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第１条  反社会的勢力との取引拒絶  

この預金口座は、第 15 条（４ ）④から⑦のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 15 条（ ４）④から⑦の一にでも該当 

する場合には、 当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。  

第２条  為替相場の変動 

この預金の取引を行うに際しては、預金者が外国為替相場の変動により差益または差損が発生することがあることを承認したものと

し、その変動による結果について当行は一切の責任を負いません。  

第３条  預金締結日および預金開始日 

(1) この預金に関わる預金締結日は、この預金の申し込み日とします。  

(2) この預金に関わる預金開始日は、この預金の申し込み日とします。なお、  預金通貨の母国市場が休日の場合には翌営業日の 取

扱いとなります。  

第４条  定期預金満期日の設定 

(1) この定期預金の満期日は、 原則として預金開始日より起算して預金者ご指定の「預け入れ期間」経過後の応答日とします。た  だ

し、 その応答日が第７ 条に定める営業日に当たらない場合は翌営業日とします。  

(2) この定期預金の満期日は前項にもとづき設定されますが、当行は、  前項にかかわらず満期日を変更できるものとします。ただ  し、

その場合にも、当行は前項によって設定された満期日に可能な限り近い日に満期日を変更するものとします。この条項は  第

21 条(1)にもとづく自動継続後の満期日についても適用されるものとします。  

第５条  預金の支払日 

第 15 条(4)、(5)、(7) もしくは(8)の場合を除き、定期預金については満期日以降、  通知預金については解約の依頼から第７ 条 

に定める営業日の ２営業日以降に支払います。なお、為替交換、送金の規制、  強制送金、戦争行為、暴動、 災害その他やむを得 な

い事由により支払いができなくても、 当行は一切の責任を負いません。  

第６条  通知預金の取扱い 

通知預金は新規の取扱いを停止しております。また、  解約の依頼は、 営業日の当行所定の時間までの取扱いとし、  一部解約は取 り

扱わないものとします。 当行所定の時間以降に頂いた解約の依頼は翌営業日の取扱いとなります。  

第７条  営業日 

この預金に関わる営業日は、  本邦においての土曜日、  日曜日、祝祭日および年末年始等を除いた日とします。また、当行取扱い  

預金通貨の母国市場休業日を除いた日とします。  

第８条  営業時間 

この預金に関わる営業時間は、本邦時間の午前９ 時から午後３ 時とします。 

 第９条  署名および印鑑照合 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された署名または印影を、  届出の署名または印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ない  と

認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は  一

切の責任を負いません。なお、照合に際し、本人確認書類もしくは、それに類するものの提示を頂く場合があります。  

第 10 条  預け入れ・ 払い戻し 

この預金の種類ならびに通貨の種類は、  当行所定の種類に限定します。また、この預金の預け入れ、払い戻し、継続および利  

息支払いなどにかかる一切の取引は、すべて当行所定の手続により取扱います。なお、  預金の払い戻しを受けることについて  正

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

この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払い戻しを行いません。   

第 11 条   預金通貨での払い戻しおよび手数料  

当行がこの預金の一部または全部をこの預金の通貨により払い戻すよう請求された場合でも、当行はこの預金の通貨または

当行所定の外国為替相場により換算した本邦通貨、またはそれらの組み合わせのいずれをもっても支払うことができるものと
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します。なお、この換算に伴い為替差損が発生しても、  当行は一切の責任を負いません。また、預け入れの通貨で一部または

全部 を支払う場合は、預金者は当行所定の手数料を支払うものとします。  

第 12 条  適用外国為替相場 

この預金に本邦通貨からまたはその他の通貨から通貨を換えて預け入れる場合、または、預金の全部または一部を払い戻し他  

の通貨に換える場合、または弁済、差し引き計算を行う場合、あるいは他の通貨などに換える場合には、  当行の定める時期、方 

法、手続および為替交換レートが適用されます。  

第 13 条  電話・ ファクシミリ・ E-メールなどによる手続 

当行は預金の種類に関わらず、電話・ファクシミリ・  E- メールなどによる手続は受け付けません。当行所定の申込書による手続  

を以って預金者の正式な手続とし、それ以前に電話・ファクシミリ・  E- メールなどによる手続が預金者からなされていたとしても、  

当行はそれらを預金者からの正式な手続として取り扱う必要はないものとします。ただし、預金者が「  郵送、 ファクシミリおよび電  

話取扱約定」 にもとづいて手続をされた場合に限っては、 同約定に従ってこれを正式な手続として受け付けることとします。  

第 14 条  変更・ 取り消しなど 

この預金の預け入れまたは払い戻しに関する取引日、  金額、利率、 適用為替相場などの取引条件については、いったん合意を  

したうえは、当行の責めに帰す場合等を除きその取引実行の前後を問わず変更または取り消しはできません。  

第 15 条  預金の解約および中途解約 

(1) 営業日外および営業時間外の預金の解約はお取扱いできません。  

(2) この預金を解約するときは、 当行所定の払戻請求書に必要事項を記入し、届出印を捺印または署名してください。 

(3) こ の 預 金 は 、 当 行 が や む を 得 な い と 認 め る 場 合 を 除 き 、 満 期 日 前 の 解 約 は 出 来 ま せ ん 。ただし、約定

期間 １年までの定期預金について、 上記により満期日前に中途解約をする場合、 その経過利息は無利息とし、 解約などに

伴うすべての手数料、経費、 損害金は預金者が負担 するものとします。これらの手数料、経費、損害金などは当該解約金

額から差し引きます。 

＊約定期間が １年を超える定期預金については、 当行の責めに帰す場合等を除き、中途解約および満期日前の条件変更は 

できません。 

(4) 次の各号に一つでも該当した場合は、当行はこの預金取引を停止し、または、預金者に通知することによりこの預金口座を  

解約することが出来るものとします。 通知により解約する場合には、到達のいかんに関わらず、当行が解約の通知を届出の  

あった氏名または名称、 住所または所在地にあてて発信した時に解約されたものとします。  

なお、 この解約によって生じた損害については、  当行は責任を負いません。  また、 この解約により当行に損害が生じたときは、  

その損害額をお支払いいただきます。  

① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが

明らかになった場合 

②  預金者が第 22 条に違反した場合 

③  この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またそのおそれがあると認められる場合  

④  預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

⑤ 預金者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関 

係企業、総会屋等、 社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、  その他これらに準ずる者）に該当することが判明した  

場合 

⑥  預金者が反社会的勢力と、以下の一にでも該当する関係を有することが判明した場合 

a. 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき 

b. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 

c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、  不当に反社会的 勢

力を利用したと認められるとき 

d. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき  
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e. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき  

⑦ 預金者が、 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、  取引に関して脅迫的な

言動をし、 もしくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、もしくは当行の

業務を妨害する行為、 その他これらに準ずる行為のいずれかに該当する行為をしたとき。  

(5) 10 年間預金者による利用がない、または連絡先が不明となる状態が継続する場合、定期預金の場合は次に訪れる満期日

に、 通知預金の場合は随時当行はこの預金取引を停止し、預金を解約し、  当行所定の外国為替相場により本邦通貨に交換し

ます。その時点から 5 年後までに払い戻しの請求がない場合は権利を放棄したものとみなします。  

(6)  定期預金預入期間中に相続が発生した場合は以下の取扱いとなります。  

① 当行が定める相続手続きが、 当行が相続の発生を知った日より初めて到来する満期日の 3 営業日前までに完了していない  

場合、約定期間 １年以内の定期預金は、 第 17 条(2 )にかかわらず、 当該満期日においてその時点までに発生した未払い  

利息を預金通貨にて全て元本に加え、当該満期日の 2 営業日前の利率にて、当該満期日に当行取扱いの最短の定期預金  

で継続し、以後も同様の取扱いとします。  

② 当行が相続の発生を知った日より初めて発生する約定期間１年超の定期預金の中間払い利息および最終利息は、  第 17 条 

(3)にかかわらず、 中間利払い日および満期日に既存の円当座預金口座に、または円当座預金口座を開設のうえ入金され  

ます。当行が定める相続手続きが、当行が相続の発生を知った日より初めて到来する満期日の 3 営業日前までに完了して  

いない場合、 約定期間 1 年超の定期預金元本は、当該満期日の 2 営業日前の利率にて、当該満期日に当行取扱いの最短  

の定期預金（ 元利継続型）で継続し、以後も同様の取扱いとします。  

(7) 当行が相続の発生を知った日より 10 年間経過しても相続が完了していない場合、次に訪れる満期日に当行はこの預金取引  

を停止し、預金を解約して、 当行所定の外国為替相場により本邦通貨に交換します。  

その時点から 5 年後までに払い戻しの請求がない場合は権利を放棄したものとみなします。  

(8) 預金者がこの約定に反して、 当行が必要とする情報を提供しない場合、及び法令、  規制当局等（国内外の税務当局を含みま  

す） の要請に基づく場合も前項同様に解約等の処理を行います。  

(9) 第 15 条(5)、(7) もしくは(8) により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解約を  

求める場合には、 第 15 条(5 ) または(8 )においては、 届出の印章、本人確認資料等を、 第 15 条(7)においては、 相続手続

き 書類等をご持参のうえ、 当行に申し出てください。  

第 16 条  通知等 

届出のあった氏名または名称、住所または所在地にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、  延着しまたは到達し 

なかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。  

第 17 条  利息および付利単位等  

(1) この預金の付利単位はこの預金の通貨の １通貨単位とし、1 年を 365 日として日割り計算します。 

(2) 約定期間 1 年以内の定期預金の利息は預け入れ期間、 利率および当行所定の付利単位によって計算し、満期日以降にこの預

金元本とともに支払います。通知預金の利息は、預金の解約日に支払います。なお、 為替交換、 送金の規制、強制送金、戦 争

行為、暴動、災害その他やむを得ない事由により支払ができなくても、当行は一切の責任を負いません。  

(3) 約定期間 １年超の定期預金の利息は、 預金開始日から満期日の前日までの日数および預金証書表面記載の利率によって計  

算し、 満期日以後にこの預金元本とともに支払います。 ただし、 原則として預金開始日の 2 年後の応答日、または預金開始日  

の 3 年後の応答日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。  

a. 預金開始日から満期日の 1 年前の応答日までの間に到来する原則として預金開始日の  1 年ごとの応答日を「 中間利払い

日」とします。預金開始日または前回の中  間利払い日からその中間利払い日の前日までの日数および表面記載の利率に

よって計算した中間利払い額（以下「  中間 払い利息」 といいます。）を、 利息の一部として、 各中間利払い日以後に、あらか

じめ指定された方法により支払います。 

b. 中間払い利息（中間利払い日が複数ある場合は各中間払い利息の合計額）を差し引いた利息の残高は、満期日以後にこ  

の預金元本とともに支払います。  

c. 中間払い利息は、 応答日の通常 2 営業日前の当行所定の換算レートを適用し、  外貨から円に換算し支払います。 
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d. 為替交換、 送金の規制、強制送金、戦争行為、暴動、災害その他やむを得ない事由により第 17 条(3 )a.～c.に規定する 

支払ができなくても、当行は一切の責任を負いません。  

(4) 通知預金の利率は、当行の裁量により金融情勢の変化に応じて予告なく変更されます。

第 18 条  取扱店 

この預金は当店にかぎり預け入れ、または払い戻しができます。   

第 19 条  届出事項の変更 

印章を失った時、または署名印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の書面にて当店に届け  

出てください。 この届出の前に生じた損害については、 当行は一切の責任を負いません。また、 印章を失った場合の利息および預  

金元本の支払いは当行所定の手続をした後に行います。  この場合、相当の期間を置き、また保証人を求めることがあります。  

第 20 条  外国為替先物予約 

(1) この預金について、預金締結日以降、満期日の ３営業日前であればいつでも満期解約の換算外国為替レートを予約（以下、  為

替先物予約という） をすることができます。  

(2) 為替先物予約の際は、当行所定の外国為替予約締結依頼書に必要事項を記入し、記名のうえ届出印を捺印または署名してく

ださい。 

(3) 為替先物予約取引は、預金者が日本に営業所を有する法人あるいは満 20 歳以上の日本の居住者にかぎり行うことができま  

す。また為替先物予約取引に際しては、当行の明示または黙示の保証に依拠することなく、預金者は預金者本人の判断で取  

引するものとします。この取引によって生じた為替変動による結果については当行は一切の責任を負いません。  

(4) 為替先物予約に適用する換算レートは為替先物市場に基づき、当行所定のレートが適用されます。  

(5) 一度締結した為替先物予約は、当行の責めに帰す場合等を除き、取り消しおよび変更はできません。  

(6) 為替先物予約の権利は、 譲渡等により他の第三者に移転することはできません。  

 第 21 条  預金満期の取扱い 

(1) 満期日の 3 営業日前までに当行所定の方法により解約、変更などのご指示がなかった場合は、自動継続扱いとし前回お申し込

みされた期間と同期間、満期日の 2 営業日前の利率にて継続します。 

(2) なお、満期日の 3 営業日前までにご指示がない場合で当行がやむを得ないと認めて変更などをする場合、  その為に生じる損 害

については、預金者の負担とします。  

第 22 条  譲渡、質入れの禁止 

この預金は当行の承諾なしに譲渡、質入れできません。   

第 23 条  顧客情報の取扱い 

(1) 預金者は、 法律、あるいは税務上の取り扱いを調査することを目的とする国内外の規制当局及び税務当局との契約に基づいて

要求された場合などにおいては、合理的に要求される全ての情報及び書類を当行に提供することに同意します。  また当行に提

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保証します。  

(2) 当行との取引に関し、 当行は顧客情報を当行の本店、 関連会社、代理人その他の第三者（海外を含む）  に処理させることがで 

きるものとします。また、  法令、裁判手続その他の法的手続または規制当局により顧客情報の提出を要求された場合は、その  

要求に従うことができるものとします。  

第 24 条  成年後見人等の届出 

(1) 家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見（以下「後見等」）  が開始された場合には、預金者（代理人を含みます。以下本条  

において同じ） は直ちに成年後見人などの氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします（  当行に到達 

することを要します。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様

にお届け下さい。 以下本条において同じ）。後見等の登記に変更があった場合も同様とします。  

(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、預金者は直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事  

項を書面によって当行に届け出るものとします。  任意後見契約の登記に変更があった場合も同様とします。  

(3) この預金の取引開始時にすでに家庭裁判所により後見等の開始の審判を受けている場合、または家庭裁判所により任意後見
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監督人が選任されている場合も、前 2 項と同様とします。 

(4)  前 3 項の届出前に生じた損害については、 当行は一切の責任を負わないものとします。  

(5) 本条(1)、(2)および(3 )に関わらず、当行は後見等について当行が必要と認める事項の届出をいつでも預金者に求めること  

ができるものとします。 

第 25 条  マネーロンダリング防止および制裁 

(1) 預金者は、 当行が下記の事項について疑いを持つ場合または疑いを持つ合理的な理由を有する場合に、  当行が一切の責任 

を負うことなく、当行が、取引の進行を遅らせ、停止し、  または拒否することができることに合意します。  

①  取引が、日本またはその他の国の法または規則に違反する可能性がある場合  

② 取引が、米国、国際連合、 欧州連合、超国家的機関、公的機関もしくはいずれかの国により課せられる経済制裁または貿易

制裁を受ける者（ 自然人、 法人、政府、信託、 パートナーシップまたはその他の人）または当該者に直接的もしくは間接的に

関連している者が関与している（またはその可能性がある）  場合 

③ 取引が、直接的もしくは間接的に、日本もしくはその他の国において違法とされる行為に関与している場合または当該行為を

目的として為される場合  

(2)  預金者は、 下記の事項を実施するために、当行が提出期限を指定して合理的に要求する全ての情報を当行に提供しなけ

ればなりません。お客様から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本規定に基づく取引の一部

を制限する場合があります。 

①  マネーロンダリング、テロ組織への資金供与または経済制裁および貿易制裁のリスクの管理  

②  日本またはその他の国における法または規則の遵守  

③ 管轄権を有する政府またはその他権限ある機関により適用のある指針、要求または要件（  法による強制力の有無を問わな  

い。） の遵守 

(3) 預金者は、 当行および当行グループ会社（当行の子会社および関連会社）が、預金者に事前に通知することなく、預金者に関

する情報を下記に従って開示することができることに合意します。  

①  日本またはその他の国における法または規則により要求される場合、法執行機関、規制機関または裁判所  

② 管轄権を有する政府またはその他あらゆる国の権限ある機関の指針、  要求または要件（法による強制力の有無を問わな  

い。） に従って、 当行および当行グループ会社（当行の子会社および関連会社）に対して開示が要求される場合  

③ 当行および当行グループ会社（当行の子会社および関連会社）が行政上および営業上の職務（リスク管理、  債権回収、エク 

スポージャーの合算、データ処理、システムの開発・試験、信用スコア格付、  従業員の教育および市場または顧客の満足度  

調査を含む。） を遂行する場合 

(4) 預金者が受託者として行為する場合または他者の代理を務める旨を明示している場合を除き、預金者は、  本契約が預金者自

らのために締結されるものであることを保証します。  預金者が他者の代理を務める場合（受託者等）、  預金者は、当行の要求

があれば随時、資金の受益権者の詳細を当行に提供することに合意します。  

(5) 預金者は、 預金者の指示に従い当行が行う取引の過程が日本またはその他の国における法または規則に違反することはな  

い旨を当行に宣言し、保証します。  

第 26 条  源泉徴収 

当行は、法律、あるいは国内外の当局との契約あるいは取り決めによって、  預金者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あります。  

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、預金者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。  

第 27 条  準拠法・ 裁判管轄権 

当行との取引には、日本の法律、諸規定（  金融および為替 管理などに関する政省令、 行政指導を含みます） を適用します。また、 

万一この預金ならびにこの約定に関して裁判上の紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることとします。  

第 28 条  約定の準用 
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当行との取引に関し、 約定に定めのない事項については、 当行の規定、規則、 手続き慣例などすべて当行の定めるところによるも  

のとします。 

第 29 条  約定の変更 

（1）この約定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイ

トへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 

（2）前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。  

 

注： 

1)  お客様のお申し込みの内容によりましては、当行にてご依頼をお受けできない場合がありますのでご了承ください  

2) 定期／通知預金取引約定の英語に翻訳したものもございますので、ご希望のお客様はお申しつけください。  ただし、日本語と英

語の翻訳との記載内容に関して相違が生じた場合には、日本語の約定が優先します。  

Note： 

1) Subject to the contents of your application, we may not be able to undertake nor execute your 

request. 

2) Upon your request, English translation of above terms and conditions is available. 

However i f there is any discrepancy between the Japanese and English provisions of our Call and 

Fixed Deposit Terms and Conditions, the Japanese provisions shall prevail. 

 

以上、本定期／通知預金取引約定は、2020 年 6 月 15 日より適用します。  
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預金者はオーストラリア・ ニュージーランド銀行 定期／通知預金取引約定を承諾のうえ、オーストラリア・  ニュージーランド銀行（ 以 下

「 当行」） との為替相場条件付預金（ DCD）（以下「本預金」） の取引について次の事項を確約します。なお、本預金に関し、  預金 者は

その商品構造（ 特にオプション取引）、申込条件および本預金に伴うリスクについて、申し込みに先立ちそれぞれ詳しい説明を  受け、

本約定の各条項および別途配布する『為替相場条件付預金（DCD） 商品説明書』 を十分理解してそのリスクを確認し、自己の  判断と

責任において本預金を申し込むことを確約します。  

第 1 条  反社会的勢力との取引拒絶 

この預金口座は、第 10 条(1 ) ④から⑦のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 10 条(1)④から⑦の一にでも該当 

する場合には、 当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。  

第 2 条  為替相場条件付預金（ DCD）の条件 

(1) 商品概要 

為替相場条件付預金（DCD）とは、 預金者から定期預金（ 本預金での取扱い通貨に限る） を当行がお預かりし、 判定日（原則満期 

日の 2 営業日前、 ただし海外市場の休日などにより判定日が満期日の 3 営業日以上前になる場合があります。）  の東京時間午後

3 時時点で、基準為替レートが設定為替レートよりも預入通貨安の場合には、元本および利息は預入通貨で、  基準為替レートが設 

定為替レートと同値または預入通貨高の場合には、元本および利息は相対通貨で支払われる商品です。  

(2) 設定為替レートとは、本預金口座開設時の預入通貨と相対通貨の市場実勢銀行間取引為替レートを基準として当行が指定す  

る差額により設定された為替レートで、本預金開設時に預金者が選択したものをいいます。  

(3) 基準為替レートとは、  預入通貨と相対通貨の市場実勢銀行間取引為替レートを基準に当行が決定する為替レートをいいます。  

(4) 相対通貨とは、 預金中の資金を第 2 条(5) に定められている設定為替レートで交換する際に支払われる通貨（  以下「 相対通貨」 と

いいます。） で、当行が認める通貨の中から預金者が指定します。  

(5) 設定為替レートの適用条件  

① 円投資型 

判定日（ 原則満期日の 2 営業日前、ただし海外市場の休日などにより判定日が満期日の  3 営業日以上前になる場合があり 

ます。） の東京時間午後 3 時時点で、円の相対通貨に対する基準為替レートが設定為替レートと同値または円高の場合、元  

本および税引前利息は、設定為替レートで相対通貨（  外貨） に交換され、同時点で円の相対通貨に対する基準為替レート  

が設定為替レートよりも円安の場合、元本および税引前利息は円貨のままとなります。  満期日に、利息に関わる税金を差引  

き後、 ANZ 当座預金へ入金、 もしくはあらかじめご指定された方法により払い戻します。（  ただし円高の場合においても当行 

は相対通貨（ 外貨）に交換せず円貨で償還する権利は留保します。）  

② 外貨投資型 

判定日（ 原則満期日の 2 営業日前、ただし海外市場の休日などにより判定日が満期日の  3 営業日以上前になる場合があり 

ます。） の東京時間午後 3 時時点で、円の預入通貨に対する基準為替レートが設定為替レートと同値または円安の場合、元  

本および税引前利息は、設定為替レートで円に交換され、  同時点で円の預入通貨に対する基準為替レートが設定為替レー  ト

よりも円高の場合、元本および税引前利息は預入通貨のままとなります。  満期日に、 利息に関わる税金を差引き後、ANZ 当

座預金へ入金、 もしくはあらかじめご指定された方法により払い戻します。（  ただし円安の場合においても当行は円に交  換せ

ず外貨で償還する権利は留保します。）  

③ 外貨ペア型 

判定日（ 原則満期日の 2 営業日前、ただし海外市場の休日などにより判定日が満期日の  3 営業日以上前になる場合があり 

ます。） の東京時間午後 3 時時点で、預入通貨（外貨）の相対通貨（外貨）に対する基準為替レートが設定為替レートと同値  

または預入通貨高の場合、元本および税引前利息は、設定為替レートで相対通貨に交換され、  同時点で預入通貨（  外貨） 

の相対通貨（ 外貨）に対する基準為替レートが設定為替レートよりも預入通貨安の場合、元本および税引前利息は預入通  

貨のままとなります。満期日に、利息に関わる税金を差引き後、  ANZ 当座預金へ入金、 もしくはあらかじめご指定された方 

法により払い戻します。（ただし預入通貨高の場合においても当行は相対通貨に交換せず預入通貨で償還する権利は留保  

 DCD  
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します。）  

第 3 条  取引開始条件 

(1) 預入通貨は、日本円または当行が定める通貨とします。  

(2) 預入金額 

預入金額は当行が定める金額以上とし、預入単位は、  預入通貨が円の場合は 1 円単位、外貨の場合は、 預入通貨の補助通 

貨単位とします。なお、 預入金額については予告なく変更することがあります。  

(3) 為替相場条件付預金（DCD）申込書等を要するものとします。預金者は、申込書等に必要事項を記入し、届出印を捺印また  

は署名し、当行に通知することとします。なお、  必要事項の内、利率、  預金作成時為替レートおよび設定為替レートについて  

は必ず当行担当者とご確認いただきます。  

(4) 海外市場の休日などによりお申し込みいただけない場合があります。   

第 4 条  預入期間 

(1) 預入期間は、『 為替相場条件付預金（DCD）商品説明書』 に定められた期間とし、本預金申込時に預金者が選択した期間と  し

ます。 本預金は自動継続の対象とはなりません。  

(2) 預金開始日は、預金者が本預金の申し込みを行って預金金額を当行に交付し、  当行が承諾した日の 2 営業日後となります。  

（ 海外市場の休日などにより預金開始日が 3 営業日以上先となる場合もあります）   

第 5 条  利息 

(1) 利率は預入時の約定利率とし、利息は、 預入期間および当該約定利率によって計算します。  

(2) 付利単位は、円投資型は 1 円単位、外貨投資型、 外貨ペア型は預入通貨の補助通貨単位とします。  

(3)  付利方法は単利計算とし、1 年は 365 日として計算します。  

(4) 利息計算期間は初日を含み、 その最終日は含まないものとします。  

第 6 条  預金の支払い 

預金元本は、第 2 条(5)に定める設定為替レートの適用条件により円貨または外貨にてそれぞれ支払います。この場合の支払方  

法は預金者があらかじめ指示した方法とします。  

第 7 条  満期前の解約／相続時のお取扱い 

（1） 預金者からの満期前の解約は当行の責に帰す場合等を除き出来ません。  

（2） 為替相場条件付預金の預入期間中に相続が発生した場合は、以下の取扱いとなります。  

当行が定める相続手続きが、 当行が相続の発生を知った日より初めて到来する満期日の 3 営業日前までに完了していない場合、

満 期金と同通貨の当座預金に入金します。同通貨の当座預金がない場合は、当該満期日においてその時点までに発生した未払い  

利息を預金通貨にて全て元本に加え、当該満期日の 2 営業日前の利率にて、当該満期日に当行取扱いの最短の満期金と同通貨  

の定期預金で継続し、以後も同様の取扱いとします。  

 

第 8 条  譲渡、質入れの禁止 

当行の承諾なしに本預金の譲渡、質入れは出来ません。   

第 9 条  取引計算書 

本預金の預け入れあるいは払い戻しがなされた場合には、その事実を証するため取引確認書または満期手続完了のご案内を発  

行するものとし、 定期預金証書、通帳等は発行しません。  

第 10 条  期限の利益の喪失及び差引き計算  

(1) 預金者について次の各号の一つでも該当した場合は、当行はこの預金取引を停止し、  または預金者に通知することによりこの

預金口座を解約することが出来るものとします。通知により解約する場合には、  到達のいかんに関わらず、 当行が解約の 通

知を届出のあった氏名または名称、住所または所在地にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によ  っ

て生じた損害については、 当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払

いいただきます。 
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① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたこと

が明らかになった場合 

② 預金者が第 8 条に違反した場合 

③  この預金が法令や公序良俗に違反する行為に利用され、  またそのおそれがあると認められる場合  

④  預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

⑤ 預金者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関 

係企業、総会屋等、 社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、  その他これらに準ずる者）に該当することが判明した場  

合 

⑥  預金者が反社会的勢力と、以下の一にでも該当する関係を有することが判明した場合 

a. 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき 

b. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 

c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、  不当に反社会的 

勢力を利用したと認められるとき 

d. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき  

e. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき  

⑦ 預金者が、 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、  取引に関して脅迫的 な

言動をし、 もしくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、もしくは当行の

業務を妨害する行為、 その他これらに準ずる行為のいずれかに該当する行為をしたとき  

(2) 預金者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、  当行は何ら通知を要しないで、直ちに本預金を解約することができ  

ます。 

① 支払の停止、または破産手続開始、民事再生手続開始、  会社更正手続開始、 会社整理開始もしくはそれに準ずる手続の開始

の申し立てがあったとき 

②  手形交換所の取引停止処分を受けたとき  

③  預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押、差押またはこれに準ずる手続の命令、通知が発送されたとき  

④  住所変更の届出を怠るなど預金者の責めに帰すべき事由によって、預金者の所在が不明になったとき  

(3) 預金者について次の各号の事由が一つでも生じた場合、  当行は預金者にその旨を通知し、 通知後 ３日以内にその事由が是 

正されないときは、 当行は本預金を、 直ちに解約する権利を有します。  

①  預金者が債務の一部でも履行を遅滞したとき  

②  預金者が当行との取引約定に違反したとき  

③ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき  

(4) 前 3 項により本預金が解約された場合、当行は何らの通知を要しないで、預金に内包された為替予約取引を清算し、  それ

に ついて不足額が生じた場合（ 債務）、預金の期限のいかんにかかわらず、ただちに預金元本と相殺できます。  

(5) 本条(1)、(2)、 または(3)によって差引計算をする場合、  預金利息、 損害金等の計算については、 その期間を計算実行の日 

までとし、利率・ 料率は当行の定めによるものとします。また同様に為替決定にかかわる外国為替相場・市場金利等について  

は当行所定の計算実行時の相場を適用するものとします。 

第 11 条  免責事項 

(1) 本預金に関する諸届出用紙に捺印・記入された印影・署名を、届出の印鑑・署名と相当の注意をもって照合し、相違ないと認  

めて取り扱ったうえは、たとえそれらの書類等が偽造、変造された場合においても、  かかる事故によって生じた損害はその理  

由の如何にかかわらず当行は一切責任を負いません。  

(2) 為替交換、 送金の規制、徴用、強制送金、戦争行為、暴動、災害またはやむを得ない事由により当行の履行が阻まれた場合  

には、当行は何ら責任を負いません。  

(3)  やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害により払い戻しが受けられなくても、  当行は何ら責任を負いません。  
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第 12 条  マネーロンダリング防止および制裁 

(1) 預金者は、 当行が下記の事項について疑いを持つ場合または疑いを持つ合理的な理由を有する場合に、  当行が一切の責任を

負うことなく、当行が、取引の進行を遅らせ、  停止し、 または拒否することができることに合意します。  

①  取引が、日本またはその他の国の法または規則に違反する可能性がある場合  

② 取引が、米国、国際連合、  欧州連合、超国家的機関、公的機関もしくはいずれかの国により課せられる経済制裁または貿易

制裁を受ける者（自然人、法人、政府、信託、 パートナーシップまたはその他の人）または当該者に直接的もしくは間接的に

関連している者が関与している（またはその可能性がある）  場合 

③ 取引が、直接的もしくは間接的に、日本もしくはその他の国において違法とされる行為に関与している場合または当該行為を

目的として為される場合 

(2) 預金者は、 下記の事項を実施するために、当行が提出期限を指定して合理的に要求する全ての情報を当行に提供しなけれ

ばなりません。お客様から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本規定に基づく取引の一部を

制限する場合があります。 

①  マネーロンダリング、テロ組織への資金供与または経済制裁および貿易制裁のリスクの管理  

②  日本またはその他の国における法または規則の遵守  

③ 管轄権を有する政府またはその他権限ある機関により適用のある指針、要求または要件（  法による強制力の有無を問わな

い。） の遵守 

(3) 預金者は、 当行および当行グループ会社（当行の子会社および関連会社）が、預金者に事前に通知することなく、預金者に関

する情報を下記に従って開示することができることに合意します。  

①  日本またはその他の国における法または規則により要求される場合、法執行機関、規制機関または裁判所  

② 管轄権を有する政府またはその他あらゆる国の権限ある機関の指針、  要求または要件（法による強制力の有無を問わな

い。） に従って、 当行および当行グループ会社（当行の子会社および関連会社）に対して開示が要求される場合  

③ 当行および当行グループ会社（当行の子会社および関連会社）が行政上および営業上の職務（リスク管理、  債権回収、エ 

クスポージャーの合算、データ処理、システムの開発・試験、信用スコア格付、従業員の教育および市場または顧客の満  

足度調査を含む。）を遂行する場合 

(4) 預金者が受託者として行為する場合または他者の代理を務める旨を明示している場合を除き、預金者は、  本契約が預金者 自

らのために締結されるものであることを保証します。  預金者が他者の代理を務める場合（受託者等）、  預金者は、当行の要求が

あれば随時、 資金の受益権者の詳細を当行に提供することに合意します。  

(5) 預金者は、 預金者の指示に従い当行が行う取引の過程が日本またはその他の国における法または規則に違反することはない

旨を当行に宣言し、保証します。  

第 13 条  準拠法および管轄裁判所 

当行との取引には、  日本の法律、 諸規定（ 金融および為替管理などに関する政省令、  行政行為を含みます）  を適用します。 また、 

万一この預金ならびにこの約定に関して裁判上の紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることとします。  

第 14 条  約定の準用 

当行の取引に関し、本約定に定めのない事項については、  定期／通知預金取引約定その他当行の規定、 規則、手続慣例等 

（ 以下「 定期／ 通知預金取引約定等」）すべて当行の定めるところによるものとします。  なお、本約定と定期／通知預金取引約定等

の内容に齟齬がある場合には、本約定の内容が優先的に適用されるものとします。  

第 15 条  約定の変更 

（1）この約定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブ

サイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。  

（2）前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。  

 

以上、本為替相場条件付預金（DCD）約定は、2020 年 6 月 15 日より適用します 
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第１条  反社会的勢力との取引拒絶  

この外国送金取引は、第 5 条（3 ）4 から 7 のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 5 条（ 3）4 から 7 の一にでも該

当 する場合には、 当行はこの外国送金の取引をお断りするものとします。  

第 2 条  適用範囲 

外国送金依頼書による次の各号に定める外国送金取引については、この規定により取扱います。  

(1) 外国向送金取引 

(2) 国内にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引  

(3) 外国為替法規上の（非）居住者と非居住者との間における国内にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口

座への円貨建送金取引 

(4) その他前各号に準ずる取引   

第 3 条  定義 

この規定における用語の定義は、次の通りとします。  

(1) 外国向送金取引 

送金依頼人の委託にもとづき、当行が行う次のことをいいます。ただし、 当行の判断により取引を“ａ”に限定する場合がありま

す。 

a. 送金依頼人の指定する外国にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座に一定額を入金すること 

を委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること（  口座振込） 

b. 外国にある受取人に対して一定額の支払いを行うことを委託するための支払指図を、  関係銀行に対して発信すること（ 通 

知払・ 請求払） 

c. 外国にある当行の支店または他の金融機関を支払人として、送金依頼人が指定する者を受取人とする送金小切手を送金  

依頼人に対して交付すること 

(2) 支払指図 

送金依頼人の委託に基づき、 当行が、一定額を受取人に対して支払うことを委託するために関係銀行に対して発信する指示  

をいいます。 

(3) 支払銀行 

受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関をいいます。 

(4) 関係銀行 

支払銀行および送金のために以下の事を行う当行の本支店または他の金融機関をいいます。  

a. 支払指図の仲介 

b. 銀行間における送金資金の決済   

第 4 条  送金の依頼 

(1) 送金の依頼は、次により取扱います。  

1. 店頭での送金の依頼は、当行所定の受付時間内に受付け致します。  

2. 送金の依頼にあたっては、当行所定の外国送金依頼書を使用し、送金の種類・支払方法・受取銀行名・支店名または住所・  受

取人名・ 受取人口座番号および受取人の住所・ 電話番号・ 送金金額・依頼人名・依頼人の住所・電話番号・  関係銀行手数 

料の負担者区分など当行所定の事項を正確に記入し、  届出の印章（ または署名） を捺印（ または署名） のうえ、 お届け下さい。 

3. 当行は第４ 条(1)2 .により外国送金依頼書に記載された事項を依頼内容とします。  

(2) 送金の依頼をお受けするにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が必要となりますので、次の手続きをしてください。  

1. 外国送金依頼書に、 送金理由その他所定の事項を記入してください。  

2. 所定の公的書類により本人確認済の送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合等を除き、当行所定の告知書に必

要とされる事項を記入しお届けください。  
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3. 所定の公的書類により本人確認済の送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合等を除き、氏名または名称、住所 

 または所在地、および個人番号または法人番号を確認できる所定の本人確認書類等をご提出ください。 

4. 許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を提示またはお届けください。  

(3) 送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当行に、  送金資金の他に、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引

に関連して必要となる手数料・諸費用（以下「送金資金等」といいます。）  をお支払いください。なお、 小切手その他の証券類によ

る送金資金等の受入は致しません。  

第 5 条  送金委託契約の成立と解除等  

(1) 送金委託契約は当行が送金の依頼を承諾し、送金資金等を受領したときに成立するものとします。  

(2) 前項により送金委託契約が成立したときは、 当行は、 その契約内容に関して、 外国送金計算書等を交付します。なお、この外国

送金計算書等は、解除や組戻しの場合など、後日お届けいただくことがありますので、大切に保管してください。 

(3) 本条(1)により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指図を発信する前後を問わず次の 1. から

7 .の事由の一つにでも直接または間接的に該当すると認めたときは、  当行から送金委託契約の解除ができるものとしま す。こ

の場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。  

1. 取引等の非常停止に該当するなど送金が本邦、 他国及び国際連合等の外国為替関連法規に違反するときや国際制裁規則に該

当するとき 

2. 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき  

3. 送金が犯罪等の法令違反や不正な行為にかかわるものであるときまたはそのようなものであることについての合理的な疑いを

当行が有したとき 

4. 送金依頼人が送金申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合  

5. 送金依頼人が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会

屋等、社会運動等標ぼう ゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者）に該当することが判明した場合  

6. 送金依頼人が反社会的勢力と、以下の一にでも該当する関係を有することが判明した場合 

 a. 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき 

 b. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 

 c. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認

め られるとき 

 d. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき 

 e. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

7. 送金依頼人が当行との取引に関して、自らまたは第三者を利用して、当行との取引に関して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求

行為、 取引に関して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、もしく

は当行の 業務を妨害したと当行が判断したとき、その他これらに準ずる行為のいずれかに該当する行為をしたと当行が判断し

たとき 

(4) 前項による解除の場合には、 送金依頼人から受取った送金資金等を返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依  頼

書に使用した署名または印章により署名または記名捺印のうえ、本条(2)に規定する外国送金計算書等とともにお届けくださ

い。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。  

(5) 受取書等に使用された署名または印影を、外国送金依頼書に使用された署名または印影と相当の注意を持って照合し、相違な

いものと認めたうえ、 送金資金等を返却したときは、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。  

第 6 条  支払指図の発信等 

(1) 当行は、送金委託契約が成立したときは、 前条(3 )により解除した場合を除き、送金の依頼内容に基づいて、遅滞なく関係銀行

に対して支払指図を発信します。  
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(2) 当行は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣、関係銀行所定の手続き、または外国送金に用

いられる伝達手段における要件等に従って、次の 1. から 3. の情報のいずれか、 または全てを支払指図に記載して関係銀行に

伝達します。また関係銀行からの求めに応じて、  送金実行のために情報を伝達する場合があります。なお、それらの情報は、 関

係銀行によってさらに受取人に伝達されることがあります。  

1. 外国送金依頼書に記載された情報 

2. 送金依頼人の口座番号・住所・取引番号・その他送金依頼人を特定する情報 

3. 受取人の口座番号・住所・その他受取人を特定する情報 

(3) 支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を

除き、同様とします。暗語、暗号を使用する場合があります  

(4) 次の 1.または 2 .のいずれかに該当するときは、当行は、 送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関

係銀行によることができるものとします。なおこの場合、  当行は、送金依頼人に対してすみやかに通知致します。  

1. 当行が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めたとき 

2. 送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合などで、他に適当な関係

銀行があると当行が認めたとき 

(5) 本条(2)、(3)、(4)の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。   

第 7 条  手数料・ 諸費用 

(1) 送金の受付にあたっては、送金実行時に当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手

数料・ 諸費用を 頂きます。なおこの他に、関係銀行にかかる手数料・諸費用を後日頂くこともあります。  

(2) 照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の 1 .から 5.に定める当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用を頂きます。  

この場合、前項に規定する手数料等は返却致しません。なお、この他に、関係銀行にかかる手数料・諸費用を後日頂くことも  

あります。 

1. 照会手数料 

2. 変更手数料 

3. 組戻手数料 

4. 電信料・ 郵便料 

5. その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用  

第 8 条  為替相場 

(1) 送金の受付にあたり、 送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場は、当行の計算実行時に  

おける所定の為替相場とします。  

(2) 第 5 条(4)、第 10 条(3)、第 12 条(1)3 .の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそ

れら の資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、  当行の計算実行時における所定の為替相

場と します。 

第 9 条  受取人に対する支払通貨  

送金依頼人が次の 1.または 2 .に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払い通貨は送金依頼  

人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。  この場合の支払通貨、 為替相場および手数料等については、 関係各国の法 

令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。  

1. 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨 

2. 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨 

第 10 条  取引内容の照会等 

(1) 送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、  送金取引について質疑のあるときは、すみ 

やかに取扱店にご照会ください。この場合には、当行は、  関係銀行に照会するなどの調査を行い、 その結果を送金依頼人に 

ご報告致します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。  

(2) 当行が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、すみやかにご回答ください。当行からの照会に対し
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て、相当の期間内にご回答を頂けなかった場合、またはご回答頂いた内容に間違いなどがあった場合には、これによって生じ

た損害について、 当行は責任を負いません。  

(3) 当行が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行  

は送金依頼人にすみやかに通知します。この場合、  当行が関係銀行から送金にかかる返戻金を受領したときには、直ちに返  

却しますので、第 12 条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きを行ってください。  

第 11 条  依頼内容の変更 

(1) 送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更される場合には取扱店の窓口において、  次の変更の手続きによりお取扱い致  

します。 ただし、送金金額を変更する場合には、第 12 条に規定する組戻しの手続によりお取扱い致します。  

1. 変更のご依頼にあたっては、 当行所定の内容変更依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記

名捺印のうえ、第 5 条(2) に規定する外国送金計算書等とともにお届けください。この場合、当行所定の本人確認資料を求め

ることがあります。 

2. 当行が変更依頼をお受けしたときは、 当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、  

変更の指図を発信するなど、 遅滞なく変更に必要な手続をとります。  

(2) 第 11 条(1) の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについては、第 5 条(5)の規定を準用します。  

また第 11 条(1)2 .の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。  

(3) 本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置により、その  

取扱いができない場合があります。変更ができず組戻しを行う場合には、第 12 条に規定する組戻しの手続きをしてください。  

この場合には、 当行はこれにより生ずる損害については責任を負いません。   

第 12 条  組戻し 

(1) 送金委託契約の成立後にその依頼をお取りやめになる場合には取扱店の窓口において、次の組戻しの手続によりお取扱い致

します。 

1. 組戻しの依頼にあたっては、 当行所定の組戻依頼書に、 外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名  

捺印のうえ、 第 5 条(2 )に規定する外国送金計算書とともにお届けください。この場合、  当行所定の本人確認資料を求める

こ とがあります。 

2. 当行が組戻しの依頼をお受けしたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、  組戻依頼書の内容に従って、  

組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続をとります。  

3. 組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金にかかる返戻金を受領した場合には、その返戻金を返却しますので、当行所定の  

受取書等に、 外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名捺印のうえ、お届けください。この場合、当行  

所定の本人確認資料を求めることがあります。  

(2) 前項の組戻しのご依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての受取書などの取扱いについては、  

第 5 条(5) の規定を準用します。また、 本条(1 )2. の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。  

(3) 本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、  法令による制限、 政府または裁判所等の公的機関の措置などによ  

り、その取扱いができない場合があります。 この場合には、当行はこれにより生ずる損害については責任を負いません。  

第 13 条  通知・ 照会の連絡先 

(1) 当行がこのお取引について送金依頼人に通知・照会を行う場合、外国送金依頼書に記載された住所・  電話番号を連絡先とし 

ます。 

(2) 前項において、連絡先の記載の不備または電話の不備等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損

害については、当行は責任を負いません。  

第 14 条  災害などによる免責 

次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。  

1. 災害・ 事変・ 戦争、郵送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置などのやむをえない事由によ  

り生じた損害 

2. 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、 通信回線、コンピューター等の障害、発信した書類および
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電信の延着および不着、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害  

3. 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、または当行の本支店を除い 

た関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害 

4. 受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害 

5. 送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害  

6. 送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係にかかる損害  

7. 関係銀行が正当な受取人とみなして支払ったことにより生じた損害  

8. 不 可 抗 力 その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害      

9. 日本及び外国の法令、規則等が原因で生じた損害 

第 15 条  譲渡、質入れの禁止 

本規定による取引にもとづく送金依頼人の権利は、譲渡、  質入れすることはできません。 

第 16 条  マネーロンダリング防止および制裁 

(1) 送金依頼人は、当行が下記の事項について疑いを持つ場合または疑いを持つ合理的な理由を有する場合に、当行が一切の  

責任を負うことなく、 当行が、 取引の進行を遅らせ、停止し、または拒否することができることに合意します。  

1. 取引が、日本またはその他の国の法または規則に違反する可能性がある場合  

2. 取引が、米国、国際連合、 欧州連合、超国家的機関、公的機関もしくはいずれかの国により課せられる経済制裁または貿易

制 裁を受ける者（ 自然人、法人、政府、信託、パートナーシップまたはその他の人）または当該者に直接的もしくは間接的に

関連 している者が関与している（またはその可能性がある）場合  

3. 取引が、直接的もしくは間接的に、日本もしくはその他の国において違法とされる行為に関与している場合または当該行為を  

目的として為される場合 

(2) 送金依頼人は、 下記の 1. から 3. を実施するために、 当行が提出期限を指定して合理的に要求する全ての情報を当行に

提供しなければなりません。お客様から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本規定に基づく取

引の一部を制限する場合があります。 

1. マネーロンダリング、テロ組織への資金供与また   は経済制裁および取引制裁のリスクの管理 

2. 日本またはその他の国における法または規則の遵守  

3. 管轄権を有する政府またはその他権限ある機関により適用のある指針、要求または要件（  法による強制力の有無を問わない）  の

遵守 

(3) 送金依頼人は、当行および当行グループ会社（当行の子会社および関連会社）が、送金依頼人に事前に通知することなく、送金

依頼人に関する情報を下記に従って開示することができることに合意します。  

1. 日本またはその他の国における法または規則により要求される場合、法執行機関、規制機関または裁判所  

2. コルレス銀行または当行のサービス提供会社が法または規則を遵守する目的で支払いに使用する場合  

3. 管轄権を有する政府またはその他あらゆる国の権限ある機関の指針、  要求または要件（法による強制力の有無を問わない。）  

に従って、当行および当行グループ会社（当行の子会社および関連会社）に対して開示が要求される場合  

4. 当行および当行グループ会社（当行の子会社および関連会社）が行政上および営業上の職務（リスク管理、  債権回収、エクス 

ポージャーの合算、データ処理、システムの開発・  試験、 信用スコア格付、 従業員の教育および市場または顧客の満足度調査  

を含む。） を遂行する場合 

(4) 送金依頼人が受託者として行為する場合または他者の代理を務める旨を明示している場合を除き、送金依頼人は、  本契約が 

送金依頼人自らのために締結されるものであることを保証します。送金依頼人が他者の代理を務める場合（受託者等）、送金  

依頼人は、  当行の要求があれば随時、 資金の受益権者の詳細を  当行に提供することに合意します。  

(5) 送金依頼人は、送金依頼人の指示に従い当行が行う取引の過程が日本またはその他の国における法または規則に違反するこ

とはない旨を当行に宣言し、保証します。  

第 17 条  預金規定の適用 
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送金依頼人が送金資金などを預金口座から振替えて送金の依頼をする場合における預金払い戻しについては、  関係する預金規定

により取扱います。  

第 18 条  法令・ 規則などの遵守 

本規定に優先する法令又は法令に基づく命令、 規制などがある場合は、 本規定にかかわらずそれらが適用されるものとし、また、  

本規定に定めのない事項については、 日本および関係各国の法令、  慣習および関係銀行所定の手続に従うことにします。  

第 19 条  約 定 の変更 

（1）この約定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサ

イトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。  

（2）前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。  

 

以上、本外国送金取引約定は、2020 年 6 月 15 日より適用します。 
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郵便、ファクシミリおよび電話取扱約定（預金） 
 

お客様は、当行に対し、 ファクシミリ、郵便、配達、  電話または当行が同意したその他の方法で行った本件指示を受け付け、こ  

れに従って必要な処理を行うよう依頼される場合には、お客様は、当行がその裁量により本件指示を受け付けこれに従って必  

要な処理を行うことを条件に、 以下の事項にご同意いただくものとします。  

 

1. 本約定中で使用される以下の用語は、以下に定義される意味を有します。 

（ a）「 営業日」 とは、当行連絡先の住所がある場所において、  銀行が通常の業務のため営業を行っている日（  土曜日・ 日曜日・ 

祝日・ 年末年始等を除きます）  を意味します。 

（ b）「 本件指示」 とは、お客様またはお客様が権限を与えた代理人が、当行との取引に関連して、ファクシミリ、  郵便、配達、 電 話

または当行が同意したその他の方法で当行に対して行った各指示（  お客様またはお客様が権限を与えた代理人が、  お 客様

以外の当事者のために当行に対して行う各支払の指示を含みます） で、 当行連絡先または本約定の目的のために当  行がお

客様に知らせるその他連絡先に対して行うものを意味します。  

2.  お客様には、本件指示に関して当行と合意したセキュリティー対策に従っていただきます。  

3.  当行が、本件指示がお客様が発信しあるいは承認したものであると認め、かつ、当行とお客様が合意したセキュリティー対策に  

従っていると判断して、 本件指示を受け付けた場合には、 当行は、さらなる問い合わせや、 真偽性、正確性または完全性の確認  

を行うことなく、 本件指示に依拠することができます。この場合、本件指示により、当行に対するお客様の通知、依頼または指示  

が有効に行なわれたとみなされます。  

4 .1 本件指示は、当行が随時、お客様に通知する当行の部署または連絡先宛と明確に記載されたもののみ有効となります。  

4 .2 当行に与えた本件指示は、為替相場条件付預金については以下の ( a)( b)( c)（d） のいずれかと(e) の条件がそろった時点で、それ 

以外の預金については( a)( b)( c) ( d)のいずれかがそろった時点で有効となります。  

（ a） 手交、または当行連絡先がある住所に届けられた場合：  申込書等を当行が受領し、かつ電話を含む口頭で指示内容を確  認

した日 

（ b） 郵送による場合： 申込書等を当行が受領し、かつ電話を含む口頭で指示内容を確認した日  

（ c） ファクシミリ送信による場合：  申込書等を送信機がエラーなしで全体の送信が完了したことを示し、  当行が全体の受領を確 

認し、かつ電話を含む口頭で指示内容を確認した日 

（ｄ）電話のみによる取引の場合 

（e） 為替相場条件付預金申込の際の条件設定においては、  面前または電話のみとなります。条件設定時は、  当行の担当者２ 名

以上と条件内容を確認する場合があります。。 

4 .3 前号の規定に関わらず、 本件指示が本 4 項に従って行われた場合であっても、当行が実際に受領した時刻が当行が別途定め  た

時刻後である場合、 または受領日が営業日以外であった場合、  当行がその本件指示を受領したのは翌営業日とみなされま  す。 

5. お客様は、下記各事項について十分認識し、かつ、ご同意いただいているものとします。  

（ a） 郵便、ファクシミリおよび電話（  これらに限定されません）  によって通知、依頼または指示を行う方法は、  必ずしも確実か つ

安全な方法ではないこと 

（ b） お客様が、当行に郵便、ファクシミリおよび電話で指示を行うに際し生じうるセキュリティーに関するリスク（  以下のものが 

含まれますが、これらに限りません）  について承知されており、かつ、そのようなリスクがあるにもかかわらず、当行がこれら

を受け付け、依拠できることにお客様は同意されていること 

(x) 郵便での指示は郵便配達環境に支障が生じる可能性があり、ファクシミリでの指示は電子送信が不完全であるか、  不

正確である可能性があること 

(y) 郵便、ファクシミリおよび電話での指示が不正にもしくは誤って発送・  送信されたか、または改変されているか、  

そ の他お客様が承認していないものである可能性があること 
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（ z） 当行が郵便、 ファクシミリおよび電話での指示の全体ではなく、一部を受領する可能性があること  

（ c） 当行の便宜と効率のため当行が郵便、ファクシミリおよび電話での指示を受け付け、  従うにあたり、 お客様は、不完全、 

不正確、不正な、もしくは誤りのある、またはその他お客様が認めていない郵便、ファクシミリおよび電話での指示を当行  

が受け付けるリスク、あるいは当行が郵便、ファクシミリおよび電話での指示の全体ではなく一部を受領するリスクを受け  

入れること 

6 . 本件指示の全てを受領したと当行が判断するまでは、当行は本件指示に従う義務を負わず、また、いずれの本件指示の効力も  

発生しません。 

7 .1  お客様は、当行が本件指示に従い、依拠することに関連して債務、  損失、損害、費用( 利息、弁護士費用、税金等を含む。)（「 債 

務等」） を負担し、またはこれらを負担するおそれが生じたときは（  当行がお客様以外の者から訴訟提起、請求、要求、責任を追  

及された場合を含む。）、当行の故意または重大な過失によって当行が負担すべきものを除き、当行が負担した一切の債務等に  

ついて直ちに補償し、 また、当行が負担するおそれがある債務等についてあらかじめ当行から請求があったときは、直ちに当行  

が請求する金額（ ただし当行が負担すると合理的に予想される金額に限ります。）  を当行に支払うこと。  

7 .2  本 7 項における補償義務は、無条件かつ取消不能であり、他に同じ義務を負うものがいる場合には連帯してその義務を負うこと、  お

客様と当行の間の全ての取引の終了後も存続することに同意します。また、本項における補償義務は、本項に定める場合を除  き、

その補償義務を解消するか、損なう可能性があるいずれかの作為、不作為または事由によっても損なわれることはないことに  同意

いただいているものとします。  

8 .  本約定の補償条項に従い請求を行う当行の権利を制限することなく、お客様は、本件指示に依拠して当行が行った取引に関連  し

てお客様が支払うべき金額とお客様が同補償条項に従い当行に支払うべき金額を、当行に開設したお客様の口座から引き落と  す

権限を当行に付与します。 

9 .  お客様は、全ての本件指示を特定の取引に適用されるその時点で最新の当行所定の書式で送付します。当行所定の書式以外  

で本件指示を送付し、当行がそれを受け付けた場合、  その本件指示は当行所定の書式の条項に従います。  お客様は、当行が提

供する書式の条項を読み理解されているものとします。 

必要事項を記入し、届出印を捺印または署名した預金申込書／為替相場条件付預金申込書等をファクシミリで送信した場合、速  

やかに、同申込書原本を当行に提出することに同意いただいているものとします。  

ファクシミリにて指示した本預金の払戻の手続きが完了した場合でも、  その依頼書/ 請求書原本を当行が受領するまで払込等  

の手続きが行われないことに同意いただいているものとします。 

10. お客様は、当行がいつでも、今後本件指示を受け付けないことを知らせる取消可能な通知をお客様に行う可能性があること、  そ 

の場合その通知の効力がお客様の通知受領と同時に発生し、  当行が取り消すまで続くことに同意いただいているものとします。   

１１．１ この約定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへ

の掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。  

１１．２  前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。  

 

以上、郵便、ファクシミリおよび電話取扱約定（預金）は、2020 年 6 月 15 日より適用します。 

 

 


