event of any inconsistency between the English
version of the Agreement and any translation of that
Agreement, the English version shall prevail.
(b) In the event of any inconsistency between the
following documents, unless otherwise stated in the
relevant document, the documents will be interpreted
in the following order of priority:
(i) the Application Form and Fee Schedule;
(ii) the relevant Country Schedule;
(iii) the Counterparty Schedule and the Service
Schedules; and
(iv) the Conditions.

10.3 Waivers of any of the Bank’s rights or powers and consents
by the Bank shall only be valid if signed on behalf of the
Bank in writing. Waivers and consents are given by the Bank
in its absolute discretion.
11.

TRANSFERS

11.1 Transfer by Customer. The Customer must not transfer,
grant security or declare a trust over any of its rights arising
under the Agreement without the prior written consent of
the Bank.
11.2 Transfer by Bank. The Customer agrees that the Bank may
transfer, grant security over or declare a trust over any of its
rights under the Agreement without the Customer’s (or any
other person’s) consent. The Customer agrees to comply
with any reasonable request the Bank may have to give
effect to such transfer, including executing any documents
or performing any action as the Bank may reasonably
require in this regard.
12.

13.

(a) if in writing and delivered in person or by courier, on
the date it is delivered;
(b) if sent by fax transmission, on the date that
transmission is received in legible form;
(c) if sent by ordinary mail (not certified or registered mail),
on the 5th Business Day (at the address to which it is
posted) after posting;
(d) if sent by certified or registered mail (airmail, if
overseas) or equivalent (return receipt requested), on
the date that mail is delivered or its delivery is
attempted; or
(e) if sent by email, at the time sent to the relevant
recipient unless the sender receives an automated
message that the email has not been delivered.

GENERAL

12.1 Privity of Agreement. Unless the Agreement expressly
states otherwise a person who is not a party to the
Agreement shall have no rights to enforce any provision of
the Agreement. For the avoidance of doubt, consent of any
person not a party to the Agreement is not required to
amend such Agreement.
12.2 Prior Written Agreement. This Agreement will replace
any prior written agreement the Bank may have with the
Customer in relation to Accounts or Services the Bank may
provide to the Customer.
12.3 Invalid, Illegal or Unenforceable Provisions. The
invalidity, illegality or unenforceability of a provision of the
Agreement does not affect or impair the continuation in
force of the remainder of the Agreement. The Customer
agrees that the Bank may substitute any invalid or
unenforceable provision with a valid and enforceable
provision which achieves, to the greatest extent possible,
the economic, legal and commercial objectives of the
invalid or unenforceable provisions.
12.4 Exercise of Rights and Remedies. A failure to exercise or a
delay in exercising a right or remedy provided by the
Agreement or by Law does not impair or constitute a
waiver of the right or remedy or an impairment of or a
waiver of other rights or remedies. No single or partial
exercise of a right or remedy provided by the Agreement or
by Law prevents further exercise of the right or remedy or
the exercise of another right or remedy.
12.5 Prudential Requirement Disclosure. The Customer
acknowledges that where the Bank is a subsidiary of ANZ, it
is a separate entity to ANZ and the obligations of the Bank
under any Agreement do not constitute deposits or other
liabilities of ANZ and ANZ is not required to meet the
obligations of the Bank.

NOTICES

13.1 Any notice or other communication in respect of the
Agreement may be given in any manner set forth below to
the address, number or email set out in the Application
Form, and will be deemed effective as indicated:

13.2 Any notice or communication to the Bank will only be
effective if it is expressly marked for the attention of the
department or officer as the Bank may notify the Customer
from time to time.
14.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

14.1 Governing Law and Jurisdiction. Unless specified
otherwise, the Agreement will be governed by and
construed in accordance with the Law of the relevant
Governing Jurisdiction. The parties submit to the
jurisdiction of the courts of that Governing Jurisdiction and
of any courts competent to hear appeals from those courts.
Notwithstanding the above, the Bank may take
proceedings in any country where the Customer has assets
or where the Customer conducts business activities.
14.2 Waiver of Immunity. The Customer irrevocably waives any
sovereign and other immunity the Customer may have in
any jurisdiction from legal proceedings, attachment before
or after judgment or execution judgment.

13

14.3 Service of Process. If the Bank requests, the Customer will
irrevocably appoint a process agent as the Customer’s
agent to receive any document in any court action in
connection with the Agreement and notify the Bank of the
name and address of the agent. If the Customer fails to
appoint the process agent and notify the Bank of that
appointment within 7 calendar days of such request, the
Bank shall be entitled at the Customer’s cost to do the
following:
(a) appoint a process agent for and on behalf of the
Customer and the Bank may (but is not obliged to)
notify the Customer of the name and address of such
process agent appointed; or
(b) effect service by personal delivery, post, fax or email
using the most recent contact details for the Customer
provided by the Customer to the Bank.
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（参考訳）総合銀行規定

（参考訳）総合銀行規定
初めに

顧客のデータのセキュリティーを維持し、そのデ
ータを適切にバックアップする責任があること。
顧客は、当行の故意若しくは重大な過失による不
正行為又は詐欺がない場合、顧客のデータ損失に
対し、当行は顧客に責任を負わないことに同意す
ること。
(j) 顧客は以下のことを行わないこと。
(i) 当行もしくは第三者の知的財産及びエレクト
ロニックバンキング・チャネルに関する逆コ
ンパイル・逆アセンブル・リバースエンジニ
アリング・修正・改良改造・翻訳配信・ライ
センス・二次ライセンス・譲渡・複製または
著作権や所有権通知の削除。
(ii) エレクトロニックバンキング・チャネルに関
する当行および／または第三者の知的財産権
の妨害・改ざん・その他悪影響を及ぼす行為。
(iii) 当行及び又は第三者の知的財産権又はエレク
トロニックバンキング・チャネルを利用して
他のソフトウェアやコンピュータ・アプリケ
ーションまたはツールを作成する行為。
(k) 顧客が本サービスの利用及び運営に当たり信託の受
託者として行動している場合、当該信託につき信託
証書が存在しないときでも、顧客は自ら受託者とし
て行動している旨当行に通知しなければならないも
のとします。顧客が自ら信託の受託者として行動し
ている旨を当行に通知しなかった場合、当行は、顧
客が本契約に基づき自らを代理して行動しているも
のと取り扱い、本サービスは顧客の利益のためのみ
に利用されているものとします。
(i)

総合銀行規定（以下、「本規定といいます。」は、オース
トラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グル
ープ・リミテッド(以下、「当行」といいます)が当該顧客
（以下、
「顧客」といいます）に1つ又は複数の銀行の口座
及びサービスを提供する規定を記載したものであり、下記
のものと合わせてお読みいただく必要があります。
(a)

(b)

付属定義書、該当する国別付属書、カウンタパーテ
ィ付書、及びサービス付属書（これらはそれぞれ本
規定を補足するものになります）

該当する口座開設書類及び料金付属書。

本規定で定義する場合を除き、英語原文の本規定で用いる
頭文字が大文字の用語は、定義付属書において当該用語の
意味が記載されております。

1.
1.1

顧客の責務・権限・表明
顧客の同意

顧客は、下記のことに同意するものとします。

(a) 当行が必要とする場合には、合理的に要求するすべ
ての情報及び書類を当行に提供すること。法律、あ
るいは現地若しくは外国当局との契約あるいは取り
決めによって求められた場合も含みます。顧客は、
当行に提供するすべての情報が、正確、完全かつ最
新であって、誤解を招くようなものでないことを認め
ること。
(b) 従前当行に提供した情報が変更された場合、速や
かに（又は30日以内に）当行に対し通知するこ
と。顧客が、顧客において当該変更を当行に通知
し、当行において当該通知に従って行動する合理
的な機会を有するまでの間、当行が従前提供され
た情報に依拠できることに同意すること。
(c) いずれかの口座又は本サービスの運営又は使用に
関し、当行が随時課すことのあるすべての指示及
び手順（本指示の真正性を確証するために、又は
いずれかの本サービス若しくはある本サービスの
一部を実行する前に、当行が用いることのある身
元確認、検証手順又はその他のセキュリティ手順
を含みますが、これらに限りません）を順守する
こと。
(d) 顧客が本契約又はいずれかの口座若しくは本サー
ビスに関する法律、規制又は税務上の義務を負っ
ているか否かについては、自身で判断し、常にか
かる法律、規制及び税務上の義務を遵守すること
。顧客は、当行が、いずれの該当口座又は本サー
ビスに関しても法律、税務又は会計上の助言を提
供しておらず、いずれの該当口座又は本サービス
に関連する取引の適合性又は収益性に関する助言
も提供していない、ということを認めること。
(e) いずれかの口座、本サービス又は本指示に関する
誤り、紛争、又は詐欺若しくは違法性の疑いを、
可能な限り速やかに銀行に知らせること。
(f) 詐欺的な又は無断の口座へのアクセス又は本サー
ビスの使用を防ぐための、合理的なすべての追加
的事前策をとること。
(g) 解除事由の発生を可能な限り速やかに当行に知ら
せること。
(h) 口座に関する顧客の権利は顧客の個人的なもので
、本契約のいかなる規定にもかかわらず、顧客に
よるこれらの権利の取引の意図（譲渡、移行、保
証、信託の申告やその他の方法を含む）は、当行
に対し、顧客以外の何者にも口座に関わる権利や
利益を渡す効果を生じないこと。

1.2

代理人の役割及び権限、表明

(a) 代理人に関する表明
顧客が代理人を任命する場合、顧客と代理人のそ
れぞれは、当行に対し下記のことを表明し保証し
、当行と合意するものとします。
(i) 顧客は、顧客自身に代わり当行と契約を締結
する代理人として代理人を任命しており（か
つ、代理人は代理人としての任命を受諾して
おり）、本契約及び本契約に基づくいずれか
の口座又は本サービスに関し、下記などに関
係して顧客自身が行動する又は行動しないで
あろうように行動する又は行動しない権限を
代理人に付与したものとみなします
(A) 本契約、口座又は本サービスに関する情
報の受け取り又はかかる情報へのアクセ
ス

(B) 口座又は本サービスに関し当行に指示を
出すことを含め、口座又は本サービスの
運営

(C) 本サービスの追加又は廃止を含むがこれ
らに限らず、本契約の条件の補足、改正
、再述又は変更に対する同意
(D) 上記の事項のいずれかを実行又は実施す
るために要する文書の作成及び行為の遂
行また顧客は、代理人が行う若しくは行
われるようにする、又は行わない若しく
は行われないようにする、かかるすべて
の作為及び不作為により拘束されるもの
とします。

(ii) 銀行は、代理人が顧客の代理人として行動す
る権限をもはや有しないとの書面の通知を顧
客から受け取るまで、代理人を顧客の代理人
として扱う権限を有し、かかる権限の終了は
、顧客に対し拘束力を有する代理人の従前の
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作為又は不作為には影響を与えないものとし
ます。
(iii) 顧客と代理人は、上で企図した取り決めが、
正当な権限により、適用され得る契約又は法
律上の要件に従い実行されることを確実にす
るために必要なすべての同意を取得してあり
、またそのために必要なすべての措置又は処
置を講じてあるものとします。
(b) 顧客とのみ取引する銀行
当行は、代理人とやり取りをする義務を負いませ
んが、当行単独の裁量により、当行が随時課すこ
とのある条件、制限、又は制約を前提として、代
理人とやり取りをすることを選択することもでき
ます。当行が別段同意する場合を除き、本契約か
ら生ずるか又は本契約に関連する紛争（代理人に
よる作為又は不作為の結果としての紛争を含みま
すが、これに限りません）の場合、当行は、顧客
とのみやり取りをします。

1.3

権限者
顧客は、下記のことを認め、これに同意するのとし
ます。

(a) 権限者はいずれも、指示を与え、顧客のために顧
客に代わり本契約に基づく行為又は義務を履行し
、口座又は本サービスに関し本契約及び本契約に
より意図する取引に基づき顧客を拘束する権限を
、顧客から付与されること。
(b) 顧客は、権限者により署名・開始・送付又は授与
れたすべての指示並びに権限者のすべての行為（
かかる指示又は行為から発生した又は発生する料
金、請求金及び債務を含む）につき、当行に対し
責任負うこと
(c) 当行は、権限者により署名・開始・送付・若しくは
授与された指示、若しくは契約又は真正であって、
それがその者により署名・開始・送付・又は授与さ
れるところの権限者により署名・開始・送付又は授
与されたとされるか、そう見える指示書若しくは契
約書に依拠することができ、顧客がその後、当該指
示書又は契約書は顧客により権限を付与されていな
い、と主張しても同様であること。
(d) 権限者は、いずれも、当行が顧客から相違する趣
旨の通知を書面で受け取るときまで権限を保持し
、当行はかかる通知を受け取るまで先に当行に提
供された権限者に関する情報に依拠する権利を有
し、かかる情報に基づき行動するにあたり完全に
保護されること。
(e) 当行は、当行が合理的に指定する法又はその他の
要件に従い、各権限者が特定されるよう要求する
ことができること。当行はその裁量により、すべて
の適用される法により求められる身元確認の検証
を完了するまで、いかなる指示も処理せず、いかな
る指示に従う行為もしないことができること。
(f) 当行が顧客に機密支払いサービスを提供すること
に同意した場合、顧客自らの責任において、顧客
が選定し権限を付与した人員のみが、当該機密支
払いサービスの権限者となること。

1.4
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通信チャネル及び指示

(a) 通信チャネル及び指示
顧客は、下記のことに同意するものとします。
(i) (A)口座へのアクセス(B)サービスの利用又は
(C)指示を与えるためにのみ、チャネルを使用
すること。
(ii) いかなるチャネルの(A)使用(B)それに関する指
示を出すこと及び(C)それを介して開始される
取引においても、適用されるすべての法を遵
守すること。

(iii) 指示が正確、完全であって権限を付与されて
いること。また当行がそう考える権利を有す
ること。
(iv) 指示は取消不能であること。
(v) 当行は、指示の真正性について調査をし、又
は検証を試みることができること（但し、こ
れを行う義務は負いません）。
(vi) 当行は、いずれかの指示が、当行が受けた他
の既存の指示に反するかそれと一致しない場
合であっても、当該指示に従い行動すること
ができること。
(vii) 顧客が要求した場合、当行は、本指示を受け
た後で当行が実行した取引（支払いを含みま
すが、これに限りません）を取消すために、
又は実行していなければその取引（場合に応
じ支払いを含みますが、これに限りません）
のその後の処理を中止するために、合理的な
努力を行いますが、当行はこれをしないこと
につき責任を負わないこと。顧客は、いかな
る支払についても、顧客が当行に出した指示
をキャンセルする場合、当行は、当行にそれ
が払い戻されない限り顧客に払い戻すことは
できないことを認め、同意すること。
(viii) 当行は、下記の場合に顧客からの指示に従い
行動することを拒否できます。
(A) 該当する締め切り時限までに指示を受領
できなかった場合。
(B) 当該指示に不正確・不完全・不明瞭若し
くは矛盾があり、又は、当行により指定
された若しくは当行と合意した形式に従
っていない場合。

(C) 当該指示が権限を付与されていないか、
真正でないか、又はいずれかの関連する
セキュリティ対策に反していると当行が
判断した場合。
(D) （将来の実行日に関するかその他かを問
いません）当該指示における引き出し金
額が、該当する時点で該当口座において
利用できる預金通貨として引き出せる資
金、又は当行が認めたか顧客が同意した
最高限度額を超えている場合。
(E) 当該指示は当行が設定した処理限度、又
は顧客が設定した閾値若しくは承認限度
（該当する場合は適用レートで該当する
通貨に換算します）内でない場合。
(F) 当該指示を受け入れるか、それに従い行
動するには、営業日でない日の当行によ
る行動又は当行からの情報を必要とする
場合。
(G) 当該指示を受け入れるか、それに従い行
動することが、当行と顧客間のその他の
契約又は企業統治・リスク管理若しくは
監査に関し適用となる法、いかなる関係
監督官庁の制裁若しくは要件若しくは内
部方針の違反をもたらす場合。
(H) 解除事由が発生した場合。

(b) エレクトロニックバンキング･チャネル
エレクトロニックバンキング・チャネルに関し、
顧客は、下記のことを確認の上、これに同意する
ものとします。
(i) 顧客は、適切なユーザを特定・確定する義務
があり、エレクトロニックバンキング・チャ
ネルへのアクセス権を有することを保証し、

（参考訳）総合銀行規定

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

権限者ユーザに関しては顧客はそれら権利者
ユーザにも関連する権限を与える義務がある
こと。
エレクトロニックバンキング･チャネルを介し
た指示は、適法・有効であり、顧客に対し拘
束力を有し、書面に署名をした場合と同一の
法的効力・有効性及び強制力を有すること。
当行は、顧客がエレクトロニックバンキング
・チャネルにアクセスするために使用するセ
キュリティ・デバイスを顧客に提供すること
。当該セキュリティ・デバイスにおけるすべ
ての権原及び権利は、当行に帰属し、当行の
財産であり続けること。エレクトロニックバ
ンキング･チャネルにアクセスするあるユー
ザ権限が取り消された場合、又はその他で当
行より要求された場合には、顧客は、速やか
に該当するセキュリティ・デバイスを当行に
返却すること。
当行は、セキュリティ･デバイスの満足のい
く品質、市場性、又は目的適合性につき（明
示か黙示かを問いません）いかなる表明又は
保証もせず、当行は、顧客のコンピュータ･
システム若しくはその一部の損傷若しくはそ
の性能の低下、又はいずれかのセキュリティ
・デバイスの使用から生ずるその他の結果に
つき責任を負わないこと。
当行がエレクトロニックバンキング・チャネ
ルを介して入手できるようにする情報は、一
定の間隔でのみ更新され得るものであり、エ
レクトロニックバンキング・チャネルを介し
て与えられる指示又は行われる取引をリアル
タイムで反映することはできないこと。
顧客は、すべての認証は顧客の従業員である
ユーザのみに提供され、各ユーザは以下のこ
とを行う必要があることを保証するものとし
ます。

(A) 各自の認証の秘匿性を厳しく管理するこ
と。
(B) 各自の認証をいかなる書面にも記録しな
いこと。

(vii) 顧客が、以下のことが起きたかそうであろう
と信じるか疑う場合には、直ちに当行に電話
連絡をすること（そしてその電話連絡の後48
時間以内に当行に書面にて係る通知をするこ
と）。調査の後、セキュリティー警告が誤報
であったと当行が判断した場合、顧客はなお
コミュニケーションに拘束されるものとしま
す。
(A) 認証やエレクトロニックバンキングへの
不正アクセスまたは使用。
(B) 当行によって定められたその他のセキュ
リティー対策の侵害。
（まとめて「セキュリティー警告」とよ
び）、顧客が上述の事項を当行に通知し
ない限り、顧客は、有効な認証を伴って
、またはそれを入力した後に送信された
、当行が受取った連絡（すべての指示を
含む）は、そのような連絡が実際に顧客
によって行われたか認められたかどうか
に関わらず、その責任を負い、それに拘
束されるものとします。

(viii) 上記第1.4条(b)(vii)に記載の通知を当行が受け
た後、当行は、係るセキュリティー警告が解
決するまで顧客のさらなるエレクトロニック

バンキングの使用を停止するなど、係るセキ
ュリティー警告の緩和・救済のために当行が
適切であると判断した行動をとります。
(ix) 電子通信サービスはさまざまな理由による遮
断・使用不可・セキュリティー破綻などのお
それがあるため、エレクトロニックバンキン
グ・チャネルのアクセスと使用は、「それが
存在し、利用可能な状態」である時にのみ提
供されます。
(c) 不適切なチャネル
指示が不適切なチャネルを介して提供される場合
、顧客は、下記のことを認め、これに同意するも
のとします。
(i) 顧客は、不適切なチャネルを介して指示を送
信する場合（顧客が当該指示を送信する手段
として安全でないことを認識し、かつ、自己
の都合及びその他効率上の利点のために不適
切なチャネルを使用している場合）のリスク
を受け入れているものとみなされること。か
かるリスクとして、不完全若しくは不正確な
指示が与えられるか、若しくは指示の全部若
しくは一部が当行により受け取られない場合
、指示が誤った相手に与えられるか変更され
る場合、又は、指示又は指示と称される要求
若しくは指示が詐欺的に与えられ、変更され
、若しくはその他で顧客が権限を付与し当行
がそれに従い行動するものでない場合などが
あること。
(ii) 当行は、当該指示に従い行動するか又は依拠
する義務を負いませんが、当行が（その裁量
で）当該指示に従い行動することを選択する
場合、当行は、（取引若しくは取り決めの性
質又は関係する金銭の額にかかわらず）必要
に応じ検証確認し又はその他のセキュリティ
の方式を実行できること（但し、実行する義
務を負いません）。
(iii) 当行が当該指示に従い行動することを選択す
る場合、当行は、
（検証確認又はその他のセキ
ュリティの方式を実行するか否かにかかわら
ず、）当該指示を、顧客により完全に権限を
付与され、本顧客に対し拘束力を有するもの
として取り扱う権利を有することとします。
(d) 伝達情報の記録
適用される法に従い、いずれの当事者も、品質管
理・セキュリティ監査・並びに法令及び規制順守
を目的として、当事者間の電話での通話を録音す
ることができ、これらの通話記録を、本契約に関
連して提起される訴訟において証拠として提出す
ることができるものとします。
(e) 電子連絡による通知
(i) 顧客は、以下のことを行うものとします。
(A) 顧客が指定した電子アドレスか携帯電話
への電子連絡。
(B) 以下の条件に基いた、当行のウェブサイ
トwww.anz.comへの掲載による、顧客と
の電子連絡。
(1) 当行は、その情報が当行のウェブサ
イトwww.anz.comに掲載されている
旨とその情報の主旨を、顧客が指定
した電子アドレスか携帯番号に、直
ちに顧客に電子連絡を行います。

(2) 当行は、顧客が電子連絡によってい
つでも情報が引き出せるようにしま
す。
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(ii) 顧客は、当行への書面による通知により、顧
客が指定した電子アドレスや顧客の電子連絡
受信の有無を変更することができます。
(iii) 顧客は、顧客の指定電子アドレスに、係る情
報が掲載されているとの電子連絡が受取られ
てから6ヶ月以内であれば、当行のウェブサ
イトwww.anz.comに掲載された情報を書面で
受取ることについて、顧客は当行に要求す
ることができます。
(iv) 顧客は、共同名義人・信託受託人・パートナ
ーその他複数からなる共同体のうち一人に送
信された当行からの電子連絡は、すべての共
同名義人・信託受託人・パートナー・共同体
に受取られたものとすることに同意するもの
とします。

1.5

顧客の表明保証

顧客は当行に、以下のことを表明保証するものとし
ます。

(a) 顧客が企業である場合、
(i) 顧客は、顧客が合併・設立・設置された（あ
てはまるものに応じて）国の法に基づいて合
法的に設立・設置され、正当に存在している
こと。
(ii) 顧客は、その取引（顧客の関連企業への貸付
や、それら企業からの借入れ）が本契約によ
って予定されている、本契約を締結し履行す
る権利を持ち、その締結と履行を承認するた
めに必要な行動すべてをとった権限を有する
こと。
(iii) 本契約を締結するのは、顧客の会社的、商業
的利益のためであり、そうすることは会社の
利益に一致すること。
(iv) 本契約への署名・交付・履行は、以下の事柄
に違反するか怠慢となる、またはそれを超越
するものではないこと。

に関する法律又は規則を順守するために合理的に
求める、顧客が所持、保管又は管理するすべての
情報及び文書を速やかに当行に提供しなければな
らないこと。
(c) 顧客は、いずれかの適用される法により求められ
る場合に、当行が顧客に関する情報を法執行組織
、規制機関又は裁判所に開示できる、ということ
に同意すること。
(d) 顧客は、適用され得るすべてのマネーロンダリン
グ防止・テロ資金調達防止又は経済・貿易制裁に
関する法律又は規則に従い、本契約に基づく自己
の権利を行使し、自己の義務を履行することに同
意すること。
(e) 顧客は、当行に別段開示する場合を除き、受託者
又は仲介者・代理人の立場ではなく自己のために
行動していると宣言するものとします。

1.7

知的財産

2.

当行の責務

2.1

(A) 顧客もしくは顧客の資産に適用されるい
かなる法
(B) 顧客の定款

(C) 顧客を法的に拘束するいかなる契約

(b) 顧客が他の者や組織の代理である場合、顧客は本
契約を締結する完全な能力と権限を持ち、自らが
締結したと同様の本契約に基づく責任を負うこと
に同意するものとします。
(c) 顧客が受託者として行動している場合、
(i) 顧客は、顧客において本口座又は本サービス
を利用する方法で、本口座を操作し、又は本
サービスを利用する完全な権限を有している
こと。
(ii) 本契約の締結並びに本口座及び本サービスの
利用に当たり、顧客は、常に、信託の利益が
最大になるよう行動すること。

1.6
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本サービス及びサービス付属書
当行は、顧客が当行と随時合意する1つ又は複数の本
サービスを顧客に提供します。本サービスの提供が
本規定において規定されていない場合は、該当する
サービス付属書が当該本サービスの提供に適用され
ます。

2.2

独立契約者、代理人及び第三者のシステム

2.3

当行の役割
当行は、本契約又は契約に基づく取引に関し顧客受
任者又はアドバイザーとして行動するものではあり
ません。

マネーロンダリング防止

(a) 本契約に含まれる相違する趣旨のその他の条項に
かかわらず、当行は、当行に適用され得るマネー
ロンダリング防止・テロ資金調達防止・又は経済
・貿易制裁に関する法律又は規則違反となるか、
当行の見解では違反となるおそれがある場合には
、いかなる作為又は不作為も義務付けられるもの
ではありません。顧客は下記のことを確認の上、
これに同意するものとします。
(b) 顧客は、当行が当行に適用されるマネーロンダリ
ング防止・テロ資金調達防止又は経済・貿易制裁

(a) 顧客は、口座若しくは本サービス又はチャネルの
一部を形成するか、これらに関係して使用される
文書・ソフトウェア・データ物又はプロセスにお
けるすべての知的財産権が、当行かその第三者サ
ービス提供者かいずれかにより所有されること、
また、顧客がかかる知的財産権における権利、権
原又は権益を有さず、口座若しくはいずれかの本
サービス又はチャネルの運営又は使用が顧客にか
かる権利、権原又は権益を与えないことを認め、
これに同意するものとします。
(b) 顧客は、口座若しくは本サービス又はチャネルの
一部を形成するか、これらに関係して使用される
知的財産権を侵害し、不正変更し、又はその他悪
影響を与えることをしない旨同意し、約束するも
のとします。

2.4

(a) 当行は、本サービスに関連して第三者又は第三者
のシステムを使用することができます。当行が第
三者を任命するか第三者のシステムを使用する場
合、顧客と別段合意しない限り、当行は、当行の
代理人であってその他ではない当該第三者に関し
、下記の第2.4条で定めるとおりの責任のみを負い
ます。顧客がその代理人または第三者システムを
任命または選定した場合、当行は、顧客のいかな
る損失についても責任を負わないものとします。
(b) 口座やサービスに関して顧客の償還請求に応じる
のは、第2.4条に基づき、第三者ではなく当行の
みです。2.2当行の役割当行は、本契約又は本契
約に基づく取引に関し、顧客の受任者又はアドバ
イザーとして行動するものではありません。

当行の責任
当行は、口座又はサービスに関連して直接的又は間
接的に受けたか被ったか、又は生ずるおそれのある
損失につき、顧客又はその代理人に対し責任を負い
ませんが、当行は、その損失が当行の（又はその代

（参考訳）総合銀行規定

理人の）重大な過失・故意の違法行為又は詐欺に起
因する範囲に限り、直接的損失の責任を顧客又はそ
の代理人（該当する方）に対し負います。上記にか
かわらず、当行は、以下の事柄について、当行は、
いかなる状況においても責任を負いません。

新たな預金とすることにより,当行が適切とみな
すか適用される法に基づき許可される期間につき
更新することができるものとします（但し、更新
する義務を負うものではありません）。利息は、
当行が決定するか又は当行と顧客との間で合意す
る利率に基づき支払うべきものとします。満期日
より前の引き出しは、当行の事前同意があるとき
、当行が随時課す約定及び条件でのみ行うことが
できます。当行は、満期日より前に引き出しが行
われる定期預金につき、支払うべき利息の一部又
はすべてを留保することができ、又は負担を課す
ことができます。

(a) 顧客や代理人のデータもしくは業務の損失
(b) 業務妨害
(c) 期待された預金が達成されないこと

また、当行及び顧客は、いずれも相手方当事者に生
じた間接的損失に対する責任を負いません。
2.5

本サービスの実行
当行は、法が許す限り、以下に掲げる事項を含め、
本サービスに関連する実行の過程、取引の過程又は
商慣行（又はあらゆる法域の法令の下においてこれ
らと同等のもの）を通じて発生した保証、条件及び
誓約につき、それが明示的に生じたか、法定された
ものか、又は黙示的に生じたものであるかを問わず
、実行することはなく、一切のものを放棄するもの
とします。

3.3

口座の通貨

3.4

利息
各口座においては、当行が顧客に通知するとおりの
利息が付くことも付かないこともありえます。ある
口座で保有する金額に対し生ずる利息の利率がある
場合、その利率は、当行と当該顧客との間で合意す
るとおりとし、かかる合意がない場合は、当行が合
理的に行動しつつ行使する裁量で決定し、当行が随
時顧客に通知するとおりとします。

(a) 本サービスの商品適格性、特定の目的又は使用に
対する適合性、権利、非侵害、適時性または通用
性。
(b) 本サービス（又はその一部へのアクセス）が中断
されるものではなく、問題が発生するものではな
いこと、及び本サービスの瑕疵、中断又は誤作動
を原因として自らの業務に損害が発生することの
ないよう適切な予防策を講じる責任を負うことを
顧客が前提にすること。

顧客は、とりわけ本サービスの利用に際してファイ
ルの変換を要する場合、顧客がかかるファイルの変
換における誤謬又は欠陥に対するリスクを負うこと
につき、了承し、同意するものとします。
2.6

2.7

3.
3.1

3.2

検証確認及びセキュリティ手順の遵守
本サービスに関し当行が合理的に行動しつつ行使す
る裁量において課す本人確認、検証手順又はその他
のセキュリティ手順が、当行が許容できるように遵
守されていない場合、当行は、いつであれ本サービ
ス又はそのいかなる部分も履行する義務を負いませ
ん。
不可抗力事由による損失
上記にかかわらず、当行及び顧客は、いずれも相手
方に対し、不可抗力事由により銀行又は顧客が負担
した又は被った損失につき責任を負いません。不可
抗力事由により、本契約に基づく義務、または口座
やサービスの提供あるいは維持を完全に、または一
部履行できない場合、係る口座やサービスに影響を
与える不可抗力事由が収まるまで、当行はその口座
やサービスを一時停止します。

口座及びサービス

口座の開設
当行は、顧客のために随時当行が同意する限りにお
いて、1つ又は複数の口座を開設し維持します。各口
座の開設及び運営は、本契約・適用される法並びに
関連する監督官庁の制裁及び規定に従うものとしま
す。
口座の種類

(a) 当行は、当行の裁量において、顧客に1つ又は複
数の口座又は定期預金口座を提供します。
(b) 顧客は、定期預金口座の満期時における取り扱い
に関し、必要な指示を当行に提供するものとしま
す。いかなる指示もない場合、当行は、その定期
預金口座を、元本に発生した利息を加えたものを

3.5

(a) 該当する口座の通貨とは異なる通貨建ての引出し
及び入金額は、適用レートを用い該当する通貨に
換算します。かかる換算に関連して生ずる手数料
は、顧客の負担となります。当行は、口座が開設
され保有される場所において、その口座への又は
その本口座からの支払い又は資金の振替を行う義
務のみを負います。
(b) 外貨口座、
(i) 当行は、いかなる理由による（為替レート、
税金、減価償却の変動など）口座における資
金の価値の減少についても、転換可能性の制
限、接収、強制的移転、支払猶予、為替管理
又は何らかの不可抗力事由により当該資金が
満期時に入手できないことについても、一切
責任を負いません。
(ii) ある通貨の発行国が当該通貨建ての資金の利
用可能性、与信又は為替取引を制限した場合
、当行は、本口座から当該通貨建ての資金を
支払う義務を負わないものとします。当行は
、（支払期限の前後を問わず）何時でも、当
行が合理的な裁量をもって決定することで、
適用レートにより他の通貨で資金を支払い、
当該資金に係る自らの義務を履行することが
できます（但し、当行は履行する義務を負い
ません。）。顧客は、当該支払いにつき、当
行の顧客に対する当該資金に係る義務の正当
であり、有効かつ完全な履行を構成すること
に同意するものとします。
(iii) 上記の第3.3条(b)(i)及び(ii)を毀損ることなく、
顧客は、外貨口座のすべての預金が、満期時
に収益及び/又は投資による利益又は損失の
いずれかに帰着する市況の変動に左右される
ことを認めるものとします。
(iv) 顧客は、外貨口座の開設が、当行より随時課
され得る約定及び条件の対象となる場合があ
ることを認めるものとします。

預金及び受領

(a) 現金預金
口座への現金預金
(i) かかる預金は、当行が指定する制限の対象と
なります。当行は、いずれかの現金の出所に
ついて納得できないと判断した場合、当該現
金の預金を拒否する権利を有します。
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(ii) 当行が、現金預金が行われる支店の国の通貨
（以下、「支店通貨」といいます）以外の通
貨でその預金を受け入れることに同意する場
合、顧客は、当行が顧客から受領したその現
金を適用レートで支店通貨に換算できる、と
いうことに同意するものとします。
(iii) 顧客は、預金伝票が有効な受領証又は権原を
表する証券でないということを認め、これに
同意するものとします。預金伝票に示された
金額が、当行の現金計算の金額と異なる場合
、当行の現金計算が最終かつ確定したものと
なります。
(b) 小切手の預託
口座への小切手の預け入れ
(i) 小切手（振出が国内の銀行宛てか外国宛てか
を問いません）が口座へ入金の為預け入れら
れる時、当行は、預金通貨として引き出せる
資金とみなされる手続きが済むまで、直ちに
口座に入金する義務を負わず、口座に入金し
ないことができます。
(ii) 小切手がその後何らかの理由で不渡りとなる
か支払われない場合、当行は、入金した金額
を、それに関して適用し得るすべての料金、
利息及び手数料とともに、口座から引き落と
します。
(iii) 当行は、当行の裁量において、小切手又は金
融証券の預け入れを受け入れ又は拒否できま
す。預け入れられたすべての小切手は、当行
が回収の代理人として受領します。小切手に
明記された受取人の名前が本顧客の口座名義
と異なる場合であっても、当行は、自己の裁
量において、その小切手を処理することがで
きます。不渡りとなった小切手は、最終的に
判明している当該顧客の宛先に、当該顧客自
身のリスク及び費用負担において郵送で返却
します。
(iv) 当行は、返却した小切手又はその他の品目の
回収に関する手順及びスケジュールを変更す
るため、関連する銀行又は手形交換所と合意
することができます。当行は、当該銀行（若
しくはその代理人）若しくは手形交換所によ
り講じられた措置、又は当該銀行若しくは手
形交換所が所持するか輸送中の当該品目の紛
失若しくは破損については、責任を負いませ
ん。顧客は、当行が所持する間に紛失した当
該品目の代替物の探索又は入手において、当
行を援助するために合理的な努力をすること
に同意するものとします。
(v) 顧客は、いずれかの小切手（記入済みか未記
入かを問いません）を紛失したか盗まれたこ
とに気づいた場合、直ちに当行に通知してく
ださい。顧客は、当行が特に書面で同意しな
い限り、第三者が小切手を振り出しを行った
り、その他の口座を使用することを可能とす
るために当該口座を使用できません。顧客は
、先日付小切手を振り出ししてはならず、当
行は、先日付小切手の早期支払い又は先日付
小切手の認証によって生じる損失については
一切責任を負いません。さらに顧客は、いず
れの小切手にも条件、制限又は説明文を挿入
してはならず、当行はこれらを遵守すること
を求められません。
(vi) 顧客は、顧客が当事者であって当行が保有者
である不渡りとなった譲渡可能な証券につき
、当行が不渡り並びに／又は説明及び異議申
し立ての通知を与える必要はない、というこ
とに同意するものとします。
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(vii) 未払いで名宛銀行又は代理銀行から返却され
る小切手は、当行がそれぞれの返却覚書とと
もに顧客に返却します。但し、このように返
却された小切手が輸送中に盗まれたか紛失し
たか、又は名宛銀行若しくは代理銀行が紛失
した場合、当行は、その未払いの小切手を顧
客に返却する義務を負いません。かかる場合
に、返却された小切手の不払い及び紛失を通
告する当行の言明は、最終的なものであり、
顧客に対し拘束力を有します。
(viii) 顧客は、小切手／為替手形が未払いで返却さ
れたか又はその他で未決済のままであるとの
通告を当行又はその代理銀行が受けることの
できたはずの品目に関し、換金証明書を発行
する名宛銀行によりもたらされ得る不一致を
解消することは、顧客の義務である旨同意し
、これを確認するものとします。
(c) 口座引き落としサービス
当行は、顧客の取引客が権限を与えた場合に限り
、顧客の取引客の口座から第三者サービスを介し
て現金を振り込む電子回収サービスを提供します
。顧客は、当行は口座引き落としサービスの利用
に関して、顧客がその義務を遵守しているかにつ
いて検証または確認する必要がないことを認め、
これに同意するものとします。
(d) 受領
当行が顧客の口座で受領する資金
(i) 当行が顧客に別段通知する場合を除き、当該
資金は、資金の受領に関する当行の通常の方
針及び方法に従い、顧客が使用するため入手
できるようにします。
(ii) 顧客が別段指示する場合を除き、当行は、当
該資金を顧客の口座のいずれにも入金するこ
とができるものとします。いずれかの資金が
、顧客が口座を有していない通貨の資金であ
る場合、当行が、受領した金額を当該顧客が
口座を有する通貨に適用レートに、合理的に
行動しつつ、転換することができることにつ
き、顧客は同意するものとします。
(iii) 顧客が資金を特定の口座に預け入れするよう
当行に指示し、当行が受領した資金が口座の
通貨とは異なる通貨の資金である場合、当行
は、受領した金額を口座の通貨に適用レート
で換算します。
(iv) 当行が
(A) 資金を受領することを見越していずれか
の口座に入金した資金を、(I)実際に受領
しないか(II)誤って若しくは詐欺の結果と
して入金していた場合、又は、
(B) 当行が(I)いずれかの口座に入金した資金
を返却することを義務づけられるか(II)若
しくは顧客により若しくは顧客のために
通知された日に顧客に入金するために資
金を受領しない場合、又は、

(C) 当行がそれをする合理的な理由がある場
合、当行は、先に入金した金額（該当す
る場合は適用レートで換算します）を、
それに関して適用し得る料金、利息及び
手数料とともにいずれかの口座から引き
落とす権利を有します。

3.6

引き出し及び支払い

(a) 引き出し及び支払い
顧客による本口座からの引き出し又は支払いの指
示、

（参考訳）総合銀行規定

(i)

当行は、当行が同意する又は設定する限度を
条件として、下記のとおり当該口座からの引
き出しを認めます。

(A) 顧客が当該口座に、少なくとも引き出し
の金額と等しい預金通貨として引き出せ
る資金を有している場合
(B) 指示を含めその引き出しが、本契約を遵
守して完了する場合
(C) 当行に提示された係る証券は、現金払い
・持参人払いはあるいは権限者の指図に
従い振り出されるか、裏書されるか支払
われるかを問いません。

(ii) 当行は、当行の裁量において、預金通貨とし
て引き出せる資金でない資金の引き出しを認
めることができます。かかる資金がその後無
効となったか、支払いを拒否された場合、当
行は、当該顧客に対する償還請求権を行使す
ることができ、当該顧客は、当該口座の該当す
る引き落とし金額について責任を負います。
(iii) 顧客の要求する引き出しの方法に従うことが
当行にとって現実的でない場合、当行は、該
当する支払いを実行するため銀行小切手を提
供することにより、引き出しの要求に従うこ
とができるものとします。
(iv) 当行は、顧客により指定された支払い日に指
示を処理しますが、
(A) 当行がその指示を該当する締め切り時限
より前に受けており、

(B) その支払いが当行の設定した処理限度、
又は顧客が設定した閾値若しくは承認限
度（該当する場合は適用レートで該当す
る通貨に換算します）内であり、

(C) その口座にその指示において指定された
支払いを行うために十分な預金通貨とし
て引き出せる資金又は十分な信用取り決
めがあることを前提とします。

(v) 指示を非営業日に受けたか、又は指示が非営
業日に当たる支払い日を指定している場合、
当行と顧客との間で別段合意しない限り、そ
の支払いは、翌営業日に処理するものとしま
す。
(vi) 当行は、指示を受けると、その支払いの金額
を該当口座から引き落とし、該当する手数料
、料金、請求金及び経費を差し引く権限を付
与されるものとします。
(vii) 顧客が指定する場合を除き、当行は、指示に
おける支払いの優先順位を決定することがで
きます。
(viii) 顧客による相違する趣旨の指示にかかわらず
、当行は、資金振替の指示実行において第三
者システム、第三者および代理人を使用する
権利を有し、資金振替の指示を実行する手段
として当行が状況に鑑みて妥当であると判断
した手段をとることができます。
(ix) 海外送金
(A) 顧客は、代理銀行が受取人の口座への海
外送金を行う際の手数料、料金又は請求
金を請求できる、ということを認め、こ
れに同意するものとします。かかる手数
料、料金又は請求金は当行が管理するも
のではありません。これらは、(1)受取人
が別途支払うか、若しくは代理銀行が受
取人の口座に支払った資金から差し引く

（代理銀行がかかる差し引きを行う場合
、受取人は当該指示で指定された金額よ
り小さい額の資金を受領することになり
ます）か、又は(2)料金付属書に従い顧客
が当行に支払うか、いずれかとすること
ができます。

(B) 代理銀行は、支払いを実行する前にいつ
でも、支払い金を自己の選んだ通貨に換
えることができます。かつ
(C) 当行は、自己の代理銀行から手数料の支
払いを受け、又は自己の代理銀行と手数
料／収入配分の取り決めをすることがで
きめをすることができ、その金額は、当
行とその代理銀行との取引量など種々の
要素に左右されます。

(x) 資金振替の指示に関連して、顧客は以下のこ
とを認め、これに同意するものとします。
(A) 当行は、(I)受取人の識別番号、(II)受取人
の銀行又は(III)その資金振替の指示に含ま
れる第三者に依拠することができます。
さらに顧客は、かかる識別番号が指名さ
れた受取人とは異なる者を特定している
場合であっても、受取人の銀行は当該識
別番号に基づき支払いを行うことができ
ると認め、顧客はかかる資金振替の指示
における当事者の名前と識別番号の不一
致の結果につき責任を負う、ということ
に同意するものとします。
(B) 当行は以下の条件によって、指示を送る
ことができます。(I)指定された通貨が利
用可能かどうか、(II)当行がその通貨を取
り扱えるかどうか(III)適用される法・規制
・関連する司法権の政策要件と制限・代
理銀行・指定の通貨に関する受領もしく
は決済。
(C) 特定の外貨は為替レートの変動に左右さ
れることがあり、自由に変換できないこ
ともあり、その通貨に適用される関連す
る規制やその他の政策要件や制限に左右
されることがあること。顧客はさらに、
為替レートの変動がその口座に生じる利
子（もしあれば）の額に悪影響を及ぼす
ことがあることを認めるものとします。

(xi) 顧客は、指示に従い当行が処理する支払いが
いずれの法、所轄の監督官庁の制裁若しくは
要求又は本契約のいずれの約定にも違反しな
いこと、かつ、顧客が違法又は詐欺的な目的
で支払いをせず、支払いがされるのを容認し
ないことを、当行に対して宣言し、これを約
束するものとします。
(xii) 当行が先日付小切手を受け付けることに同意
した場合、顧客は、顧客によって提出された
先日付の指示によって処理される支払いは、
当行によってそれが受け取られた日か、指示
が締切時限を過ぎて受け取られた場合は、翌
営業日の価格に基づいて処理されることを認
め、これに同意するものとします。
(xiii) 他の金融機関に関わるサービスについては、
その金融機関が所要時間内に必要な情報を当
行に送るか、または当行からの振り込みの支
持を実行するかどうかは、その金融機関によ
るものとします。
(b) 小切手サービス
当行が口座に関し小切手サービスを顧客に提供す
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(c) 口座引き落とし委任
当行が口座引き落とし委任に基づいて行動するこ
とに同意した場合、
(i) 顧客は、以下のことを認め、これに同意する
ものとします。

るか、顧客の要求により証券を発行することに同
意した場合、
(i) 顧客は、
(A) 当該口座を解約したときには、未使用小
切手及び関連資料を直ちに破棄するか当
行に返却すること。

(A) 当行は、関連する口座において預金通貨
として引き出せる資金が入手可能である
ことを前提として、口座引き落とし委任
に従い口座から引き落とし、支払いを処
理する権限を付与されること。

(B) 証券の紛失又は盗難について可能な限り
速やかに当行に通知すること。

(ii) 顧客は、第三者が小切手の保有者となる場合
に、その第三者は当行に対する支払いを強制
する権利を有する、ということを認めるもの
とします。
(iii) 顧客が証書を停止する又は取り消すよう当行
に要求した場合

(B) 顧客が口座引き落とし委任で提供する情
報は、顧客単独の責任であり、当行は、
いかなる検証もせずにかかる情報に依拠
する権利を有すること。

(d) 受取人通知サービス
当行が受取人通知サービスを顧客に提供すること
に同意した場合
(i) 当行は、(A)顧客の支払いに関する指示で提供
された情報を、顧客の代理人として転送し(B)
指図されたとおりの送金通知の伝送（電子メ
ールなどの電送によるか、又は印刷物での通
知の形態をとる場合を含みます）を完了する
ため合理的な努力をします。かつ、
(ii) 当行が上記の第3.6条(d)(i)(B)を遵守したものの
、送金通知を受取人に伝送できなかった場合
について、又は、顧客が送金通知に入れるよ
う当行に指図した事項の内容若しくは正確さ
については、当行は一切責任を負いません。

(A) 当行は、

(1) 当行のが合理的に行動しつつ行使す
る裁量において、その証券の停止又は
取り消しをするか否かを決定でき、
(2) その証券の支払い及び処理がまだ完
了していないと当行が判断できる場
合には、当行は、その証券を停止す
る又は取り消す（該当する方）ため
最大限の努力をし、これをするため
の適用し得る手数料を顧客の口座か
ら引き落とします。当行の証券が銀
行小切手であり、当銀行がその銀行
小切手の停止又は取消をする場合、
当行は、その銀行小切手の金額を顧
客の指定する口座に入金します。

3.7

当座貸越

4.

口座計算書、確認通知及びレポートサービス

(B) 証券を停止する又は取り消すようにとの
顧客からの要求（紛失、盗難又はその他
の理由のいずれによるかを問いません）
にかかわらず、当行がその証券に基づく
支払いに応じたか、応じることを選択し
た場合、顧客は、先に顧客に入金された
金額につき責任を負い、当該金額を顧客
の指定する本口座から引落とす権限を当
行に付与するものとします。
(C) 顧客は、かかる要求の理由がなくなった
ときに、当該要求を取り消す旨を速やか
に当行に通知するものとします。

(D) 顧客がその要求を失効前に当行への書面
の通知により取り消した場合を除き、当
該要求は、(1)その証券の支払い又は取り
消し(2)その証券が振り出された口座の閉
鎖(3)その証券が振り出された口座を当行
の別の支店に移転した60日後、及び(4)当
該要求が行われた日から6ヶ月の日のい
ずれか早いものが発生した時点で失効し
、その後は効力を有しません。

(iv) 当行が送金小切手を顧客のために発行するこ
とに同意し、当該送金小切手の通貨が該当す
る口座の通貨とは異なる場合、該当口座から
引き落とす資金の金額は、当該送金小切手の
金額を該当口座の通貨に適用レートで換算す
ることにより決定します。かかる送金小切手
の発行又はかかる換算に関連して生ずる料金
は、顧客の口座からとなります。
(v) 顧客は、小切手サービスが、顧客が設定した
閾値又は承認限度（該当する場合は適用レー
トで該当する通貨に換算します）に従うこと
を認めるものとします。
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4.1

4.2

(a) 当行が当座貸越の便宜を提供することに書面で同
意した場合を除き、顧客は、すべての口座の残高
をプラスに保つものとします。
(b) 口座に関する指示又は口座でのある取引が、その
口座からの超過引き出しとなるか、又は合意した
当座貸越限度額を超える場合、当行は、当該指示
又は取引を実行する義務を負いません（但し、当
行が当行の裁量において実行すると決定した場合
は実行できます）。
(c) 顧客は直ちに、ゼロバランスを超えて又は該当す
る場合は当行と顧客との間で合意した当座貸越限
度額を超えて引き出した金額を埋め合わせるため
、十分な資金を該当する口座に入金するものとし
ます。
(d) 顧客は、超過引き出しの額又は当座貸越など残高
のマイナス分につき、当行が利息を請求すること
を認めるものとします。かかる利息は、当行が顧
客に通知する利率で、日単位で発生するものとし
ます。
(e) 上記にかかわらず、当行は、当行の裁量において
、当行と顧客との間で合意する約定及び条件によ
り、特定の当座貸越の便宜を提供する場合があり
ます。

計算書及び通知
口座計算書又は確認通知（紙の形態かその他のチャネ
ルによるかを問わいません）は、毎月、又は当行が
顧客と合意し得るその他の間隔で、
（顧客と合意した
とおり）顧客に提供するか、又は顧客がアクセスで
きるようにします。
相違
顧客は、当行から受け取った各口座計算書又は確認
通知が正確であるかを検証するものとします。顧客

（参考訳）総合銀行規定

が各口座計算書又は確認通知の日から30日以内に、
それらの記載事項における誤り・不規則性・遺漏・
不正確さ又は不一致を当行に書面で知らせた場合を
除き、当該記載事項は正確とみなされ、明らかな誤
り又は当行の故意若しくは重大な過失による不正行
為若しくは詐欺がない限り、拘束力を有するものと
します。

4.3

4.4

誤り又は遺漏の訂正
上記の第4.2条にかかわらず、当行は、いつでも計算
書又は確認通知における誤り又は遺漏を訂正するこ
とができ、それらはいったん訂正されると、明らか
な誤り又は当行の故意若しくは重大な過失による不
正行為若しくは詐欺がない限り、顧客に対し拘束力
を有します。
報告サービス
当行が報告サービスを顧客に提供することに同意し
た場合

(a) 顧客は、口座又は指名した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
を、当該他行に送信し開示し、当該他行から受信
する（SWIFTメッセージにより）権限を当行に付
与するものとします。
(b) 顧客は、口座に関する残高及び取引情報が他銀行
に送信される場合に、下記のことを認め、これに
同意するものとします。
(i) 当該情報は、その情報が他行に伝送された日
及び時点でのみ最新とし、かつ、
(ii) この報告サービスを実行するにあたり、

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

(A) 報告サービス自体は、当行と他の銀行と
の間における関係を構築するものではな
いこと、及び
(B) 当行は、当該情報のさらなる頒布に関し
管理権を有さず、一切責任を負わず、そ
れゆえ、当該情報に関する他行の行為に
つき、当行の故意若しくは重過失による
不正行為又は詐欺がない限り、一切法的
責任を負わないこと。

(c) 顧客は、他行における顧客の1つ又は複数の口座
に関する残高及び取引情報が、その他行により当
行に送信される場合に、下記のことを認め、これ
に同意するものとします。
(i) 当行は、かかる情報の正確さ又は完全性を検
証する手段を有しないため、「受け取ったま
ま」の当該情報を顧客に報告します。当行は
、一切責任を負わず、それゆえ、かかる情報
の正確さ又は完全性につき、一切法的責任を
負いません。
(ii) 当行は、他行の行為につき責任を負わず、か
かる情報が何らかの理由で他行により当行に
送信されない場合においても責任を負いませ
ん
(d) 顧客は、残高及び取引情報が電送により他行に送
信され、又は他行から受信され得ること、並びに
、電子サービスはさまざまの理由で遅延、中断又
は故障するため、レポートサービスはもっぱら「
利用できることを条件として現状のまま」提供さ
れる、と認め、これに同意するものとします。

4.5

コンピュータが作成するレポート
当行によるレポートのうちコンピュータが作成する
ものは、署名を要さず、関連する口座計算書ととも
にお読みください。

5.6

6.
6.1

6.2

手数料、料金、請求金、経費及び税金

手数料・料金・請求金及び経費
顧客は、各口座及び本サービスに関するすべての手
数料・料金・請求金及び経費を、当行が顧客に通知
する（該当する場合は料金付属書で定めるとおりと
なります）レート及び時点で、相殺・差し引き又は
反対請求なく支払うものとします。
インボイスなし
当行と顧客とが別段合意した場合を除き、当行は、
手数料・料金・請求金及び経費のインボイスを発行
せず、顧客が支払い義務を負う金額については、口
座から引き落とすことができ、当該引き落としが当
該口座の残高をマイナスにするかマイナス分を増や
すことに帰着するとしても同様とします。
口座計算書
口座から差し引くかかる手数料・料金・請求金又は
経費は、該当する口座計算書において表示します。

税金
顧客は、口座又は本サービスに関連して顧客に適用
され納付すべき全ての税金を納付し、該当する場合
に当行は、5.2に従い引き落とす手数料・料金・請求
金及び経費に関係する時点で、当該税金を該当口座
から引き落とすことができるものとします。
源泉徴収
当行は法律あるいは地域もしくは海外の当局との契
約あるいは取り決めによって、顧客の口座への支払
いから引き落としあるいは源泉徴収するように求め
られることがります。当行が引き落としまたは源泉
徴収するように求められた場合、顧客はその支払い
から引き落としあるいは源泉徴収額が差し引かれる
ことを認め、同意するものとします。

グロスアップ
顧客が税金のため差し引き又は源泉徴収を行うこと
を法により要求される場合、顧客が当行に支払うべ
き（それに関しかかる差し引きを行うことを要求さ
れるところの）総額は、当該差し引きを行っておら
ず又は行うことを要求されなければ、当行が受領し
ていたはずの総額と等しい総額を、当該差し引き又は
源泉徴収分を差し引いた上で当行が受領することを
確実にするために、必要な範囲で増額されます。顧
客は、その差し引き、及びその差し引きに関連して
求められる支払いを、法により求められる期間内に
、法により求められる最低額で行うものとします。

解約及び一時停止

通知による解約
第6.2条及び第6.3条の場合は別として、顧客又は当行
のいずれも、30日以上前に書面の通知を相手に提供
することにより、口座又は本サービスを解約できま
す。
直ちに発効する解約
以下の場合において、当行は口座またはサービスを
通知なしに直ちに解約することができます。

(a) 顧客に関し何らかの解除事由が発生した場合。
(b) 当行の見解において、顧客の指示に従い行動する
か、若しくは口座若しくは本サービスを顧客に提
供すれば、それにより当行が適用される法、若し
くは所轄監督官庁の制裁若しくは要件に違反する
こと。
(c) 法、所轄監督官庁の制裁または要件、若しくは当
行の内部方針に従い、当行がそうするよう求めら
れる場合。
(d) 第三者が係るサービスの一部の提供を終了した場

23

合。係る解約時には、顧客が当行に支払うべき債
務は、直ちに支払われなければなりません。

6.3

一時停止
下記を含むがこれらに限らないいかなる理由であれ
、当行は、顧客に事前通知をせずに、
（第6.2条に基づ
く当行の権利を毀損せずに）口座又は本サービスの
全部又は一部を一時停止することができます。

(a) 口座又は本サービスの提供が、紛争又は第三者の
請求の対象である場合。
(b) 当行が、口座に十分な残高がないと考える場合。
(c) 当行が、口座又は本サービスの提供に関し、いず
れかの当事者の権益を保護する必要があると考え
る場合。
(d) 当行が、権限者又は代理人（存在する場合）の権
限を明確にする必要があると考える場合。
(e) 当行が、口座又は本サービスが納得のいくやり方
で運営されていないと考える場合。
(f) 第三者が係るサービスの一部の提供をやめた場合。
(g) いずれかの解除事由が発生したか、又は発生した
疑いがある場合。
(h) いずれかの潜在的解除事由が発生した疑いがある
場合。

6.4

6.5

未処理の依頼
口座又はサービスの解約又は一時停止は、未処理の
依頼を毀損せず、当該解約の前に当行と顧客との間
で生じたか、又は本契約の解除後も存続することが
本条件において明示されている権利又は義務を毀損
しません。
解約の結果
口座が解約された場合、

(a) 顧客は、当行において当該解約に関連する一切の
支払期日が到来している料金及び経費並びに本契
約に基づき顧客が当行に支払い義務を負う金額を
引き落とすことを認めるものとします。かつ、
(b) 顧客は、当該引き落としの後に残高がある場合、
当行が合理的に行動しつつ行使する裁量により、
当行が適切とみなす口座（当行の別支店の口座を
含みます）へ当行が適切とみなす送金方法で、又
は最終的に判している顧客の宛先に顧客自身のリ
スクの下に顧客を受取人とする為替手形を郵送し
、当該残高を振り替えることを認めるものとしま
す。

6.6

7.
7.1
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条件の存続
第1.4条(c)（不適切なチャネル）、第1.6条（マネーロ
ンダリング防止）、第1.7条知的財産）、第2.4条（当
行の責任）、第5条（手数料、料金、請求金、経費及
び税金）、第6.4条（未処理の依頼）、第6.5条（解約
の結果）、第7条（補償）、第8条（相殺）、第9条（
情報の開示）及び第14条（準拠法及び法域）および
当事者が本来、係る解約修了後も存続させることを
意図した他の規定は、口座、サービス、又は本契約
の解約後も存続します。

補償

合意通貨
本契約に基づき顧客が当行に支払うべき各金額は、
合意通貨でその支払いを行うものとします。当行が
そのように受領した金額（該当する場合は適用レー
トで換算する）が何らかの理由で、当行に支払われ
るべき合意通貨の金額に不足する場合、顧客は、適
用法により許可される範囲で、直ちにその不足分を
埋め合わせるために必要な合意通貨の追加額（適用
レートで換算する）を支払うものとします。

7.2

損失の補償
顧客は、以下の事項のいずれかに関し、当行並びに
その取締役、役員、従業員、代理人及び代表者が受
けた損失の一切（弁護士費用を全額補償する形で含
みます。）（但し、かかる損失が当行の故意、過失
又は詐欺により発生した場合は除きます。）につき
、当行並びにその取締役、役員、従業員、代理人及
び代表者に対し、補償すること、補償し続けること
及び免責することに同意するものとします。

(a) 本口座又は本サービスに関連して顧客が自ら行っ
た又は顧客に代わり行われた表明、保証又は声明
が、それがなされた時点又はなされたとみなされ
た時点において不正確であったこと、又は誤解を
招くもの（脱漏を含みます。）であったこと。
(b) 顧客が口座若しくは本サービスを使用したこと。
(c) 顧客（又はその代理人）が本契約に基づく自己の
義務のいずれかを履行又は遵守しなかったこと。
(d) 当行が預金通貨以外の資金の引き出しを認めた場
合において、顧客が3営業日以内（又は顧客と合
意した通り）に本口座への預金通貨の提供を怠っ
たこと。
(e) 裁判所の命令又はその他類似の義務（その後履行
されたか否かの別を問いません。）により、当行
が本口座又は本サービスに関連して行動する又は
行動することを拒否する決断又は決定を下したこ
と。
(f) 使用されたチャネルにかかわらず、当行において
、顧客が自ら行った、若しくは顧客に代わり行わ
れたと合理的に認める指示若しくは依頼に従い、
当行が行為し、又は拒絶すること。
(g) 顧客、その事業若しくは資産、本口座若しくは本
サービスにかかる商品又はそれらに関連するもの
につき、当局が交付した召喚状、通知、命令又は
照会に関連して何らかの行動が行われたこと。
(h) 本契約、本口座又は本サービスに関連する権利、
権限又は救済権を行使、執行又は保全したこと。
(i) 本口座又は本サービスに関連して、第三者が当行
に対して請求してきたこと。
(j) 当行による自らの義務の履行又は自らの権利の行
使が、ある法域において違法となること。
(k) （当行以外の者が）マネーロンダリング防止法、テロ
資金対策法又は経済制裁若しくは貿易制裁に関す
る法令に違反したこと。
(l) 顧客が法又は当局の制限に違反したこと。
(m) 如何なる方法であれ、口座又は本サービスと関連
する取引が、詐欺又は詐欺容疑（当行による詐欺
を除きます。）で毀損したこと。

疑義を避けるために付言すると、上記の補償には、
納税義務及び口座の残高不足が含まれますが、これ
らに限定されません。

当行は、顧客に対し、本第7.2条に基づき顧客が当行
に対して支払うべき金額を書面により通知します。
顧客は、当行において当該通知に合理的に記載した
日付及び方法で当該支払を行うものとします。

本契約上の補償義務又はこれに類似する義務は、(1)
支払若しくは清算等の履行の状況にかかわらず継続
した義務であり、(2) 顧客のその他の義務とは独立し
ており、(3) 本口座又は本サービスの終了又は履行後
も存続し、かつ、(4) 本契約に基づき当行が有するそ
の他の権利に追加されるもの又は法により独立して
付与されるものとします。
当行は、本契約に基づく補償権を行使する前に、費
用を負担すること、又は支払を行う必要はないもの
とします。

（参考訳）総合銀行規定

7.3

8.
8.1

8.2

8.3

9.
9.1

代理人の補償
第7.2条（損失の補償）を毀損することなく、顧客は
、当行がその代理人の依頼に従った結果として、当
行並びにその取締役・役員・従業員・代理人及び代
表者が被るか、受けるか、これらの者に生ずる一切
の損失（いかなる訴訟費用も完全に填補する形で含
みます）につき、銀行の故意若しくは重過失による
不正行為又は詐欺によって直接生じた損失を除き、
常に当行並びにその取締役・役員・従業員・代理人
及び代表者に補償をし、これらの者を完全に免責す
ることを、各々の顧客の代理人を代理して同意する
ものとします。

相殺

当行は、法により許可される場合にいつでも、顧客
に通知をせずに、顧客が当行に対し支払い義務を負
っている債務を、当行が顧客に対し支払い義務を負
っている債務と相殺することができます。

上記第8.1条で定める権利は、当該債務の通貨建てに
かかわらず、当行又は顧客の債務が現在若しくは将
来のいずれの債務か、期限が到来しているか否か、
実際に発生しているか偶発的に生じるものであるか
を問わず、また、当該責任が個別に負うものである
か連帯して負うものであるか、本人として負うもの
か保証人として負うものかを問わず適用されます。
相殺権の行使が通貨の換算を伴う場合、当行は通貨
換算レートを適用レートで適用します。

本条8のいかなる定めも、担保その他の負担を設定す
る又は貸す効果を有しません。本条8は、いずれかの
当事者がいつであれ（法の効力、契約その他何による
かを問いません）その他で権利を有するか対象となる
相殺権・埋め合わせ・口座の組み合わせ・リーエン・
留置権若しくは源泉徴収の権利、又は類似の権利若し
くは要件を毀損せず、これらに追加されます。

情報の開示

開示の権限付与
顧客は、顧客に関する情報（顧客の取引、財務状態
、口座及び本サービスに関する情報を含みますが、
これらに限りません）を下記の者のいずれか又はす
べてに開示する権限が当行に付与されることに同意
し、これを認めるものとします。

(a) 顧客の関連会社
(b) 当行の実際の若しくは提案された譲受人、又は当
行若しくはいずれかの銀行グループメンバーに対
する守秘義務を負う顧客に関する当行の権利のい
ずれかへの参加者若しくはサブメンバー、若しく
はかかる権利のいずれかの譲受人。
(c) 当行の事務所・支店・関連会社・子会社・従業員
又は代理人。
(d) 当行又はいずれかの銀行グループメンバーに対す
る守秘義務を負う当行又はいずれかの銀行グルー
プメンバーの監査人又は専門アドバイザー。
(e) 当行又はいずれかの銀行グループメンバーの第三
者又は第三者システムの提供者。
(f) 顧客が当行を介して要求したサービスを提供する
第三者サービス提供者。
(g) 所轄監督官庁。
(h) 管轄区域の行政機関による召喚状その他の裁判手
続きが要請するところの人員。
(i) その他で該当する国の法に従い開示することを求
められたいかなる人員。
(j) 当行又はいずれかの銀行グループメンバーと契約

あるいは取り決めをしている地域もしくは海外の
当局が、当行が直接、又はいずれかの銀行グルー
プメンバーを介して顧客もしくは口座情報を開示
することを求めた場合。

また顧客は、上記に記載のいずれかの銀行グループ
メンバーが、そのメンバーの主な事業所が顧客の創
設、創立地以外の国であっても、あるいは、そのメ
ンバーが、かかる開示された情報のすべてまたは一
部を顧客の創設、創立地以外の国で収集、保持、処
理、使用したとしても、上記のいかなる情報をも、
その開示権限を与えられた者に転送できることに同
意するものとします。

10. 修正及び権利放棄

10.1 修正
当行は、30日前における書面又は電子媒体による通
知、メディアにおける通知、当行のウェブサイトに
おける通知その他法令上許される方法で、いつでも
、本契約の条項を改正し、修正し、若しくは補足し
、又は口座若しくは本サービスを変更することがで
きます。
上記にかかわらず、以下の場合、当行は顧客に事前
通知を行いません。

(a) 銀行の管理外である場合（但し、法令で別途通知
が求められる場合を除きます）。
(b) 法令上直ちに変更の効力を生じさせることを求め
られた場合。この場合、変更の効力は直ちに生じ
ます。
(c) 金利変動その他市場変動又は外部指標の変動があ
った場合。

10.2 本契約のその他の条項にもかかわらず、法、監督官
庁の要件若しくは社内ポリシーが変更された場合、
又は顧客の利益若しくは当行の利益を保護するため
に合理的に行動する場合、当行は、何時でも、事前
通知なしに、本サービス若しくはチャネル又はその
一部を変更、追加又は削除することができるものと
します。
10.3 当行の権利又は権限のいずれかの放棄及び当行によ
る同意は、当行のために署名された書面による場合
に限り有効とします。当行は、その絶対的な裁量に
より放棄及び承諾を行います。

11.

移転

11.1 顧客による移転
顧客は、本契約に基づき生じる自己の権利のいずれ
も、事前に当行から書面で同意を得ないまま、移転
、担保設定又は信託宣言をしてはなりません。
11.2 当行による移転
当行は、本契約に基づくいかなる自己の権利につい
ても、顧客（又はその他の者）の同意なく移転し、
担保設定し、信託宣言することができます。顧客は
、これに関して当行が合理的に求め得る文書を作成
するか行為をするなど、かかる移転を実行するため
の当行による合理的な要求に従うことに同意するも
のとします。

12. 全般

12.1 契約当事者
本契約に別段明示的な言明がある場合を除き、本契
約の当事者でない者は、本契約のいずれの条項も実
施する権利を有しません。かかる本契約を改正する
ために、本契約の当事者でない者の同意は要しませ
ん。
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12.2 書面による事前合意

本契約は、当行が顧客に提供した本口座又は本サー
ビスに関連して、当行が顧客との間で交わした書面
による事前合意にとって代わるものとします。

12.3 無効、違法又は執行不能な条項
本契約のある条項の無効性、違法性又は執行不能性
は、本契約の他の残りの部分が有効に存続すること
に影響を与えず、また、それらを損なうものではあ
りません。顧客は、当行が無効又は執行不能な条項
を、無効又は執行不能な条項の経済上、法律上及び
商業上の目的を可能な限り達成するための、有効か
つ執行可能な条項に置き換えることができる旨同意
するものとします。
12.4 権利及び救済手段の行使
本契約又は法が定める権利又は救済手段を行使しな
いか行使が遅延しても、そのことは、その権利若し
くは救済手段の無効又は放棄、又はその他の権利若
しくは救済手段の無効若しくは放棄とはなりません
。本契約又は法が定める権利又は救済手段の単一又
は部分的な行使は、その権利若しくは救済手段のさ
らなる行使又は別の権利若しくは救済手段の行使を
妨げるものではありません。

12.5 健全性要項の開示
顧客は、当行がANZの子会社であり、ANZとは別の企
業であるため、本契約に基づく当行の義務はANZの保
証その他の義務を形成するものではなく、ANZは当行
の責任を履行する義務はありません。
12.6 連帯責任
顧客が複数であるか、共同の口座またはサービスに
加入している場合、その一人一人が本契約に基づく
顧客の義務を果たす責任があり、本契約でいう「顧
客」とは、それら個々人を意味します。

12.7 正副本
本契約は、本契約の1人又は複数人の当事者がそれぞ
れに署名をした相当の部数の正副本で構成すること
ができます。署名済みのかかる正副本は、1つの文書
を形成します。
12.8 不一致
不一致があるときは、下記のとおりとします。

(a) 本契約の英語版といずれかの翻訳版の不一致につ
いては、英語版が優先します。
(b) 以下の書類において不一致が生じた場合、関連書
類に明記されていなければ、かかる文書は以下の
順に優先して解釈されます。
(i) 口座開設申請書と料金表
(ii) 関連する国別付属書
(iii) カウンタパーティ付属書及びサービス付属書
(iv) 規定

13. 通知

13.1 本契約に関する通知又はその他の伝達は、下記の方
法で、口座開設書類に記載された宛先、番号又は電
子メールアドレスに与えることができ、発効のタイ
ミングは以下の通りとみなします。

(a) 書面であって、直接交付するか宅配便により配達
される場合は、それが届けられた日。
(b) ファクシミリで送信する場合は、送信メッセージ
が読み取れる形で受け取られた日。
(c) 普通郵便（配達証明や書留郵便以外）
で送付された
場合は、投函後5営業日目（投函された住所の）
。
(d) 配達証明や書留郵便（海外であれば航空便）又は
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これと同等の（受領通知を要求する）手段により
送付する場合は、その郵便が配達されたか、又は
配達が試みられた日。
(e) 電子メールで送信する場合は、送信者が未配達の
自動メールを受け取らない限り、それが配信され
た時点。

13.2 当行への連絡は、当行が顧客に随時知らせる部署や
担当者宛てであることを明示したもののみが有効と
なります。

14. 準拠法及び法域

14.1 準拠法及び法域
特別の定めのない限り、本契約は、関連する司法権
によって統治、解釈されます。当事者は、かかる司
法権のもとにある法廷および、それらの法廷の上訴
を審議することができる法廷の司法権に服します。
上記にかかわらず、当行は、顧客が資本を持つか、
業務運営を行ういかなる国においても訴訟を起こす
ことができます。
14.2 免責特権の放棄
顧客は、顧客がいずれかの法域で有することのある
、訴訟、判決前若しくは判決後の差押又は執行判決
からの国家主権その他による免責特権を、取消不能
で放棄するものとします。
14.3 令状の送達

当行が要求する場合、顧客は、本契約に関する裁判
所の手続において、文書を受け取る顧客の代理人と
して送達代理人を取消不能な形で任命し、当該代理
人の氏名又は名称及び住所を当行に通知するものと
します。顧客がかかる要求から7日以内に送達代理人
を任命しなかった場合、及び任命したことを当行に
通知しなかった場合、当行は、顧客の費用で、以下
の行為のいずれかを行うことができます。

(a) 顧客のために、顧客に代わって送達代理人を任命
すること。この場合、当行は、任命した当該送達
代理人の氏名又は名称及び住所を顧客に通知する
ことができます（但し、通知する義務は負いませ
ん。）。
(b) 顧客が当行に提供した最新の顧客の連絡先を利用
して、手交、郵便、ファクシミリ通信又は電子メ
ールにより送達すること。
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