
きらぼし銀行ＪＣＢ一体型カード会員特約

第１条（本特約の目的）
本特約は、株式会社きらぼし銀行（以下「当行」という。）およびきらぼしＪＣＢ株式会社（以下「当社」という。）および株式会社ジェ－シー

ビー（以下「ＪＣＢ」という。）が発行する「きらぼし銀行ＪＣＢ一体型カード」（以下「本カード」という。）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．本カードは以下のいずれかの場合に発行されるものとします。
（１）当行と普通預金取引がある者が、当社およびＪＣＢが別に定める「ＪＣＢＣＡＲＤ会員規約」（以下「クレジットカード規約」という。）

および当行が別に定める「キャッシュカード規定」および「ＩＣカード特約」（以下併せて「キャッシュカード規定」という。）ならびに
本特約を承認のうえ、クレジットカード規約第１条に定義する本会員（以下「本会員」という。）となる旨の申込をするとともに本カー
ドの発行の申込をし、これに対し当行、当社、ＪＣＢ（以下「３社」という。）が承認した場合。

（２）キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けている者が、クレジットカード規約およびキャッシ
ュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本会員となる旨の申込をするとともに本カードの発行の申込をし、これに対し３社が承認し
た場合。

（３）クレジットカード規約を承認のうえ当社およびＪＣＢ発行にかかるクレジットカードの貸与を受けている本会員が、クレジットカード規
約およびキャッシュカード規定ならびに本特約を承認のうえ、本カードの発行の申込をし、これに対し３社が承認した場合。

（４）キャッシュカード規定を承認のうえ当行発行にかかるキャッシュカードの貸与を受けており、かつクレジットカード規約を承認のうえ当
社およびＪＣＢ発行にかかるクレジットカードの貸与も受けている本会員が、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定ならび
に本特約を承認のうえ、本カードの発行の申込をし、これに対し３社が承認した場合。

２．前項にもとづいて発行される本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、当行および当社は前項各号による承認を受けた者に対
し、本カードを貸与するものとします（以下、本項にもとづいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」という。）。なお、本カード上に
は、会員氏名・ＪＣＢカード会員番号・ＪＣＢ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項各号の申込に際しては、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」という）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、手数料等の決済口座として届け出るものと
します。

第３条（本カード発行に伴う既存カードの取扱い）
第２条第１項（２）および（４）の場合において、一体型会員が本カードの発行前に保有していたキャッシュカードの機能は、３社が一体型カ
ードの発行を認め、当行が一体型カードの発行手続きを行っ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３社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
２．３社は、カード有効期限までに、退会の申出のない会員で、かつ、３社が引き続き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」という。）を発行します。

３．前項にもと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、３社が更新カードを発行することを認め、当行が一体型カードの発行手続きを行った時点より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当社およびＪＣＢ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」という。）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」という。）または現金自動預払機（以下「ＡＴＭ」という。）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、当該希望外取引にもと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、一体型カード会員が、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（本カードの機能停止等）
１．一体型会員は、当社およびＪＣＢとの間のクレジットカード契約および当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、
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、３社の故意または過失による場合を除き、３社はいずれも責任を負わないことを承認します。
（１）本カードの再発行のため、一体型会員が、３社のうちいずれか１社に本カードを返還した場合。
（２）本カードに関する諸変更手続きのため、一体型会員が、３社のうちいずれか１社に本カードを送付しまたは預けた場合。
（３）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。
（４）一体型会員から３社のうちいずれか１社に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難にあった旨の届出があった場合。
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と合理的な理由に基づき判断した場合には、当社また
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。

第７条（本カードの取扱）
１．一体型会員は、当行および当社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当行および当社にありますので、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８条（決済口座の変更）
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。

第９条（届出事項の変更）
１．一体型会員が３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、３社所定の方法により遅滞なく３社に届け出
るものとします。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、当行所定の方法により遅滞なく当行に、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、当社およびＪＣＢ所定の方法により遅滞なく当社およびＪＣＢ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等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３社のうち
いずれか１社に返還するものとします。なお、この場合には、第１２条所定の再発行手続がとられるものとします。

第１０条（紛失・盗難の届出）
一体型会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、当該紛失または盗難の事実を当行に届け出るとともに、当社またはＪＣＢ
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のいずれか一方に届け出るものとします。
第１１条（本カードの紛失・盗難による責任の区分）
１．本カードの紛失、盗難により他人に本カードを使用された場合には、クレジットカード機能の使用に関してはクレジットカード規約の「カー
ドの紛失、盗難による責任の区分」の定めを、キャッシュカード機能の使用に関してはキャッシュカード規定の「盗難「カード」等による払
戻し等」の定めを、それぞれ適用するものとします。

２．偽造カード（第２条に基づき３社が発行し当行および当社が一体型会員本人に貸与する本カード以外のカードその他これに類似するものをい
う。）が使用された場合には、クレジットカード機能の使用に関してはクレジットカード規約の「偽造カードが使用された場合の責任の区分」
の定めを、キャッシュカード機能の使用に関してはキャッシュカード規定の「偽造「カード」等による払戻し等」の定めを、それぞれ適用す
るものとします。

第１２条（カードの再発行）
本カードの紛失・盗難・破損・汚損・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等の変更を理由に、一体型会員が３社に対し本

カードの再発行を求め、これに対し３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、再発行を行う場合、当該一体
型会員は、当行および当社所定の再発行手数料を支払うものとします。（ただし、氏名の変更による再発行の場合を除きます。）また、本カードの
再発行理由が紛失・盗難以外の場合には、当該一体型会員が所持する本カードを３社のうちいずれか１社に返還する必要があるものとします。
第１３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、本特約による会員資格を当然に喪失するため、３社のうちいずれか１社に本カード
を返還するものとし、これに伴なう不利益・損害等については、３社の故意または過失による場合を除き、３社はいずれも責任を負わないこ
とを承認します。

（１）クレジットカード規約所定の事由により当社および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）。

（２）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。
（３）一体型会員が３社に対し、本カードの利用を取り止める旨の申し出を行い、これを３社が認めた場合。
２．第１項（１）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
いう。）の発行を当行が認めた場合には、当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。

３．第１項（２）の場合において、当社が取り扱っているクレジットカード（以下「単機能クレジットカード」という。）の発行を改めて新規に
申し込み、当社およびＪＣＢが認めた場合には、当社およびＪＣＢは当該一体型会員に対し、単機能クレジットカードを発行するものとしま
す。ただし、当該単機能クレジットカードの発行にあたっては、顧客による申し出により当社が認めた場合を除き、本カードの利用実績に基
づく各種サービス等は引き継がないものとする。

４．第１項（３）の場合において、単機能キャッシュカードの発行を当行が認めた場合には、当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。また同様に、第１項（３）の場合において、単機能クレジットカードの発行を当社およびＪＣＢが認めた場合
には、当社およびＪＣＢは当該一体型会員に対し、単機能クレジットカードを発行するものとします。

５．一体型会員は第２項または第４項に基づいて単機能キャッシュカードが発行される場合には、当行に対し当行所定の再発行手数料を、第３項
または第４項に基づいて単機能クレジットカードが発行される場合には、当社に対し当社所定の再発行手数料をそれぞれ支払うものとします。

第１４条（カードの回収）
前条第１項（１）の場合において、３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、当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、これに伴なう不利益・損害等については、３社の故意または過失による場合を除き、３社はいずれも責任を負わ
ないものとします。
第１５条（業務の委託）
１．当行および当社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１６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、３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。

（１）会員が、３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９条第１項に基づいて３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。

（２）第６条第１項各号、同条第２項、第１３条第１項各号、第１４条記載の事項。
（３）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。
（４）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．当行、当社、ＪＣＢ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．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、当行および当社がＪＣＢ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１７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齟齬する場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。

第１８条（規定の変更等）
（１）この規定の各条項は、民法５４８条の４により、金融情勢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、店頭表示、当行ウェ

ブサイトへの掲示その他相当の方法で改定内容を告知することにより、変更できるものとします。
（２）前項の変更は、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用されるものとします。

以　上

きらぼし銀行ＪＣＢ一体型カード提携特約

第１条（名称）
本カードは株式会社きらぼし銀行（以下「当行」という。）ときらぼしＪＣＢ株式会社および株式会社ジェーシービー（以下併せて「ＪＣＢ」
という。）が提携して発行するもので「きらぼし銀行ＪＣＢ一体型カード」（以下「カード」という。）と称します。
第２条（会員）
本特約および別途ＪＣＢの定めるＪＣＢ会員規約を承認のうえ入会を申し込み、当行およびＪＣＢが認めた方を会員（以下「会員」という。）

とし、当行およびＪＣＢがカードを貸与します。
第３条（提供サービスと利用）
１．当行が提供するサービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
２．会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が規約等に違反した場合、または当行が会員のサー
ビス利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。

３．会員は、当行が必要と認めた場合には、当行がサービスおよびその内容を変更することを予め承認します。
４．会員は、当行が提供するサービスを受ける場合、当行所定の方法により利用するものとします。
第４条（会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除）
１．会員および入会を申し込まれた方（以下併せて「会員等」という。）は、当行が会員等の個人情報（本項（１）に定めるものをいう）につき、
必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。

（１）当行のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報（以下「個人情報」という。）を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第５条において会員が届け出た事項
②入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容
③本カードの利用内容（第６条において共有する情報）

（２）宣伝物の送付等当行の営業に関する案内をする目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た
場合、当行は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。（中止の申し出は申し出者と取引のある各営業部店、または
本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。）

（３）当行の業務を第三者に委託する場合に、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預託すること。
２．会員等は、当行に対して、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。（開示の請求は請求者と取引のある各営業部店、

または本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。）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、当行はすみ
やかに訂正または削除に応じるものとします。

３．会員等は、東京きらぼしフィナンシャルのグループ会社が第１項（１）の個人情報を、東京きらぼしフィナンシャルグループ各社のサービス
提供および宣伝物の送付等営業案内の目的で、共同利用することに同意するものとします。（共同利用に関する問い合わせは本特約末尾に記
載する窓口に連絡するものとします。）



第５条（届出事項の共有）
会員が、当行またはＪＣＢ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、当行またはＪＣＢの一方に対して変更の届

け出があった場合には、当該情報について当行およびＪＣＢ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。
第６条（利用内容の共有）
１．会員は、当行が会員に対して会員の本カードの利用内容に応じた当行商品の優遇サービス等、当行のサービスを提供する必要がある場合にお
いて、会員の本カードの利用内容を、ＪＣＢと当行において共有することに予め同意するものとします。

２．会員は、ＪＣＢが会員に対して会員の当行の取引内容に応じたＪＣＢ商品の優遇サービス等、ＪＣＢのサービスを提供する必要がある場合に
おいて、会員の当行の取引内容を、当行とＪＣＢにおいて共有することに予め同意するものとします。なお、会員は、当該情報についての開
示、訂正、削除の申し出は、ＪＣＢ会員規約に記載の窓口、方法で行うものとします。

第７条（会員資格の喪失）
会員がＪＣＢの会員資格を喪失した場合は本特約による会員資格も喪失するものとします。

第８条（規定の変更等）
（１）この規定の各条項は、民法５４８条の４により、金融情勢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、店頭表示、当行ウェ

ブサイトへの掲示その他相当の方法で改定内容を告知することにより、変更できるものとします。
（２）前項の変更は、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用されるものとします。

＜当行お問い合わせ窓口＞
株式会社きらぼし銀行　お客さま相談センター
所在地：東京都港区南青山３－１０－４３　電話：０１２０－６８４－７３２（通話料無料）
受付時間：平日９：００～１７：００（土・日等の銀行休業日を除く）

＜別表＞
第４条第３項の東京きらぼしフィナンシャルグループ会社は次のとおりです。
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループおよび同社の有価証券報告書等に記載されている連結子会社・持分法適用会社ならびに株式会社
新銀行東京
【共同利用する会社の名称】

キャッシュカード規定

１〔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。）および貯蓄預金について発行したキャッシュカード（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、預入れ・払戻し・振込・振替等の取引が可能な機器（以下、｢ＡＴＭ｣ といいます。）を
使用した、次の場合に利用することができます。
（１）当行および当行がＡＴＭ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、｢入金提携先｣ といいます。）のＡＴＭを使用して普

通預金および貯蓄預金（以下、これらを ｢預金｣ といいます。）に預入れをする場合。
（２）当行および当行がＡＴＭ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ＡＴＭを使用して預

金の払戻し（パーソナルカードローン、プラスユーネクストの自動融資の利用を含みます。）をする場合。
（３）当行および当行がＡＴＭの共同利用による振込業務を提携した金融機関等（以下、｢カード振込提携先｣ といいます。）のＡＴＭを使用して

振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合。
（４）当行のＡＴＭを使用して預入資金を当行所定の預金口座からの振替により払戻し、同時に当行所定の預金通帳を使用して預入れをする（以

下、この取扱いを ｢振替入金｣ といいます。）場合。
（５）その他当行所定の取引をする場合。
２〔ＡＴＭによる預金の預入れ〕
（１）ＡＴＭを使用して預金に預入れをする場合には、ＡＴＭの画面表示等の操作手順に従って、ＡＴＭにカードまたは通帳を挿入し、現金を投

入して操作してください。
（２）ＡＴＭによる預入れは、ＡＴＭの機種により当行または入金提携先所定の紙幣および硬貨に限ります。また、１回あたりの預入れは、当行

または入金提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
３〔ＡＴＭによる預金の払戻し〕
（１）ＡＴＭを使用して預金の払戻しをする場合には、ＡＴＭの画面表示等の操作手順に従って、ＡＴＭ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。
（２）ＡＴＭによる払戻しは、ＡＴＭ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、１日あたりの払戻しは、第６条の定めにより取扱います。

（３）ＡＴＭ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７条第１項に規定するＡＴＭ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。

４〔ＡＴＭによる振込〕
ＡＴＭを使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、ＡＴＭの画面表示等の操作手順に従って、ＡＴＭに
カードを挿入し、届出の暗証その他の所定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。
なお、１日あたりの払戻しは、第６条の定めにより取扱います。
５〔ＡＴＭによる振替入金〕
（１）ＡＴＭを使用して振替入金をする場合には、ＡＴＭの画面表示等の操作手順に従って、ＡＴＭに払戻口座のカードおよび振替入金口座の通

帳を挿入し、届出の暗証その他の所定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。

（２）ＡＴＭによる１回あたりの振替入金は、当行所定の金額の範囲内とします。
なお、１日あたりの払戻しは、次条の定めにより取扱います。

６〔１日あたりの払戻し金額〕
（１）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。ただし、カードを挿入して行うＡＴＭによる払戻しについては、当行が書面そ

の他の当行所定の方法により利用者本人から申出を受け、これを承認した場合は、当行所定の制限内で、個別に１日あたりの払戻し金額の
範囲を変更することができます。

（２）前項の１日あたりの払戻し金額の範囲内か否かは、次の①～④の取引金額の合計金額をもって判断します。
①　ＡＴＭによる預金の払戻し金額
②　ＡＴＭにより振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする金額
③　ＡＴＭによる振替入金金額
④　デビットカード取引規定に基づいて払戻しをする金額

７〔ＡＴＭ利用手数料等〕
（１）ＡＴＭを使用して預金の預入れまたは払い戻しをする場合には、当行および入金提携先・支払提携先所定のＡＴＭの利用に関する手数料



（以下、｢ＡＴＭ利用手数料｣ といいます。）をいただきます。
（２）ＡＴＭ利用手数料は、預金の預入れ時または払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで当該預金口座から自動的に引き落します。なお、こ

の場合、入金提携先または支払提携先のＡＴＭ利用手数料は、当行からそれぞれの提携先に支払います。
（３）当行（またはカード振込提携先）のＡＴＭを使用して振込する場合には当行（またはカード振込提携先）所定の振込手数料を、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き落します。なお、カード振込提携
先の振込手数料は、当行からカード振込提携先に支払います。

８〔代理人による預金の預入れ・払戻し・振込・振替入金〕
（１）代理人（本人と生計を共にする親族１名に限ります。）による預金の預入れ・払戻し・振込・振替入金をする場合には、本人から代理人の氏

名、暗証を届け出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
（２）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。
（３）代理人カードにより振替入金をする場合には、振替入金口座は本人名義の口座に限ります。
（４）代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
９〔ＡＴＭ故障時等の取扱い〕
（１）停電、故障等によりＡＴＭ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。
（２）停電、故障等により当行のＡＴＭ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ＡＴＭ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。

（３）前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額、その他必要事項を記入のうえ、カードとともに提出してください。
（４）停電、故障等によりＡＴＭ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、第２項および第３項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。
１０〔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、ＡＴＭ利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行のＡＴＭ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。

１１〔カード・暗証の管理等〕
（１）当行はＡＴＭ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。
（２）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。

（３）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。
１２〔偽造カード等による払戻し等〕
偽造または変造カード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当行の調査に協力するものとします。

１３〔盗難カードによる払戻し等〕
（１）カードの盗難により、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

（２）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。

（３）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。

（４）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
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

１４〔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、暗証その他の諸届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け出
てください。

１５〔カードの再発行等〕
（１）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。
（２）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。
１６〔ＡＴＭへの誤入力等〕
ＡＴＭ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、当行は責任を負いません。なお、入金提携先、支払提携先、およびカード
振込提携先のＡＴＭを使用した場合のそれぞれの提携先の責任についても同様とします。

１７〔解約、カードの利用停止等〕
（１）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、そのカードを取引店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。
（２）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取引店に返却してください。
（３）次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、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１８条に定める規定に違反した場合
②　預金口座に関し、最終の預け入れまたは払い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

１８〔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。

１９〔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、デビットカード取引規定、および振込規定により
取扱います。

２０〔規定の変更等〕
（１）この規定の各条項は、民法５４８条の４により、金融情勢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、店頭表示、当行ウェ

ブサイトへの掲示その他相当の方法で改定内容を告知することにより、変更できるものとします。
（２）前項の変更は、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用されるものとします。

以　上



【重大な過失または過失となりうる場合】

なお、規定に定める補償対象外となりうる「重大な過失」および、補償減額の対象となりうる「過失」は以下のとおりです。

１．（本人の重大な過失となりうる場合）
本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下
のとおりです。
（１）本人が他人に暗証を知らせた場合
（２）本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
（３）本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
（４）その他本人に（１）から（３）までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
（注）上記（１）および（３）については、病気の方が介護ヘルパー（介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできない

ため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合）等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、や
むをえない事情がある場合はこの限りではありません。

２．（本人の過失となりうる場合）
本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
（１）次の①または②に該当する場合

①当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたに
もかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、
かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等（免許証、健康保険証、パスポートなど）とともに携行・保管していた
場合
②暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

（２）（１）のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められ
る場合
①暗証の管理
ア　当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われ

たにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
イ　暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
②キャッシュカードの管理
ア　キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態
においた場合

イ　酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
（３）その他（１）、（２）の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

以　上

ＩＣカード特約（きらぼし銀行ＪＣＢ一体型カード用）

　本特約は、当行が発行する磁気ストライプとＩＣチップを搭載するＪＣＢ一体型カード（以下「一体型ＩＣカード」といいます）を利用する際に
適用される事項を定めるものです。本特約に定めるほかは、各種カード規定により取扱うものとします。また、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、各種カード規定および別途申し込まれた各サービスに関する規定（これらに付随する特約を含みます。）
の定義に従うものとします。
１．〔一体型ＩＣカードの利用〕
（１）一体型ＩＣカードは、以下のオンライン現金自動預金機（現金自動預入払出兼用機、振込機能付現金自動預入払出兼用機を含みます。）、オ

ンライン現金自動支払機（現金自動預入払出兼用機、振込機能付現金自動預入払出兼用機を含みます。）、およびオンライン自動振込機（振
込機能付現金自動預入払出兼用機を含みます。）（以下「自動機」といいます。）で利用できます。
①当行の「自動機」のうちＩＣ対応している「自動機」
②当行がそれぞれのカード規定に定める入金提携先、支払提携先および振込提携先（以下「提携先」といいます。）の「自動機」のうち、ＩＣ
対応している「自動機」

（２）前項①の「自動機」を利用する場合、「一体型ＩＣカード」による取引はＩＣチップによる取引となります。
前項②の「自動機」を利用する場合、「一体型ＩＣカード」による取引であってもＩＣチップによる取引ができない場合があります。
また前項以外の「自動機」を利用する場合は、「一体型ＩＣカード」による取引であっても磁気ストライプによる取引となります。

２．〔代理人カード〕
（１）代理人カードの発行は一体型ＩＣカードではなく、ＩＣキャッシュカードとし、同居の親族１名に限り発行することができます。
（２）代理人の「一体型ＩＣカード」利用についても、本特約を適用します。
３．〔１日あたりの一体型ＩＣカードの利用限度額〕

一体型ＩＣカードによる「自動機」での払戻し等（預金の払戻しによる振込等も含みます。）における１口座１日あたりの利用限度額は、当
行あるいは「提携先」所定の金額単位とし、かつ当行あるいは「提携先」所定の金額の範囲内とします。なおこの利用限度額は、ＩＣチッ
プによる取引と磁気ストライプによる取引とに分けてそれぞれ定めることができます。

４．〔故障等の対応〕
前記１．（１）に規定されたＩＣ対応「自動機」が故障した場合、ＩＣチップ機能に障害が発生した場合等において、ＩＣチップによる取引
やその他の提供機能の利用ができない場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合をのぞき、当行は責任を負わな
いものとします。

５．〔一体型ＩＣカード発行不能時の取扱い〕
「審査により一体型ＩＣカードの発行ができない場合は、ＩＣキャッシュカードの発行を希望する」との申込みをされているお客さまには、
お届けの住所にＩＣキャッシュカードを送付します。

以　上

生体認証規定

１〔生体認証とは〕
（１）生体認証とは、当行との間の銀行取引について預金者本人であることの確認手段の一つとして用いる認証方式で、キャッシュカード規定な

らびにＩＣキャッシュカード特約に定めるＩＣキャッシュカード上のＩＣチップに当行所定の機器、操作および手続きにより当行の利用者
（以下、「利用者」といいます。）の手指静脈パターンを記録（記録した手指静脈認証パターンを「生体認証情報」といいます。）し、これを
当行所定の機器により当該利用者の手指静脈パターンと照合すること（以下、「生体認証情報の照合」といいます。）により認証を行うもの
をいいます。なお、生体認証情報は、ＩＣチップ内のみに保管し当行はデータを保有しません。

（２）生体認証情報の照合は、当行との間の銀行取引について当行が預金者本人であることの確認（以下、「本人確認」といいます。）手段の一つ
として使用するものです。当行が必要と認める場合には、お取引の種類や状況に応じてＩＣキャッシュカードの暗証番号の入力その他本人
であることを確認する手段とを併せて使用するものとします。

（３）生体認証を使用する当行との間の銀行取引については原則として第 5条に定めることによります。
２〔生体認証契約の締結・生体認証情報の登録〕
（１）生体認証契約の締結にあたっては、あらかじめＩＣキャッシュカードの申込みが必要となります。
（２）生体認証契約は利用者がＩＣキャッシュカードを持って、当行所定の窓口にて当行所定の書面による届出を行い、当行が届出内容を確認し

て、当行所定の機器によりＩＣキャッシュカード上のＩＣチップに生体認証情報を登録したときから効力が発生します。
（３）生体認証情報の登録は、前項の当行所定の書面による届出時に行うものとします。
（４）生体認証契約の締結および生体認証情報の登録にあたっては、当行所定の本人確認を行わせていただきます。十分な本人確認ができない場

合には、当行は生体認証契約をおことわりすることがあります。
３〔取扱店の範囲〕
（１）生体認証情報の登録・削除は当行本支店の所定の窓口にてお取扱いします。



（２）生体認証情報の照合は、当行所定の機器、ならびに当行および当行が生体認証利用について提携した金融機関等のＡＴＭのうち生体認証情
報照合機能のあるＡＴＭ（以下、「生体認証対応端末機等」といいます。）にてお取扱いします。

４〔生体認証の対象預金〕
（１）生体認証の対象とすることができる預金口座の種類は、ＩＣキャッシュカードの発行口座となる普通預金口座（総合口座の普通預金口座を

含みます。）、決済用普通預金口座、貯蓄預金口座となります。
（２）前項の預金口座を生体認証の対象口座として登録することを希望される場合は、当行所定の窓口に当行所定の書面により届け出てください。

削除の場合も同様とします。なお、生体認証の対象口座として登録した口座を生体認証口座といいます。
５〔生体認証の利用範囲〕
（１）生体認証口座の預金に関し、ＩＣキャッシュカードにより生体認証対応端末機等で各種照会、払戻し（預金の払戻しによる振込・振替取引

も含みます。）、暗証番号の変更その他当行所定の取引をする場合は、生体認証による本人確認を行います。生体認証対応端末機等以外のＡ
ＴＭで各種照会、払戻し、暗証番号の変更等当行所定の取引をする場合は、生体認証情報の照合は行わず、入力された暗証番号との一致を
確認して取引を行います。

（２）生体認証口座の預金に関し、当行所定の窓口で生体認証情報の変更等当行所定の手続きをする場合は、生体認証による本人確認を行います。
（３）その他、当行が必要と認めた場合には、生体認証による本人確認を行います。
６〔預金の払戻し・振替・振込等および生体認証情報の照合〕
（１）生体認証口座の預金に関し、ＩＣキャッシュカードにより生体認証対応端末機等で各種照会、払戻し（預金の払戻しによる振替・振込取引

も含みます。）、暗証番号の変更その他当行所定の取引を行う時は、生体認証対応端末機等の画面表示等操作手順に従って、生体認証対応端
末機等にＩＣキャッシュカードを挿入しご利用ください。

（２）前項の取引について、当行は生体認証情報について生体認証対応端末機等によって同一性が認定され（以下、「生体認証情報の一致」といい
ます。）、かつ入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致が確認できた場合には、払戻し等を行います。

（３）前項の規定にかかわらず、当行が生体認証対応端末機等で生体認証による照合が不可能と判断した場合、当行所定の方法で払戻し等をする
場合があります。

７〔１日あたりの払い戻し限度額〕
当行は、当行および支払提携先・カード振込提携先のＡＴＭを利用した預金払戻しおよび振込における１日あたりの限度額について、生体認証機
能を利用した払戻しおよび振込である場合と生体認証機能を利用しない払戻しおよび振込である場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
８〔生体認証情報の登録変更〕
生体認証情報の登録の変更を行う場合は、当行所定の窓口にて、当行所定の書類を届け出てください。当行は、生体認証による本人確認を行う
等、当行所定の手続きをした後に登録の変更を行います。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。
９〔カードの再発行時の手続き〕
当行が本人の求めに応じてＩＣキャッシュカードの再発行に応じた場合、再発行を受けたＩＣキャッシュカードには、再発行前のカードに登録さ
れていた指静脈認証情報は引継がれません。生体認証情報登録済みＩＣキャッシュカードとして利用するためには、あらためて指静脈認証情報を
登録してください。なお、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。
１０〔認証装置の障害時の取扱い〕
（１）生体認証情報の照合を行う当行所定の機器に障害が生じた場合、その他相当の事由がある場合は、生体認証情報の照合による預金払戻しを

一時的に中止する場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合をのぞき、当行は責任を負わないものとします。な
お、提携先所定の機器に障害が生じた場合の提携先の責任についても同様とします。

（２）当行所定の回数以上、生体認証情報の照合によりその同一性を確認できなかった場合には、当該生体認証情報登録済みＩＣキャッシュカー
ドを利用して前記第 5条第１項に定める払戻し等はできなくなります。

１１〔代理人〕
（１）預金者本人はＩＣキャッシュカードによる生体認証口座の預金の預入れ、払戻し、振込、振替等につき代理人（預金者本人と生計を共にす

る親族１名に限ります。）を届け出ることができます。
（２）前項の場合、代理人は預金者本人の同意を得て、預金者本人のＩＣキャッシュカードには預金者本人の生体認証情報のみを、代理人のＩＣ

キャッシュカードには代理人の生体認証情報のみを登録する必要があります。代理人が生体認証情報を登録した場合には、代理人について
も本規定を適用します。

（３）当行所定の手続きにより代理人の生体認証情報を登録し、代理人が代理人カードを利用して生体認証対応端末等で取引をする場合、当行は
ＩＣキャッシュカードに登録された代理人の生体認証情報の照合を行います。

（４）代理人はキャッシュカード規定の第１条に規定されている預金取引の一切について預金者本人を代理できる権限を有するものとし、預金者
本人は代理人の行った預金取引が代理権の範囲外であることを当行に対して主張することはできません。

（５）生体認証による代理人の取引を解約する場合、または代理人に対する代理権授与を取消した場合（代理人が預金者本人と生計を共にする親
族ではなくなった場合も含む。）には、キャッシュカード規定第１４条の規定に従い、預金者本人から直ちに当行所定の届出をしてくださ
い。預金者本人は当行の手続き完了以前に代理権が消滅したことを当行に対して主張することはできません。

１２〔生体認証契約の解約〕
生体認証契約は以下の場合、解約となります。
（１）本人から当行所定の書面によりＩＣキャッシュカードの解約の申出があった場合本人からＩＣキャッシュカードを解約する旨の届出を当行

が受付け、所定の手続きが完了したとき。なお、生体認証情報を登録したＩＣキャッシュカードの紛失やカード種類の変更、新しいＩＣキ
ャッシュカードに切り替えた場合は、生体認証データは無効となるものとします。

（２）証口座が解約された場合預金者本人の申出によるほか、生体認証口座が預金規定に基づき解約された場合も含みます。
（３）キャッシュカードが利用停止となった場合本規定、各種預金規定、キャッシュカード規定およびＩＣキャッシュカード特約により当行がＩ

Ｃキャッシュカードの利用を停止した場合は、生体認証契約を解約することがあります。
１３〔規定の適用〕
この規定の定めのない事項については、生体認証口座にかかる当行所定の各種預金規定、キャッシュカード規定、およびＩＣキャッシュカード特
約により取扱います。
１４〔通知等〕
届出のあった氏名または名称・住所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、延着または到達しなかった時でも通常到着すべきと
きに到達したものとみなします。
１５〔規定の変更等〕
（１）この規定の各条項は、民法５４８条の４により、金融情勢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、店頭表示、当行ウェ

ブサイトへの掲示その他相当の方法で改定内容を告知することにより、変更できるものとします。
（２）前項の変更は、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用されるものとします。

以　上

きらぼし銀行のカードの紛失・盗難に気づいたら速やかにお電話をください！
カードの紛失・盗難に遭ってしまったら、速やかに「お取引店」あるいは「ＡＴＭサービスセンター」までご連絡をお願
いします。

★紛失・盗難の際には、警察署へもお届けください。　　　　　　　　　　　　

お取引店 営業日のみ 9：00～15：00

ＡＴＭサービスセンター 平日は 0：00～9：00・15：00～24：00
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