ETCスルーカード規定
1.「ETC会員｣とは、株式会社東邦銀行(以下「銀行」という。)お
よび株式会社JCB（以下｢JCB｣といい、銀行と総称して｢両
者｣という。
）所定の会員規約に定める会員のうち、本規定お
よび道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両者
がETCクレジットカード決済契約を締結した事業者（以下｢
道路事業社｣という。
）が別途定めるETCシステム利用者規程
を承認のうえ、ETCスルーカード（以下「本カード｣という。
）
の利用を両者所定の方法により申し込み、両者がこれを認め
た方をいいます。
2.両者は、ETC会員に対し、会員規約に基づき貸与しているカー
ドのうち会員が指定し両者が認めたカード（以下
「親カード」
という。）に追加して、本カードを発行し、銀行が貸与します。
なお、本カードの所有権は銀行にあり、ETC会員は善良な
る管理者の注意をもって、本カードを使用し、管理しなけれ
ばなりません。
3.ETC本会員は銀行に対し、銀行が通知または公表する本カー
ドにかかる年会費
（ETC家族会員の有無・人数によって異な
る。）を、親カードの年会費とは別に、親カードにかかる年会
費と同等の方法で支払うものとします。なお、銀行または
JCBの責に帰するべき事由によらず本規定を解約または解
除した場合、すでに支払済みの本カードにかかる年会費はお
返ししません。
4.ETC会員による本カードの利用は、すべて親カードの利用に
みなされるものとし、
本カードの利用代金は、親カードのカー
ド利用代金と合算して、親カードと同様の方法で支払われる
ものとします。なお、親カード利用可能な金額の計算にあた
り、本カードの利用金額は、親カードの利用残高に合算され
ます。
5.本カードの紛失・盗難などについては、本会員規約における
「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用
されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛
失・盗難などについて重大な過失があったものとみなします。
6.銀行またはJCBの故意または過失による場合を除き、両社
は、ETC会員に対して道路上での事故、ETCシステム、車
載器に関する紛議などに関し、これを解決し、もしくは損害
を賠償する等の責任を一切負わないものとします。また、両
社は、本カードの紛失、盗難、毀損、変形、機能不良などに
基づく、ETC会員の損失、不利益に関して責任を負いません。
ただし、本カードの毀損、変形、機能不良などが両社の責に
帰するべき事由（JCBがETC会員に本カードを発送する前に
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すでに発生していた事由に限られます。）により生じた場合は、
この限りではありません。
7.ETC本会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場
合、ETC会員は直ちに、ETC家族会員に貸与された本カー
ドを含むすべての本カードを返還または本カードに切り込み
をいれて破棄するものとし、すべての本カードの使用を停止
しなければならないものとします。ETC会員が本カードを
銀行に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しな
かった状態において、他人が本カードを不正に使用した場合
には、ETC会員に重大な過失があったものと推定し、会員
規約
（カードの紛失、盗難による責任の区分)を準用し、その
カードの利用代金はETC本会員の負担とします。ただし、本
カードの管理につき、ETC会員に故意または重大な過失が
存在しない場合には、この限りではありません。
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
8.ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目
的で両社が道路事業者に対して、通知、提供する場合がある
ことに同意するものとします。
⑴ ETC会員が、｢ハイカ・前払い｣ 残高管理サービスおよ
びETCマイレージサービスのユーザー登録（本項におい
て変更登録を含む。）に際して本カードの会員番号を誤っ
て登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー
登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって
道路業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号に
かかる情報を通知すること。
⑵ 道路業者が自ら料金を徴収するため（項番4.の規定に関
わらず、銀行が、破産、民事再生または会社更生の申し立
てなどの理由により料金を徴収することが困難になった場
合、道路業者が自ら料金を徴収することがあります。
）に、
両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話
番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連
絡先に関する情報を提供すること。
本規定に定めのない事項は会員規約によるものとします。
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MyJCB利用者規定
第１条 定義
1.「会員」とは、JCBの提携する株式会社東邦銀行（以下
「銀行」
という）が発行する東邦Alwaysカード〈JCB〉の貸与を受け
た者（家族会員を含む）
をいいます。
2.「MyJCBサービス」
（以下
「本サービス」という）とは、JCBお
よび銀行
（以下、併せて
「両社」という）が、両社所定のWeb
サイト
（以下「Webサイト」という）において提供する第4条の
内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、本サービスの利用を希望する会員が、同人
にカードを貸与した東邦Alwaysカード
〈JCB〉およびJCBに
対して申請したうえ、両社が、本サービスの利用を承認して
利用者として登録することをいいます。
4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ申請し、両社に承認され
て利用登録を完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に申請した属性情報、
Eメールアドレスその他の情報およびID・パスワードの情報
をいいます。
第２条 利用登録等
1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、
その他の両社所定の会員については利用登録できないものと
します。
2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、
両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレ
スその他の必要事項を、両社に申請するものとします。
3.本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure
（TM）
利用者規定
（本規定の後に記載されています。）に同意するものとします。
4.両社は、前二項で申請した者のうち、本サービスの利用を承
認した者に対して、同人を特定する番号（以下「ID」
という）
を
発行します。
5.IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。なおパス
ワードは、IDの発行を受けた者が任意に指定できるものとし
ます。
6.利用登録は、カード毎に行うものとします。同一のカードに
ついて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワー
ドは効力を失うものとします。
7.利用者は、両社所定の方法で申請することにより、本サービ
スの利用を中止することができるものとします。
第３条 登録情報
1.利用者は、両社に登録したEメールアドレスの内容に変更が
あった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
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第４条 本サービスの内容等
1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。
⑴カード発行会社が提供する、
【1】ご利用代金明細照会、
【2】
ポイントの照会・交換、【3】利用可能枠の変更申請、【4】
その他のサービス
⑵JCBの提供する、
【1】
J/Secure（TM）、
【2】メール配信、
【3】
MyJCB優待、
【4】
その他のサービス
⑶両社の提供する、【1】属性照会・変更、【2】キャンペーン
登録・キャンペーン情報照会、【3】その他のサービス
⑷その他両社所定のサービス
2.両社は、本サービスの内容を任意に追加、変更または中止す
ることがあります。その場合、両社は、当該追加、変更また
は中止を行うことについて、利用者に対し、Webサイトそ
の他の方法により、公表または通知します。
3.利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、ま
たは貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利
用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をし
た場合、当該サービス内容に係る表示がされるものとします。
第５条 本サービスの利用方法
1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにお
ける「ご案内」、
「ご利用上の注意」その他の注記事項および別
途定める規約等
（以下、本規定、注記事項および規約を総称
して「本規定等」
という）
を遵守するものとします。
2.利用者は、WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力
し、本規定等に従うことにより、本サービスを利用すること
ができるものとします。
3.両社は、入力されたIDおよびパスワードの一致を確認するこ
とにより、その入力者を利用者本人と推定します。
第６条 提携先サービス
1.利用者は、本サービスのほか、JCBまたは銀行の提携する第
三者（以下「提携先」
という）が提供するサービス（以下
「提携先
サービス」という）
を利用することができるものとします。
2.利用者は、提携先サービスを利用する場合、本規定等のほか、
提携先の定める規定等に従うものとします。
3.両社は、提携先サービスの内容について一切責任を負わない
ものとします。
第７条 利用者の管理責任
1.利用者は、自己のIDおよびパスワードが本サービスまたは提
携先サービスにおいて使用されるものであることを認識し、
厳重にその管理を行うものとします。
2.利用者は、IDおよびパスワードの使用・管理について他人に
知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するも
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のとします。
3.IDおよびパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、
両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を
負わないものとします。
4.利用者は、自己のIDおよびパスワードが使用されて両社また
は第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなけ
ればならないものとします。
第８条 利用者の禁止事項
1.利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡もしく
は行使させてはならない。
2.利用者は、本サービスの利用によって取得した情報を私的範
囲内で利用するものとし、商業的に利用してはならない。
第９条 知的財産権等
1.本サービスの内容、情報など本サービスに含まれる著作権、
商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、銀行その他の
権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害
し、または侵害するおそれのある行為をしてはならない。
第10条 利用登録抹消
1.両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、両社が必要
と認めた場合、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効と
することができるものとし、また、当該利用者の本サービス
の利用を制限することができるものとします。
⑴JCB会員資格を喪失した場合
⑵本規定のいずれかに違反した場合
⑶利用登録時に虚偽の申請をした場合
⑷本サービスの利用に際し必要とされる債務支払または義務
の履行を行わなかった場合
⑸同IDで連続してログインエラーとなった場合
⑹その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第11条 利用者に対する通知
1.両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対
する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社
所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによ
る通知、情報提供の中止を依頼することができるものとしま
す。
2.両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供
を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発
生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、
両社は一切責任を負わないものとします。
第12条 個人情報の取扱い
1.利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サー
ビスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措
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置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意しま
す。
⑴宣伝情報の配信等当社の営業に関する案内に利用すること
⑵業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
⑶市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用
すること
⑷統計資料などに加工して利用すること（なお、個人が識別
できない情報に加工されます。）
2.当社は、当社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に
必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第13条 免責
1.本サービスにおいて、両社が採用する暗号技術は、両社が妥
当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関
していかなる保証も行わないものとします。
2.両社の故意または重大な過失による場合を除き、両社は、本
サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、一
切責任を負わないものとします。
第14条 本サービスの一時停止・中止
1.両社は、次のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知
がない場合でも、本サービスを一時停止または中止すること
があります。
⑴システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合
⑵天災、停電その他本サービスを継続することが困難になっ
た場合
⑶その他両社が必要と判断した場合
2.両社の故意または重大な過失による場合を除き、両社は、本
サービスの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損
害について、一切責任を負わないものとします。
第15条 本規定の変更
1.両社は、利用者への事前通知または承諾なくして、本規定を
随時変更することができるものとします。この場合、両社は
当該変更について、速やかに、書面、Webサイトその他の
方法により、利用者に公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知の後、本サービスを利用し
たことをもって、当該変更に同意したものとします。
第16条 準拠法
1.本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が
適用されるものとします。
第17条 合意管轄
1.本サービスの利用に関する紛争について、会員と銀行もしく
はJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわ
らず会員の住所地または銀行（会員と銀行との間の訴訟の場
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合）もしくはJCB（会員とJCBとの間の訴訟の場合）の本社、
支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判
所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条 本規定の優越
1.本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などの
あらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が
優先されるものとします。
（MJ100000・20130131）
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J/Secure（TM）利用者規定
第１条 （定義）
1.「J/Secure（TM）
」とは、⑴株式会社ジェーシービー
（以下
「JCB」という。
）
、もしくは⑵JCBの提携する株式会社東邦
銀行
（以下⑴⑵をあわせて「両社」という。）が提供する第3条
の内容のサービスをいいます。
2.「J/Secure（TM）利用登録」とは、MyJCB利用者規定第2条
に則り、MyJCB利用の承認を得る手続きをいいます。
3.「J/Secure
（TM）利用者」とは、J/Secure（TM）利用登録を
完了し、両社からJ/Secure（TM）の利用の承認を得た者を
いいます。
4.「J/Secure（TM）登録情報」とは、J/Secure（TM）利用者が
J/Secure
（TM）
利用登録時に申請した情報をいいます。
5.「J/Secure
（TM）
参加加盟店」とは、両社の定める会員規約に
おける加盟店
（以下
「加盟店」といいます。）のうち、当該加盟
店の運営するWEBサイト
（以下「加盟店サイト」といいます。
）
においてJ/Secure
（TM）利用者からカードを利用した商品
等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで受付
けるに際し、J/Secure
（TM）利用者に対し、加盟店サイト
上におけるカードの会員番号・有効期限等の入力に加え、加
盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイト上に
おいてJ/Secure
（TM）利用登録上のパスワードの入力によ
る両社所定の認証方式による認証手続（以下「認証手続」とい
います。）を要求する加盟店をいいます。
第２条 （J/Secure
（TM）
利用登録等）
1.J/Secure（TM）利用登録は、MyJCBへの新規登録時もしく
はログイン時に表示されるJ/Secure（TM）利用者規定への
同意をもって完了とします。
2.J/Secure（TM）
利用登録は、会員番号毎に行うものとします。
同一の会員番号について再度利用登録を行った場合、従前の
J/Secure
（TM）
利用登録等は効力を失うものとします。
3.J/Secure（TM）
利用者は、両社所定の方法で申請することに
より、J/Secure
（TM）利用登録を解除することができるも
のとします。
第３条 （J/Secure
（TM）
の内容等）
1.両社の提供するJ/Secure
（TM）のサービス内容は、以下のと
おりとします。
⑴ J/Secure（TM）参加加盟店において、カードを利用
した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラ
インで受付けるに際し、両社がJ/Secure（TM）利用者
に対して認証手続を行うサービス
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⑵ 前号に付随するその他サービス
2.両社は、書面、WEBサイトその他の方法で、利用者に通知
または公表することにより、J/Secure（TM）の内容を任意
に追加、変更または中止することができるものとします。
第４条 （J/Secure
（TM）
の利用方法等）
1.J/Secure（TM）
利用者は、加盟店サイトまたは同サイトから
誘導されたWEBサイトにおいて、カードを利用した商品等
の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで行うに
際し、加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサ
イトの指示に基づき、パスワードを入力し、認証手続を行わ
なければならないものとします。なお当該パスワードは
MyJCBのパスワードを使用するものとします。
2.両社は、入力されたパスワードと予め登録されたパスワード
の一致を確認し
（以下
「認証結果確認」という。）
、一致した場
合は、その入力者をJ/Secure（TM）利用者と推定して扱い
ます。
3.両 社 は、 前 項 の 認 証 結 果 確 認 に お い て、 認 証 結 果 をJ/
Secure（TM）
参加加盟店に通知します。
4.J/Secure（TM）利用者は、本規定のほか、MyJCB利用者規
定、その他の注記事項および別途定める規約等（以下、本規定、
注記事項および規約を総称して「本規定等」という）を遵守す
るものとします。
第５条 （J/Secure
（TM）
利用者の管理責任）
1.J/Secure（TM）利 用 者 は、 自 己 の パ ス ワ ー ド がJ/Secure
（TM）において使用されるものであることを認識し、厳重に
その管理を行うものとします。
2.J/Secure（TM）利用者がパスワードを盗用された場合、J/
Secure（TM）利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載
の発行会社
（以下
「発行会社」という。）へ届け出るとともに、
被害状況の調査に協力するものとし、J/Secure（TM）利用
者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、
次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払い
は免除されないものとします。
⑴ J/Secure（TM）利用者が第三者に自己のパスワード
を使用させるなど、善良なる管理者の注意をもって自己の
パスワードを使用し管理していない場合
⑵ 故意・過失に関わらずJ/Secure（TM）利用者本人お
よびその家族、同居人などJ/Secure（TM）利用者の関
係者による利用である場合
⑶ 発行会社による被害状況の調査にご協力いただけない場
合
⑷ 発行会社による被害状況の調査に対する報告内容が虚偽
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である場合
発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用
代金明細」を通知後、60日以内に、自己のパスワードの
紛失、盗難の事実が発行会社へ届けられなかった場合
⑹ 購入商品などが、発行会社に登録のご住所に配送され受
領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIP
ア ド レ ス がJ/Secure（TM） 利 用 者 お よ び 関 係 者 の 自
宅・勤務地などである場合
⑺ J/Secure（TM）利用者の操作ミス・回線障害に起因
する場合
⑻ 戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己
のパスワードの紛失・盗難である場合
⑼ その他発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure
（TM）利用者本人の利用であると判断した場合
第６条 （J/Secure
（TM）
利用者の禁止事項）
1.J/Secure（TM）
利用者は、利用者として有する権利を、第三
者に譲渡もしくは行使させてはならない。
2.J/Secure（TM）利用者は、J/Secure（TM）の利用によって
取得した情報を私的範囲内で利用するものとし、商業目的に
利用してはならない。
第７条 （知的財産権等）
J/Secure
（TM）の内容、情報などJ/Secure（TM）に含ま
れる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、
その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure（TM）利
用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある
行為をしてはならない。
第８条 （利用登録抹消）
両社は、J/Secure
（TM）利用者が次のいずれかに該当す
る場合、J/Secure
（TM）利用者の承諾なくしてその利用登
録を抹消することができるものとし、また、当該利用者の
J/Secure
（TM）の利用を制限することができるものとしま
す。
⑴ JCB会員資格を喪失した場合
⑵ MyJCBの利用登録が抹消された場合
⑶ 本規定のいずれかに違反した場合
⑷ 利用登録時に虚偽の申請をした場合
⑸ J/Secure（TM）の利用に際し必要とされる債務支払
または義務の履行を行わなかった場合
⑹ その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第９条 （個人情報の取扱い）
1.J/Secure（TM）利用者は、両社がJ/Secure（TM）の利用に
関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったう
⑸
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え以下の目的のために利用することに同意します。
⑴ 宣伝情報の配信等、当社の営業に関する案内に利用する
こと
⑵ 統計資料などに加工して利用すること（なお、個人が識
別できない情報に加工されます。）
2.当社の業務を第三者に委託する場合、業務遂行に必要な範囲
で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第10条 （免責）
1.J/Secure（TM）
において、両社が採用する暗号技術は、両社
が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等
に関していかなる保証も行わないものとします。
2.両 社 の 故 意 ま た は 過 失 に よ る 場 合 を 除 き、 両 社 は、J/
Secure（TM）の利用に起因して生じたJ/Secure（TM）利用
者の損害について、一切責任を負わないものとします。
3.J/Secure（TM）
を利用して購入した商品および提供を受けた
サービスの品質、その他通常の商取引において生じた問題を、
J/Secure（TM）利用者は、J/Secure（TM）参加加盟店との
間で処理するものとします。
第11条 （J/Secure
（TM）
の一時停止・中止）
1.両社は、次のいずれかに該当する場合、J/Secure
（TM）
利用
者への事前通知または承諾なくして、J/Secure（TM）を一
時停止または中止できるものとします。
⑴ システム保守その他J/Secure（TM）運営上の必要が
ある場合
⑵ 天災、停電その他J/Secure（TM）を継続することが
困難になった場合
⑶ その他両社が必要と判断した場合
2.両 社 は、 両 社 の 故 意 ま た は 過 失 に よ る 場 合 を 除 き、J/
Secure（TM）の一時停止または中止に起因して生じたいかな
る損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条 （本規定の変更）
1.両社は、J/Secure
（TM）利用者に対し書面、WEBサイトそ
の他の方法で公表または通知することにより、本規定を随時
変更することができるものとします。なお、利用者が登録情
報の変更を両社に届け出なかったことにより、両社からの通
知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着するべき
ときに到着したものとみなします。
2.J/Secure（TM）利用者は、前項の公表または通知の後にJ/
Secure（TM）を利用したことをもって、当該変更に同意しま
す。
第13条 （準拠法）
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法
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が適用されるものとします。
第14条 （合意管轄裁判所）
J/Secure（TM）の利用に関する紛争について、J/Secure
（TM）利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいか
んにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業
所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管
轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条 （本規定の優越）
J/Secure（TM）の利用に際し、両社が別に定める会員規
約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、
本規定が優先されるものとします。
以 上
（JS100000・20090611）
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MyJチェック利用者規定
第１条 （目的）
本規定は、株式会社ジェーシービー
（以下「JCB」という）
および株式会社ジェーシービーの指定する株式会社東邦銀行
（以下
「銀行」という）が提供するサービス「MyJCB」
（ 以下
「MyJCB」という）の利用登録
（以下
「利用登録」という）を受
け た 会 員（ 以 下「 利 用 者 」と い う ）が 第2条 に 定 め る
「MyJ
チェック」を利用する場合の条件等を定めるものである。
第２条 （定義）
「MyJチェック」
（ 以下「本サービス」という）とは、利用者
が、JCBおよび銀行
（以下併せて
「両社」という）の定める会
員規約の規定にかかわらず、一定の条件を満たす場合におい
て、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものであ
る。
第３条 （利用資格）
1.本サービスを利用することができる者は、両社が定めるもの
とする。
2.「MyJCB」における利用登録が抹消され、IDが無効となった
場合、本サービスを利用することはできないものとする。た
だし、利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行っ
た場合についてはこの限りではない。
第４条 （利用の申請）
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、
両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を
得るものとする。
第５条 （ご利用代金明細書等の通知）
1.銀行は、両社が本サービスの利用を承認した利用者（以下
「MyJチェック利用者」という）に対して、ご利用代金明細書
を送付しないものとし、MyJチェック利用者は
「MyJCB」で
の閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとす
る。 ダ ウ ン ロ ー ド で き る ソ フ ト ウ ェ ア の 種 類 はAdobe
Reader6.0以上とする。
2.前項にかかわらず、当面の間、MyJチェック利用者のご利用
代金の明細（家族会員利用分を含む）の確定時において次のい
ずれかに該当する場合、MyJチェック利用者は、銀行がご
利用代金明細書をMyJチェック利用者に送付することを承
諾する。
⑴ 法令等によって書面の送付が必要とされる場合
⑵ コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合
⑶ その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した
場合
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3.MyJチェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金明細
を確認するものとする。ただし、通信上のトラブル・インター
ネット環境などにより、
「MyJCB」による確認ができない場
合、MyJチェック利用者は両社に問い合わせすることによ
り確認することができる。
4.JCBは、MyJチェック利用者のご利用代金の明細が確定さ
れた旨の通知（以下「確定通知」という）を、MyJチェック利
用者が申請したEメールアドレス宛に毎月送信するものとす
る。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信
しないものとする。
⑴ 確定通知が正しく受信されないことがあった場合
⑵ 本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を
行った場合
⑶ その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場
合
⑷ 確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピング
リボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ
払いの利用残高がない場合
5.JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とする。
ただし、MyJチェック利用者は、確定通知の受信の有無に
かかわらず、
「MyJCB」によるご利用代金明細の確認を行う
ことができるものとする。
6.MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請したEメー
ルアドレスは常に受信可能な状態にすることとする。確定通
知を受信できないことにより、MyJチェック利用者または
第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わ
ないものとする。ただし、両社の責に帰すべき事由によらな
い場合に限る。
第６条 （本サービスの提供終了）
両社は、MyJチェック利用者が次のいずれかに該当する
場合、MyJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提
供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとする。
⑴ 本規定のいずれかに違反した場合
⑵ その他両社がMyJチェック利用者として不適当と判断
した場合
第７条 （終了・中止・変更）
1.両社は、通知ならびに公表の上、本サービスを終了もしくは
中止し、または内容を変更することができるものとする。
2.本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることが
ある。
第８条 （本規定の変更）
両社は、通知ならびに公表の上本規定を随時変更すること
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ができるものとする。この場合、両社は両社所定のWebサ
イトに公開するなどの両社所定の方法により直ちに当該変更
後の規定をMyJチェック利用者に通知するものとする。
第９条 （本規定の優越）
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約など
のあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定
が優先されるものとする。
（MJ100001・20091001）
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東邦Alwaysカード〈JCB〉保証委託約款
第１章 一般条項
第１条 （委託の範囲）
1.私が東邦Alwaysカード
〈JCB〉の申し込みを行うにあたり、
株式会社東邦カード（以下、
「保証会社」といいます。）に委託
する債務保証の範囲は、東邦Alwaysカード〈JCB〉会員規約
（以下、
「会員規約」といいます。）ならびに会員規約に付帯す
る特約・規定等
（これらの特約・規定等と会員規約を総称し
て、以下「会員規約等」
といいます。）に基づき私が株式会社東
邦銀行（以下、
「銀行」
といいます。）に対し負担する、利用代金、
利息、手数料、損害金、その他クレジットカード取引から生
じる一切の債務とし、会員規約等の内容が変更されたときは、
本契約に基づく保証契約の内容も当然に変更されるものとし
ます。
2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決
定をした後、会員が東邦Alwaysカード〈JCB〉の利用を開始
したときに成立するものとします。
3.前項の保証内容は、会員規約等の各条項によるものとします。
第２条 （債務の弁済）
保証会社の保証を得て、会員規約等に基づいて銀行に対し
負担する債務
（以下、
「原債務」といいます。）については、こ
の約定のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日には遅滞
なく元利金を弁済します。
第３条 （中止・解約・終了）
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用
情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の事
由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約による新た
な保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了する
ことができます。この場合、銀行からその旨の事前または事
後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるもの
とします。
2.この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解
除されまたは終了した場合にも、保証会社の保証債務は会員
規約等に基づいて私がすでに銀行から借り入れた債務につい
ては、その弁済が終わるまで継続します。
3.前項の定めに関わらず、第1項によりこの契約による新たな
保証供与の中止またはこの契約の解除または終了の通知を受
けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、
保証会社には負担をかけません。
第４条 （代位弁済）
1.私が会員規約等に違反したため、保証会社が銀行から保証債
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務の履行を求められた場合、私に対して通知、催告なくして
弁済されても異議ありません。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、この契約の各条
項のほか、会員規約等の各条項を適用されても異議ありませ
ん。
第５条 （求償権）
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権につい
て弁済の責に任じます。
① 前条による保証会社の出損額。
② ①に対する保証会社が弁済した翌日から、年14.60％の
割合
（年365日の日割計算、うるう年は366日の日割計算）
による遅延損害金。ただし、①の出損額のうちショッピン
グ２回払い、ボーナス１回払いおよび分割払元金（会員規
約に基づき私が分割払いを指定したショッピング利用代金
をいいます。
）
に係る代位弁済金に対する損害金については、
分割払元金に対し年6.00％（年365日の日割計算。うるう
年は366日の日割計算）を乗じた額を超えない金額としま
す。
③ 保証会社が債権保全あるいは実行のために要した費用
（訴訟費用および弁護士費用を含みます。）の総額。
第６条 （求償権の事前行使）
1.私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4条によ
る代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について
求償権を行使されても異議ありません。
⑴ 銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠っ
たとき。
⑵ 保全処分、強制執行、競売の申立があったとき、または
破産手続き開始、民事再生手続き開始等、法的債務整理開
始の申立があったとき。
⑶ 租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分
を受けたとき。
⑷ 会員規約等または本約款の条項に違反したとき。
⑸ その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、私は民法
第461条に基づく抗弁権を主張しません。
第７条 （弁済の充当順序）
私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅さ
せるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法に
より充当されても異議はありません。なお、私について保証
会社に対する複数の債務がある場合も同様とします。
第８条 （通知義務）
1.私の財産、経営、職業、地位、業況等の情報について保証会
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社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の
調査に協力いたします。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある
場合、私は直ちに通知し、保証会社の指示に従います。
3.氏名、住所、電話番号、勤務先その他銀行および保証会社に
届け出た事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に
届け出ます。
4.私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私から最後の届
け出のあった氏名、住所にあてて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します。
第９条 （担保・保証人）
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変
更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ一切異議を申し
立てません。
第10条 （公正証書の作成）
私は保証会社から請求があるときは、直ちに求償債務に関
し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の
手続きをします。
第11条 （管轄裁判所の合意）
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、
保証会社の所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。
第12条 （約款の変更）
この約款の内容は、保証会社と銀行との間の保証に関する
契約書が改正されたときは、別段の定めがある場合を除きこ
れによって当然に変更されるものとします。
第13条 （準拠法）
私と保証会社との間の諸契約に関する準拠法は、すべて日
本法とします。
第14条 （業務委託）
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務等を株式
会社ジェーシービーに業務委託することをあらかじめ承認す
るものとします。
第２章 個人情報の取り扱い条項
第15条 （保証会社による個人情報の収集・保有・利用）
私は、保証会社が行う与信判断および与信後の管理のため、
私および家族会員（以下、併せて
「会員等」といいます。）の以
下の情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用す
ることに同意します。
① 氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、Eメー
ルアドレス等入会申込時や入会後にお届けいただいた事項
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及びご申告いただいた事項。
入会申込日、入会承認日、有効期限、ご利用可能枠など
会員規約に基づくカード取引契約に関する事項。
③ 会員等のカードご利用内容、支払い状況。
④ 会員等に申告いただいた資産、負債、家族構成等、保証
会社が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤ 会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により
収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
（公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に
基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される
場合があります。
）
。
⑥ 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の
不正な利用の防止に関する法律（犯罪による収益の移転防
止に関する法律施行後は、同法。）に基づく本人確認書類等
の記載事項または会員等が銀行に提出した収入証明書類等
の記載事項。
⑦ 官報情報等、公開情報。
第16条 （保証会社による個人信用情報機関の利用・登録）
1.私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関
（個人の支払能
力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者そ
の他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等（以下
「加盟会
員」という。
）に対する当該情報の提供を業とするもの）
および
同機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報
（当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済
状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情
報、破産等の官報情報、貸金業協会から登録を依頼された情
報、電話帳記載の情報等を含みます。）が登録されている場合
には、保証会社がそれを支払能力の調査の目的（返済能力ま
たは与信後の管理をいいます。ただし、銀行法施行規則等に
より、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目
的に限ります。以下同じです。）に限り利用されることに同意
します。
2.会員規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている
「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員
申込人の個人情報
（その履歴を含みます。）が各加盟個人信用
情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関お
よび提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係
る情報が提供され、自己の与信取引上の判断（本会員等の返
済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法およ
び貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済
能力の調査の目的に限る。）のためにこれを利用されることに
同意します。
②
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3.保証会社が加盟する個人信用情報機関および提携個人信用情
報機関および本申し込みに基づき登録される情報と期間は、
会員規約末尾に記載のとおりです。各機関の加盟資格、加盟
会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
第17条 （保証会社から銀行への個人情報の第三者提供）
会員等は、本申し込み及び本取引にかかる情報を含む会員
等に関する下記の情報が、銀行における保証審査結果の確認、
保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、法令
等や契約上の権利の行使や義務の履行、銀行取引の継続的な
管理、銀行が加盟する個人信用情報機関への提供、取引上必
要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円
滑に履行されるために必要な範囲で、保証会社より銀行に提
供されることに同意します。
⑴ 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関す
る情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報
等、申込書及び契約書並びに付属書面等本申し込み及び本
契約にあたり提出する書面に記載のすべての情報
⑵ 保証会社における保証審査結果等の情報
⑶ 保証会社における保証番号や保証料金額等の取引に関す
る情報
⑷ 保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する
情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑸ 銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報
等、代位弁済手続きに必要な情報
⑹ 代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
第18条 （個人情報の第三者提供）
1.会員等は、保証会社が債権管理回収業に関する特別措置法（平
成10年10月16日法律第126号）第3条により法務大臣の許可
を受けた債権回収会社に本申し込みに係る債権の回収を委託
する場合には、会員等の個人情報を同社との間で、本申し込
みに関する取引上の判断および同社における管理・回収のた
めに必要な範囲内で相互に提供し、利用することに同意しま
す。
2.会員等は、保証履行に伴う求償権が、債権譲渡や証券化等の
方法により、他の事業者等に移転される場合には、会員等の
個人情報が当該債権譲渡又は証券化のために必要な範囲内で、
債権譲渡先又は証券化のために設立された特定目的会社等に
提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されること
に同意します。
第19条 （個人情報の開示・訂正・削除）
1.会員等は、保証会社および保証会社が加盟する加盟個人信用
情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めると
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ころにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求する
ことができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとし
ます。
⑴ 保証会社に対する開示請求：本約款末尾に記載の保証会
社窓口へ
⑵ 個人信用情報機関に対する開示請求：会員規約末尾に記
載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合
には、保証会社は速やかに訂正または削除に応じるものとし
ます。
第20条 （同意条項に不同意の場合）
保証会社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載
を希望しない場合、または本同意書に定める個人情報の取り
扱いについて承諾できない場合は、保証を断ることや、保証
を中止することがあります。
第21条 （保証契約が不成立の場合）
保証契約が不成立の場合であっても、本申し込みをした事
実は、第15条および第16条に基づき、本契約の不成立の理
由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利
用されることはありません。
〈ご相談窓口〉
本約款についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人
情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い
合わせ、ご相談については下記にご連絡ください。
株式会社東邦カード お客様相談室
〒960-8041 福島県福島市大町4-4 東邦スクエアビル内
024-521-1002
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東邦Alwaysカード〈JCB〉
キャッシュクレジット一体型特約
第１条 （本特約の目的）
本特約は、株式会社東邦銀行
（以下
「銀行」といいます。）お
よび株式会社ジェーシービー
（以下
「JCB」といいます。）が発
行する
「東邦Alwaysカード〈JCB〉
・キャッシュクレジット
一体型」
（ 以下
「本カード」といいます。）の発行条件および本
カードの機能・使用方法等について定めるものです。
第２条 （本カードの発行・貸与）
1.本カードのお申し込みは、銀行およびJCB（以下「両社」とい
います。）が別に定める
「東邦Alwaysカード〈JCB〉会員規約」
（以下「クレジットカード規約」といいます。
）および東邦バン
クカード規定
（以下
「キャッシュカード規定」といいます。）な
らびに本特約をご承認いただいた、個人の方のみとします。
また、お申し込みは、両社からお届け住所宛へ諸通知の発送
や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただ
きます。
2.発行される本カードの所有権は銀行に帰属するものとし、銀
行は両社の承認を受けた方に対し、本カードを貸与するもの
とします。
（以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた
方を「一体型会員」
といいます。）なお、本カード上には、会員
氏名・会員番号・カードの有効期限・銀行口座番号等が表示
されています。
3.第1項の申し込みに際しては、本カードのキャッシュカード
としての機能
（
「キャッシュカード規定」に定められた機能を
いい、以下
「キャッシュカード機能」といいます。
）
が対応する
普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手
数料等のお支払い口座として届け出るものとします。
4.本カードが、万一ご不在などの理由により不送達となり、返
送された場合には銀行で所定の期間のみ保管します。この場
合、銀行にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてくだ
さい。所定の期間を経過した場合は、当該カードは破棄しま
すので、利用をご希望の場合は、あらためて本カードのお申
し込みが必要となります。
第３条 （本カード発行に伴う既存カードの取り扱い）
一体型会員が本カードの発行前に保有していたお支払い口
座のキャッシュカード機能は、本カードのキャッシュカード
機能を利用した時点で失効するものとします。
第４条 （有効期限）
1.本カードの有効期限は両社が指定するものとし、カード上に
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表示した月の末日までとします。
2.両社は、カード有効期限までに、退会の申し出のない一体型
会員で、かつ、両社が引き続き一体型会員として認める場合、
有効期限を更新した新たなカード（以下「更新カード」といい
ます。）を発行します。
3.前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一
体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードの
キャッシュカード機能については、一体型会員が更新カード
を利用した時点に失効するものとします。
第５条 （本カードの機能）
1.一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および
両社が発行するクレジットカードとしての機能
（クレジット
カード規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカー
ド機能」といいます。）を、各々の規定・規約および本特約に
従って利用することができます。
2.一体型会員は、現金自動支払機
（以下「CD」といいます。）また
は現金自動預払機（以下「ATM」といいます。
）において本カー
ドを利用する場合においては、本カード表面に記載されてい
る本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能
とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
3.前項の規定にかかわらず、一体型会員が本カードの挿入方向
を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合に
おいても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務につ
いての支払義務を免れないものとします。
4.本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付
加された場合において、一体型会員が、本カードのデビット
カード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用でき
る加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場
合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかに
ついて、当該加盟店に申告するものとします。
第６条 （本カードの使用不能）
1.万一本カードにカードの使用不能が生じた場合には、銀行に
ご照会ください。
2.本カードの使用不能に伴って本カードの再発行が必要な場合
には、一体型会員は本カードのお支払い口座のあるお取引店
で所定の手続きを行うものとします。
第７条 （本カードの機能停止等）
1.一体型会員は、両社との間のクレジットカード契約および銀
行との間のキャッシュカード利用契約が有効である場合で
あっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カード
の機能またはサービスが停止されることがあることを予め承
認し、これに伴う不利益・損害等については、両社はいずれ
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も責任を負わないことを承認いたします。
⑴ 本カードの再発行のため、一体型会員が、銀行または
JCBに本カードを返還した場合。
⑵ 本カードに関する諸変更手続きのため、一体型会員が、
銀行またはJCBに本カードを送付しまたは預けた場合。
⑶ CDま た はATMで の 利 用 時 に、 暗 証 番 号 相 違、CD・
ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。
⑷ 一体型会員から銀行またはJCBに対して、その貸与さ
れた本カードを紛失又は盗難に遭った旨の届け出があった
場合。
2.一体型会員が本特約またはクレジットカード規約に違反しま
たは違反するおそれがある場合には、銀行またはJCBはク
レジットカード機能を一時停止することができるものとしま
す。この場合、銀行は本カードのキャッシュカード機能につ
いても利用を停止することができるものとします。
第８条 （本カードの解約・会員資格の取消について）
1.一体型会員は本カードの解約にあたっては、銀行所定の書面
を銀行所定の窓口
（原則としてお支払い口座のお取引店にな
ります。）に提出してください。この場合、本カードは銀行に
返却してください。
2.本カードのクレジットカード機能についてはクレジットカー
ド規約に基づいて銀行が会員資格を取消すことができます。
この場合、銀行は本カードのキャッシュカード機能にかかる
契約を特に一体型会員に事前に通知することなく解約するこ
とができるものとします。これに伴って、万一損害などが発
生したとしても、銀行は自らの責めに帰す事由による場合を
除き、責任を負わないものとします。
3.前項の他に、銀行は一体型会員が本特約またはクレジット
カード規約もしくはキャッシュカード規定に違反したと認め
た場合には、本カードの利用契約を特に事前に通知すること
なく解約できるものとします。
第９条 （本カードの取り扱い）
1.一体型会員は、銀行より本カードを貸与されたときは、直ち
に当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりませ
ん。
2.本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は
使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもっ
て本カードを使用し管理しなければなりません。また、本
カードの所有権は銀行にありますので、他人に貸与、譲渡お
よび担保の提供預託等に利用したりして本カードの占有を第
三者に移転することはできません。
第10条 （決済口座の変更）
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本カードの申込の際に届け出た決済口座は、原則として変
更できないものとします。ただし、両社が認めた場合にはこ
の限りでないものとします。
第11条 （届出事項の変更）
1.一体型会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先
等について変更があった場合には、両社所定の方法により遅
滞なく両社に届け出なければなりません。なお、キャッシュ
カード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、銀
行所定の方法により遅滞なく銀行に、また、クレジットカー
ド機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、両社所
定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。
2.前項のうち氏名の変更およびクレジットカード機能に関する
暗証番号の変更があった場合においては、一体型会員は本
カードを銀行に返還するものとします。なお、この場合には、
第14条所定の再発行手続きがとられるものとします。
第12条 （紛失・盗難の届け出）
1.一体型会員は、本カードを盗難、紛失その他の事由により喪
失した場合には、クレジットカード規約およびキャッシュ
カード規定の定めるところにしたがって、両社に速やかに連
絡するものとします。
2.前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の書面による届
け出を行うものとします。この届け出は銀行所定の窓口（原
則としてお支払預金口座のお取引店になります。
）
で受付ける
ものとします。本カードの喪失に伴うカード再発行のお申し
込みについても同様とします。また、この届け出の前に生じ
た損害について両社は責任を負いません。
3.第1項の連絡を受けた場合は、両社はカード喪失の連絡内容
の確認など所定の手続きにしたがって、クレジットカード機
能およびキャッシュカード機能の利用を一時停止します。銀
行のシステムが休止している間に連絡を受付けた場合には、
システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。
これは本件カードのご利用の安全を図るための措置であり、
万一カード喪失の連絡における一体型会員の誤りなどでカー
ドが使用できないことが生じても、両社は、自らの責めに帰
す事由による場合を除き、一切責任を負いません。
第13条 （本カードの紛失・盗難による責任の区分）
本カードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用され
る等の被害にあった場合の責任の区分は、その被害がクレ
ジットカード機能を使用されたことによるものはクレジット
カード規約、キャッシュカード機能を使用されたことによる
ものはキャッシュカード規定によるものとします。
第14条 （カードの再発行）
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本カードの紛失・盗難・破損・汚損・氏名の変更を理由に、
一体型会員が両社に対し本カードの再発行を求め、これに対
し両社が審査のうえ認めた場合には、本カードを再発行する
ものとします。なお、再発行が認められた場合、当該一体型
会員は、銀行所定の再発行手数料を支払うものとします。
第15条 （カードの返還および単機能カードの発行）
1.一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、銀
行またはJCBの請求により本カードを返還するものとし、
これに伴う不利益・損害等については、両社はいずれも責任
を負わないことを承認いたします。
⑴ クレジットカード規約所定の事由により銀行および
JCBが運営するクレジットカード取引システムの会員た
る資格を喪失した場合。（一体型会員が任意に退会した場
合も含みます。
）
⑵ 一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対
応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由によ
り不能となった場合。
⑶ 一体型会員が銀行に対し、本カードの利用を取り止める
旨の申し出を行い、これを両社が認めた場合。
2.前項の⑴⑶の場合において、本カードのキャッシュカード機
能と同様の機能を持つキャッシュカード（以下「単機能キャッ
シュカード」といいます。）の発行を銀行が認めた場合には、
銀行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発
行するものとします。この場合、一体型会員は、銀行に対し
銀行所定の発行手数料を支払うものとします。
第16条 （カードの回収）
前条1項⑴の場合において、両社は各々の判断で、利用者
に事前の通知・催告等をすることなく、CDまたはATMや
JCBの加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとし
ます。この場合、銀行から新たにキャッシュカードが交付さ
れるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できな
くなりますが、これに伴う不利益・損害等については、両社
はいずれも責任を負わないものとします。
第17条 （業務の委託）
1.銀行は本カードの発行に関する業務をJCBに委託すること
ができるものとします。
2.JCBは、前項の業務につきJCBが指定する第三者に委託す
ることができるものとします。
第18条 （情報交換）
1.一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの
発行、管理等業務遂行上必要な範囲で、両社の間で共有する
ことに、会員は予め同意するものとします。
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⑴

会員が、両社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、
勤務先等について変更があり、第11条第1項に基づいて両
社のいずれかに対して変更の届出があった場合には、当該
届出情報。
⑵ 第7条第1項各号、同条第2項、第15条第1項各号、第16
条記載の事項。
⑶ キャッシュカード規定またはクレジットカード規約に違
反した事実。
⑷ その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判
断に関わる当該一体型会員の情報。
2.両社は、第1項により知り得た一体型会員の情報について、
一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとし
ます。
3.一体型会員は、本カードの発行業務を委託するにあたり委託
業務遂行上必要な範囲で、両社に対し、またはJCBが再委
託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該
一体型会員に関する情報を預託します。
第19条 （特約の優先適用）
本特約とクレジットカード規約またはキャッシュカード規
定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用される
ものとします。
第20条 （特約の改定）
本特約が改定され、その改定内容が一体型会員に通知され
た後に、当該一体型会員が本カードを利用したときは、当該
一体型会員はその改定を承認したものとみなします。
以上
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東邦バンクカード規定
第１条 （カードの利用）
普通預金
（総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じ
です。）について発行した東邦バンクカードおよび貯蓄預金に
ついて発行した東邦バンクカード（以下これらを
「カード」と
いいます。
）は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に
利用することができます。
⑴ 当行または当行がオンライン現金自動預金機の共同利用
による現金預入業務を提携した金融機関等（以下
「預入提携
先」といいます。
）
の現金自動預金機（現金自動預入払出兼用
機を含みます。以下
「預金機」といいます。）を使用して普通
預金、貯蓄預金
（以下これらを
「預金」といいます。）に預入
れをする場合。
⑵ 当行または当行がオンライン現金自動支払機の共同利用
による現金支払業務を提携した金融機関等（以下
「支払提携
先」といいます。
）
の現金自動支払機（現金自動預入払出兼用
機を含みます。以下
「支払機」といいます。）を使用して預金
の払戻しをする場合。
⑶ 当行または当行が自動振込機の共同利用による振込業務
を提携した金融機関等（以下
「振込提携先」といいます。）の
自動振込機
（振込を行うことができる現金自動預入払出兼
用機を含みます。以下
「振込機」といいます。）を使用して振
込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼
をする場合。
⑷ その他当行所定の取引をする場合。
第２条 （預金機による預金の預入れ）
⑴ 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機
の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードを挿入
し、現金を投入して操作してください。
⑵ 預金機による預入れは、預金機の機種により当行または
預入提携先所定の種類の紙幣に限ります。また、１回あた
りの預入れは、当行または預入提携先所定の枚数による金
額の範囲内とします。
第３条 （支払機による預金の払戻し）
⑴ 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機
の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入
し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。こ
の場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
⑵ 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または
支払提携先所定の金額単位とし、１回あたりの払戻しは、
当行または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、
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１日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求
金額と第５条⑴に規定する自動機利用手数料金額との合計
額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻し
はできません。
第４条 （振込機による振込）
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより
払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の
操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証そ
の他の所定の事項を正確に入力してください。この場合にお
ける預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出
は必要ありません。
第５条 （自動機利用手数料等）
⑴ 預金機、支払機または振込機を使用して預金の預入れま
たは払戻しをする場合には、当行、預入提携先、支払提携
先または振込提携先所定の預金機、支払機または振込機の
利用に関する手数料（以下「自動機利用手数料」といいま
す。）をいただきます。
⑵ 自動機利用手数料は、預金の預入れまたは払戻し時に、
通帳および払戻請求書なしで、その預入れまたは払戻しを
した預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先、
支払提携先または振込提携先の自動機利用手数料は、各提
携先又は当行にお支払いいただきます。
⑶ 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、
通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座
から自動的に引落します。
第６条 （代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込）
⑴ 代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼を
する場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てくだ
さい。この場合、当行は代理人のためのカードを発行しま
す。代理人については１名に限ります。なお、個人の場合
は本人と生計をともにする親族に限ります。
⑵ 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依
頼人名は本人名義となります。
⑶ 代理人のカード利用についても、この規定を適用します。
第７条 （預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い）
⑴ 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合
には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカード
により預金に預入れをすることができます。
⑵ 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができな
い場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時
等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓
⑶
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口でカードにより預金の払戻しをすることができます。な
お、支払提携先の窓口では、この取扱いはしません。
⑶ 本条⑵による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請
求書に住所、氏名および金額を記入のうえ、カードととも
に提出してください。
⑷ 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合
には、窓口営業時間内に限り、本条⑵、⑶によるほか振込
依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができ
ます。
第８条 （カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入）
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手
数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の
通帳記帳機能のある預金機・支払機・振込機もしくは通帳記
帳機で使用された場合、または当行本支店の窓口に提出され
た場合に行います。
また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
第９条 （カード・暗証の管理等）
⑴ 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用された
カードが、当行が本人に交付したカードであること、およ
び入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所
定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行
の窓口においても同様にカードを確認し、当行への届出事
項の内容と払戻請求書に記載された内容の一致を確認のう
え取扱いをいたします。
⑵ カードは他人に使用されないよう保管してください。暗
証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の
利用を避け、他人に知られないよう管理してください。
カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるお
それが生じた場合または他人に使用されたことを認知した
場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。
この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻
し停止の措置を講じます。
⑶ カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当
行に提出してください。
第10条 （偽造カード等による払戻し等）
偽造または変造カード
（個人のバンクカードに限る）
による
払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻し
について当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失が
あることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じない
ものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよ
び暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について
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当行の調査に協力するものとします。
第11条 （盗難カードによる払戻し等）
⑴ カードの盗難
（個人のバンクカードに限る）
により、他人
に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次
の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該
払戻しにかかる損害（手数料や利息を含みます。）の額に相
当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知
が行われていること
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われている
こと
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他
の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを
示していること
⑵ 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意に
よる場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30
日
（ただし、当行に通知することができないやむを得ない
事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事
情が継続している期間を加えた日数とします。
）
前の日以降
になされた払戻しにかかる損害（手数料や利息を含みま
す。）の額に相当する金額（以下「補てん対象額」といいま
す。）を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善
意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行
が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相
当する金額を補てんするものとします。
⑶ 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難
が行われた日
（当該盗難が行われた日が明らかでないとき
は、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正
な預金払戻しが最初に行われた日。）から、2年を経過する
日後に行われた場合には、適用されないものとします。
⑷ 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するこ
とを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いま
せん。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過
失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
Ａ 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
Ｂ 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その
他の同居人、または家事使用人
（家事全般を行ってい
る家政婦など。
）
によって行われた場合
Ｃ 本人が、被害状況についての当行に対する説明にお
いて、重要な事項について偽りの説明を行った場合
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② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたは
これに付随してカードが盗難にあった場合
第12条 （カードの紛失、届出事項の変更等）
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の
届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定
の方法により当行に届出てください。
第13条 （カードの再発行等）
⑴ カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行
所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間
をおき、また保証人を求めることがあります。
⑵ カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料
をいただきます。
第14条 （預金機・支払機・振込機への誤入力等）
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力に
より発生した損害については、当行、預入提携先、支払提携
先および振込提携先は責任を負いません。
第15条 （解約、カードの利用停止等）
⑴ 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめ
る場合には、そのカードを当行に返却してください。なお、
当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が
解約された場合にも同様に返却してください。
⑵ カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不
適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることが
あります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちに
カードを当行に返却してください。
⑶ 次の場合には、カードの使用を停止することがあります。
この場合、当行所定の方法により、当行が本人であること
を確認できたときに停止を解除します。
① 第16条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が
別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるお
それがあると当行が判断した場合
第16条 （譲渡、質入れ等の禁止）
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第17条 （規定の適用）
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、
総合口座取引規定、貯蓄預金規定、定期預金規定書、自動お
とりまとめ定期預金規定＜アニバーサリー＞および振込規定
により取り扱います。
以 上
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東邦ICキャッシュカード特約
第１条 （特約の適用範囲等）
⑴ この特約は、ICキャッシュカード（従来のキャッシュ
カードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッ
シュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機
能
（以下、かかる機能を総称して「ICキャッシュカード機
能」といいます。）の利用を可能とするカードのことをいい
ます。）を利用するにあたり適用される事項を定めるもので
す。
⑵ この特約は、東邦バンクカード規定と一体として取扱わ
れるものとし、この特約に定めのない事項に関しては東邦
バンクカード規定が適用されるものとします。
⑶ この特約において使用される語句は、この特約において
定義されるもののほかは東邦バンクカード規定の定義に従
います。
第２条 （ICキャッシュカード機能の利用範囲）
ICキャッシュカード機能は、この機能の利用が可能な預金
機・支払機・振込機その他の端末（以下、「ICキャッシュカー
ド対応機」といいます。）を利用する場合に提供されます。な
お、東邦バンクカード規定第１条に定める支払提携先・振込
提携先においても、ICキャッシュカード機能はICキャッシュ
カード対応機を利用する場合に同様に提供され、ICキャッ
シュカード対応機以外の支払機等では、東邦バンクカード規
定第１条の定めに関わらず、ICキャッシュカード機能は利用
できません。
第３条 （１日あたりの利用限度額）
当行は、支払機等による１日あたりの利用限度額を定める
にあたって、ICキャッシュカード機能を利用した場合と、IC
キャッシュカード機能を利用しない場合に分けて定めるもの
とします。
第４条 （代理人カード）
ICキャッシュカードの代理人に対する発行については、東
邦バンクカード規定第６条により取扱います。
第５条 （デビットカード取引）
ICキャッシュカードによるデビットカード取引について
は、「デビットカード取引利用規定」により取扱います。
第６条 （ICキャッシュカード対応機の故障時の取扱い）
ICキャッシュカード対応機の故障時には、ICキャッシュ
カード機能は利用できません。
第７条 （ICチップ読取不能時の取扱い等）
⑴ ICキャッシュカードに搭載しているICチップの故障等
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によって、ICキャッシュカード対応機においてICキャッ
シュカード機能が利用できない場合があります。この場合、
当行所定の手続きに従って、すみやかに当行にICキャッ
シュカードの再発行を申し出てください。
⑵ ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応機
においてICチップを読み取ることができなくなったこと
による損害が生じても、当行は責任を負いません。
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【ICキャッシュカードの１日あたりのご利用限度額】
利用可能取引
利用ATM

①当行
IC対応
②他行
IC対応
(※1)
(含ICデビット)
③セブン銀行
イーネット
ローソン
(※2)

取引
区分

IC

IC

IC

④ゆうちょ
IC対応
IC
（個人）
⑤ゆうちょ
IC対応
IC
（法人）
磁気
⑥当行
IC非対応
ストライプ
⑦ゆうちょ
磁気
IC非対応 ストライプ
⑧他行IC
磁気
非対応
ストライプ
(含磁気デビット)

現金
振込 振替
引出
○

○

○

○

当初利用
限度額

○

×

①〜⑤を
合算して
200万円

任意設定額
(利用限度額設
定サービス)
①〜⑧を
合算して
個人カードは
1〜200万円
法人カードは
１〜500万円
３機関
合算して
50万
円

○

○

×

３機関
合算して
50万
円

○

×

×

50万
円

50万
円

○

×

×

100
万円

100
万円

○

○

○

○

×

×

○

○

×

0円(※3)

0〜50万
円

※１：一部他行において、IC対応表示のあるATMでも当行IC
キャッシュカードでのIC取引ができない場合がございます。
※２：セブン銀行、イーネット、ローソンでは法人カードはご
利用できません。
※３：利用ATM⑥〜⑧でのご利用を希望される場合は、IC
キャッシュカード発行依頼時に
「ATM利用限度額変更申込
書」をご記入いただきます。
※４：イオン銀行でのご利用は現金引出のみとなります。
（法人向けカードはご利用いただけません。）
※
「ICデビット」は加盟店のIC対応デビット端末でのご利用、
「磁気デビット」は加盟店のIC対応デビット端末以外でのご
利用となります。
以 上
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デビットカード取引利用規定
第１条 （適用範囲）
次の各号のうちいずれかの者（以下
「加盟店」といいます。）
に対して、普通預金（総合口座取引の普通預金を含みます。）
について発行した東邦バンクカード（代理人カードを含みま
す。）または東邦ニューバンクカード（家族会員カードを含み
ます。）その他当行所定のカード（以下
「カード」といいます。）
を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供
（以下「売買取引」といいます。
）について当該加盟店に対して
負担する債務
（以下
「売買取引債務」といいます。）を当該カー
ドの預金口座
（以下
「預金口座」といいます。）から預金の引落
し（総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含
みます。）によって支払う取引
（以下
「デビットカード取引」と
いいます。
）については、この規定により取扱います。
⑴ 日本デビットカード推進協議会（以下
「協議会」といいま
す。）所定の加盟店規約
（以下
「規約」といいます。）を承認の
うえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員
である一または複数の金融機関（以下
「加盟店銀行」といい
ます。）と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人
（以下「直接加盟店」
といいます。）
⑵ 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店
契約を締結した法人または個人
⑶ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟
店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であ
り、規約を承認した法人または個人
第２条 （利用方法等）
⑴ カードをデビットカード取引に利用するときは、みずか
らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかか
る機能を備えた端末機（以下
「端末機」といいます。）に読み
取らせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟
店をしてカードを端末機に読み取らせ、みずから端末機に
表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機
にカードの暗証番号を入力してください。
⑵ 端末機を使用して、現金の取得を目的にカードを利用す
ることはできません。
⑶ 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできま
せん。
①停電、故障等により端未機による取扱いができない場合
②１回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限
度額を超える場合、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビッ
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トカード取引を行うことができないものと定めた商品また
は役務に該当する場合
⑷ 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用する
ことはできません。
① １日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を
超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末
機に入力した場合
③ カード
（磁気ストライプの電磁的記録を含みます。）が破
損している場合
⑸ デビットカード取引を行うことができる日または時間帯
は当行所定のものとします。
⑹ カードによるデビットカード取引をご希望されない場合
には、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の手
続きを行ってください。この手続きを行ったときは、当行
は当該口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じ
ます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責
任を負いません。
第３条 （デビットカード取引契約等）
前条⑴により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口
座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、
加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支
払う旨の契約
（以下
「デビットカード取引契約」といいます。）
が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落
しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による
売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この
預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出
は必要ありません。
第４条 （預金の復元等）
⑴ デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがさ
れたときは、デビットカード取引契約が解除（合意解除を
含みます。）
、取消し等により適法に解消された場合（売買
取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場
合を含みます。）であっても、加盟店以外の第三者（加盟店
の特定承継人および当行を含みます。）に対して引落された
預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないもの
とし、また当行に対して引落された預金の復元を請求する
こともできないものとします。
⑵ 本条⑴にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟
店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を
持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、
加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送
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信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立し
た当日中かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、
当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落
された預金の復元を請求するにあたっては、みずからカー
ドを端末機に読み取らせるか、または加盟店にカードを引
き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。
端末機から取消しの電文を送信することができないときは、
引落された預金の復元はできません。
⑶ 本条⑴、⑵において引落された預金の復元等ができない
ときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店と
の間で解決してください。
⑷ デビットカード取引において金額等の誤入力があったに
もかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を
入力したためデビットカード取引契約が成立した場合につ
いても、本条第１項から前項に準じて取扱うものとします。
第５条 （規定の準用）
本規定に定めのない事項については東邦バンクカード規定
および東邦ニューバンクカード会員規定により取扱います。
なお、東邦バンクカード規定の適用については同規定第６条
⑴中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」
と
あるのは、「デビットカード取引をする場合」とし、第10条
⑵中
「支払機または振込機」とあるのは、
「端末機」とし、第
11条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と
します。
以 上
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キャッシュカード機能ご利用のご案内
ご利用にあたってのご注意
◎カード・通帳・印鑑等の盗難による事故が全国的に発生して
おります。保管には十分ご注意ください。
◎万が一、盗難または紛失された場合は、ただちに最寄りの支
店または「ATMセンター」にご連絡ください。
※ＣＤ（現金自動支払機）・ＡＴＭ（現金自動預金支払機）
には
土曜・日曜・祝日を含め24時間稼働しているものがござ
いますので、盗難または紛失された場合は、ただちにご連
絡ください。
ATMセンター
24時間365日受付

あ 0120−104310

◎暗証番号をメモしたり、他人に教えたり、知られたりしない
ようお気をつけください。
◎当行の行員がお客さまに暗証番号を照会することは一切ござ
いません。
◎生年月日や電話番号、住所の一部、車のナンバーなど、他人
に推測されやすい暗証番号をご利用されている場合は、変更
されることをおすすめいたします
（当行のATMで簡単に変更
できます）
。
◎定期預金やカードローンがセットされた口座は、普通預金の
残高がなくても自動ご融資機能により所定の金額までお引出
しできますので、残高を確認のうえ、ご利用ください。
◎口座番号が様々な犯罪に悪用される事例がございますので、
「ご利用明細」は他人の目に触れないよう処分してください。

ご利用ＡＴＭのご案内
◎東邦のバンクカードは、下記のＡＴＭでご利用いただけます。
セブン銀行
（注２）
ご利用コーナー 当行・他行ＡＴＭ イーネット
ローソン ゆうちょＡＴＭ
ＡＴＭ
個人向カード
○
（注１）
○
○
（注１）MICS（全国キャッシュサービス）加盟行でご利用いた
だけます。
（注２）イーネット提携コンビニエンスストア
ファミリーマート等設置のATMでご利用いただけます。

76

手数料のご案内
◎東邦銀行のCD・ATMでお振込をされる場合、および提携金
融機関のCD・ATMをご利用になる場合は所定の手数料がか
かります。なお、振込手数料や他行利用手数料は、ご利用口
座から自動的に引落させていただきます。詳しくは店頭等で
ご確認ください。

当行ＡＴＭご利用にあたってのご留意点
◎現金によるお振込、一部入金は、銀行営業日（平日午前８時
45分から午後３時まで）の取扱となります。また、店舗外自
動サービスコーナーではご利用いただけません。
◎硬貨によるお預入・お引出はできません。
◎銀行営業日
（平日午前８時45分から午後３時まで）以外の
キャッシュカードによる振込につきましては、振込予約とな
ります。
※振込予約の取消はできません。

便利なサービス
◎東邦のバンクカードをお持ちの個人のお客さまは、電話によ
る残高照会など、下記のサービスをご利用いただけます。
●サービス内容
残高照会
入出金明細照会

☎ 024−541−3639（有料）

住所変更受付（注１）
（無料）
ローン仮審査申込受付（注２）aあ 0120−14−8656

（注1）当座預金、融資、ローン（カードローンを含む）
、マル優・
マル特、財形預金、投資信託等をご利用いただいている
お客さまは、ご利用できません。窓口での手続をお願い
します。
（注2）
バンクカードをお持ちでないお客さまもご利用いただけ
ます。
●ご利用時間
サービス内容
残高照会
入出金明細照会

受付時間
平日
9：00〜21：00
土・日・祝日
9：00〜17：00

受付方法
コンピュータ音声
自動受付
※１月１日〜３日はサー
ビス休止
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住所変更受付

平日
9：00〜17：00

ローン仮審査
申込受付

平日
9：00〜17：00

オペレーター受付
※土・日・祝日、12月31日
〜１月３日、５月３日
〜５日はサービス休止

●ご利用方法
項

目

① テレフォ
ンバンキ
ングセン
ター を呼
び出す

テレフォン
バンキングセンター
（自動音声）

お客さまの
プッシュボタン操作
〈残高照会、
入出金明細照会〉
024−541−3639(有料）
〈ローン仮審査申込受付〉
〈住所変更受付〉
0120−14−8656(無料）

② サー ビス こちらは、東 邦 テレフ
コー ドの ォンバンキングサービ
〈残高照会〉
入力
スです。
#
□
「残高照会」
をご希望の
➡
#
「入出金
〈入出金明細照会〉
方は と□を、
#
□
明細照会」
をご希望の方
#
は と□を入力してく
ださい。
③店番号の ご照会口座の３桁の店
＜本店営業部の場合＞
#
➡
入力
番号と□を入力してく
#
□
ださい。
④口座番号 ご照会口座の口座番号
お手持ちの口座番号を
#
の入力
と□を入力してくださ
入力します。
#
い。
➡ □□□□□□□□
※対象：普通預金
貯蓄預金
お手持ちのカードの暗
⑤暗証番号 ご照会口座の４桁の暗
#
➡ 証番号を入力します。
の入力
証番号と□を入力して
#
ください。
□□□□□
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⑥ ご照 会 へ 〈残高照会の例〉
の回答
お待たせいたしました。
ご照会口座は、
店名○
○、
○○預金、
口座番号
□□□□□□□、
残高
△△△△△△円です。
続けて照会をされるに
〈終了する場合〉
# を、
もう一 度 ➡
は と□
#
□
お聞きになるには と
#
□ を、サー ビスメニュ
#
ーに戻るには と□を、
テレフォンバンキング
サービスを終了される
#
には と□を入力して
ください。
終了

お電話ありがとうござ
いました。

※「ローン仮審査申込」
の場合は、オペレータの受付となります。
※「住所変更」
の場合は、オペレーター受付時に、暗証番号を確
認いたします。
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http://www.tohobank.co.jp/

（25.4）

