【香川銀行テレホンサービス利用規定】
１．香川銀行テレホンサービス
(1)香川銀行テレホンサービスとは
香川銀行テレホンサービス（以下「本
サービス」という）とは、契約者ご本人（以下「お客様」という）の電話
による依頼に基づき、振替、振込、定期預金、外貨預金、口座情報の提供、
各種届出の取り次ぎ、相談業務等（以下一括して「取引」という）を行う
サービスをいいます。なお、サービスの種類については当行が別途定める
ものとし、お客様に通知することなく変更することがあります。
(2)利用対象者
本サービスの利用対象者は、当行に当行所定の申込書を提
出した個人で、当行が利用を認めた方とします。また、行為能力のないお
客様はご利用できません。
(3)利用できる電話機
本サービスを利用する際に使用できる電話機の種
類は当行所定のものとします。
(4)取扱日、取扱時間
本サービスの取扱日、取扱時間は当行が別途定める
ものとし、お客様に通知することなく変更することがあります。
(5)規定の遵守
お客様は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判
断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(6)セルフうどん支店における取引については、セルフうどん支店取引規定が
本規定に優先します。
２．本人確認
(1)暗証番号
お客様は当行に対し本人確認のための｢暗証番号｣を届出る
ものとします。
(2)契約者番号・第二暗証番号
当行はお客様の「契約者番号」及び銀行が
付与する「第二暗証番号」を記載した「ご契約者情報」をお客様の届出住
所宛に郵便により貸与します。
(3)本人確認手続き
本サービスのうち、当行所定の取引については、お客
様から電話で通知される「契約者番号」と当行に登録されている「契約者
番号」との一致、およびお客様から電話で通知される「暗証番号」とお客
様があらかじめ当行に届出の「暗証番号」との一致を確認します。なお、
資金の移動を伴う取引のうち、当行所定の取引については、上記の確認に
加えて、「第二暗証番号」で本人確認を行います。
(4)契約者番号・暗証番号・第二暗証番号の管理
「契約者番号」・「暗証
番号」・「第二暗証番号」は厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難等
にあわないよう十分注意してください。「契約者番号」・「暗証番号」・
「第二暗証番号」が盗取され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、速やかにお客様から当行に
通知してください。この通知を受けたときは、直ちに本サービスの利用停
止の措置を講じます。なお、当行行員が「暗証番号」をお尋ねしたり、「ご
契約者情報」をお預りすることはありません。
３．暗証番号の無効および利用の停止
(1)お客様が届出と異なる「暗証番号」・「第二暗証番号」を当行所定の回数
以上連続して使用したときは、届出の「暗証番号」は無効とし、以後の本
サービスの取扱いを中止します。
(2)本サービスを引続き利用されるときは、当行所定の手続きをしてください。
(3)「暗証番号」を失念した場合、速やかにお客様から当行所定の書面により
届出てください。
４．ご利用口座の届出
(1)代表口座・振替指定口座の届出
①本サービスで資金移動に利用する口座として、代表口座・振替指定口座
は事前に当行所定の書面により届出するものとします。
②代表口座は総合口座（以下「代表口座」という）の普通預金口座を届出
してください。
③振替指定口座として登録できる預金の口数は当行所定の口数に限定し
ます。また、振替指定口座の口座開設店は代表口座開設店に限定します。
④振替指定口座として登録できる口座は代表口座以外のご本人名義の普
通預金、貯蓄預金、および通帳式定期預金とします。なお、代表口座の
貯蓄預金口座および定期預金口座は自動的に本サービスの対象になる
ものとし、書面による届出は不要とします。
⑤代表口座および振替指定口座としてマル優扱いの口座は登録できませ
ん。
(2)振込先口座
振込先口座は内国為替による振込先としてオペレーター
との取引時または当行所定の書面により登録できるものとします。
(3)外貨預金
本サービスの契約者のステートメント方式の外貨普通預金
は自動的に本サービスの対象となるものとし、書面による届出は不要とし
ます。
５．取引の依頼、変更、取消
(1)取引依頼の方法
①取引を依頼するときは本サービスへの電話で前記 2.の本人確認の手続
きを経た後、音声ガイドに従って、電話機のボタン操作による指示、ま
たはオペレーターに対する取引に必要な事項の音声指示により正確に
伝えてください。
②当行はお客様から送信または伝えられた内容を復唱し、それに対してお
客様の応諾の意思表示があった時点で取引等の依頼を受付したものと
します。
(2)依頼内容の録音
お客様の電話による指示内容はすべて録音され、当行
に 10 年間保存されます。
(3)取引内容の変更
取引依頼を受付した後は依頼内容の変更はできない
ものとします。変更が必要なときは、新たに取引を依頼してください。
(4)取引の取消
次の場合は取引の依頼がなかったものとします。
①取引金額（手数料等を含む）が資金の支払口座（以下「支払指定口座」
という）の支払可能残高を超えるとき。
②1 日の取引限度額を超えるとき。
③支払指定口座に支払停止の事由（口座の解約、お客様からの支払停止依
頼、裁判所等公的機関の措置等）があるとき。
④振替等の資金の入金口座（以下「入金指定口座」という）に入金停止の
事由（口座の解約、お客様からの入金停止依頼等）があるとき。
⑤端末機・通信回線またはコンピュータ等の障害、災害・事変により取引
ができないとき。
⑥当行以外の金融機関等の責に帰すべき事由により取引ができないとき。

６．取引の実行
(1)実行の時期
当行所定の時限までに受付した取引は受付日に処理しま
す。なお、振込取引については平日の 14 時までに受付した取引は受付日
に処理します。ただし、振込取引で平日の 14 時以降の受付については、
受付日の翌銀行窓口営業日（以下「翌営業日」という）に処理します。
(2)処理の順位
1 日に複数の取引依頼があり、その総額が 1 日当りの取引
金額の限度額を超えるとき、または支払指定口座の支払可能残高を超える
ときは、そのいずれの取引を処理するかは、当行の任意とします。
７．取引の確認
(1)取引内容の確認
資金移動を伴う取引を行った後は、速やかに最寄りの
当行営業店窓口、現金自動機等で預金通帳に記帳し、取引内容を確認して
ください。また、振込については都度送付します取引通知書で取引内容を
確認してください。万一、取引内容に相違があるときは、直ちにその旨を
お客様ダイレクトセンターに申し出てください。
(2)取引内容の不一致
お客様と当行との間で取引内容に疑義が生じたと
きは、当行が保存する機械記録を正当なものとして取扱います。
８．資金移動
(1)振替
①本サービスでの「振替」とは代表口座と振替指定口座間の資金移動をい
います。本サービスでは下記の取引を取扱いします。
ｱ.代表口座から出金して振替指定口座への入金。
ｲ.振替指定口座から出金して代表口座への入金。
②代表口座から出金して振替指定口座へ入金する場合の入金指定口座は
お客様が取引の都度指定するものとします。
③振替指定口座から出金して代表口座へ入金する場合の支払指定口座は
お客様が取引の都度指定するものとします。
④支払指定口座の支払可能残高には、当座貸越が利用できる金額を含むも
のとします。
⑤支払指定口座からの出金については、各種預金規定にかかわらず、通帳
および払戻請求書の提出は不要とします。
⑥振替金額の上限
1 日当りに振替ができる金額は、当行所定の上限金
額の範囲内でお客様が指定する上限金額の範囲内とします。ただし、上
限金額の指定がないときは、当行所定の上限金額を上限金額とします。
なお、当行所定の上限金額はお客様に通知することなく変更することが
あります。
(2)振込
本サービスでの「振込」とは上記「振替」以外の資金移動をいい
ます。
(3)外貨預金の資金移動については後記「外貨預金利用規定」に従うものとし
ます。
９．定期預金の預入、解約
(1)預入
①振替指定口座として事前に登録された代表口座の定期預金および通帳
式定期預金に代表口座からの振替による預入を受付します。
②受付時間は当行所定の時間内とします。
③適用金利は、受付日における当行所定の金利を適用します。
④利子課税区分を、マル優扱いとする定期預金は取扱いできません。
(2)解約
①振替指定口座として登録された定期預金の引出しについて満期解約、中
途解約、および満期解約の予約を受付します。ただし、期間 2 年の定期
預金については、中途解約を受付できない場合があります。
②満期解約及び中途解約の元利金は、指定口座へ入金します。
③解約予約は、当該定期預金の預入日当日から満期日前日まで受付します。
なお、一旦受付した解約予約は取り消すことができません。
④受付時間は、当行所定の時間内とし、受付日の取扱いとします。
⑤当該定期預金の利子課税区分がマル優扱いの場合は、本サービスでの解
約および解約予約は取扱いできません。
１０．振込
(1)振込金額の上限
1 日当りに振込ができる金額は、本サービス申込時に
お客様が指定する上限金額の範囲内とします。ただし、上限金額の指定が
ないときは、申込時の当行所定の上限金額を上限金額とします。なお、当
行所定の上限金額はお客様に通知することなく変更することがあります。
(2)振込の受付は、当行所定の時間内に受付します。なお、平日の 14 時まで
に受付した取引は受付日に処理します。また、振込取引で平日の 14 時以
降の受付については、受付日の翌営業日に処理します。
(3)振込手数料
振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料（消費税
等を含む。以下同じ）をいただきます。
(4)振込資金及び振込手数料は、振込処理時に代表口座より引落します。
(5)都度振込により受付した振込先は、当行所定の登録数に達するまで「振込
先口座」として登録可能とします。
(6)振込金の返却
「入金口座なし」等の事由により振込先金融機関から振
込資金が返却されたときは、代表口座に入金します。この場合、振込手数
料は返却しません。
(7)内容の照会
お客様の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込
先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があったときは、当行は依
頼内容についてお客様に照会することがあります。この場合速やかに回答
してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、
また不適切な回答があった場合には、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。
(8)組戻し
当行がやむをえないものと認めて組戻しを受付した場合に組
戻しされる振込資金は、代表口座に入金します。この場合、当行所定の組
戻手数料（消費税等を含む。以下同じ）をいただきます。なお、組戻手数
料は各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書なしで、代表口座
から引落します。また、振込手数料は返却しません。振込資金が入金済の
場合等で組戻しが出来ない事があります。この場合は組戻手数料はいただ
きません。
１１．外貨預金
外貨預金の取扱いの詳細については、後述の「外貨預金利用規定」を参照
してください。
１２．口座情報の照会

代表口座、届出された振替指定口座、および外貨預金の残高、入出金明細、
その他口座情報の照会ができます。
１３．｢ご契約者情報｣の喪失
(1)｢ご契約者情報｣の喪失
「ご契約者情報」を喪失したときは、直ちに電
話等で当行に連絡すると同時に、当行所定の書面により届出てください。
(2)テレホンサービスを引続き利用する場合は、契約を一旦解約し、新たに申
込みする必要があります。
(3)「ご契約者情報」の再発行
｢ご契約者情報｣の再発行はできません。た
だし、お客様の責任によらず｢ご契約者情報｣を破損し、｢ご契約者情報｣の
返却ができる場合は、当行所定の手続きのうえ、再発行できるものとしま
す。
１４．届出事項の変更等
振替指定口座および振込先口座等を変更するとき、また住所・氏名・電話
番号・その他の届出事項に変更があったときは、当行所定の書面により取
引店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責
任を負いません。また、当行での変更手続きが完了するまで本サービスの
利用を一時停止することがあります。
１５．盗取された契約者番号・暗証番号・第二暗証番号による資金移動※1
(1)盗取された契約者番号・暗証番号・第二暗証番号による不正な資金移動（以
下、本条において「当該資金移動」という。）については、お客様が個人
である場合には、次の各号のすべてに該当する場合、その効力を生じない
ものとし、預金者は当行に対して当該資金移動の額およびこれにかかる手
数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
①契約者番号・暗証番号・第二暗証番号の盗取に気づいてから速やかに、
当行への通知が行われていること。
②当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること。
③捜査当局に対し、預金者より被害事実等の事情説明など真摯な協力が行
われていること。
※1.資金移動とは、本規定の第 8 条および【香川銀行テレホンサービス
外貨預金利用規定】の第 2 条に規定する資金移動をいう。
(2)前項の請求がなされた場合、当該資金移動が預金者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
なされた資金移動の額および手数料・利息に相当する金額（以下「補てん
対象額」といいます。）を前条本文にかかわらず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、この契約者番号・暗証
番号・第二暗証番号が盗取された日（契約者番号・暗証番号・第二暗証番
号が盗取された日が明らかでないときは、盗取された契約者番号・暗証番
号・第二暗証番号を用いて行われた不正な資金移動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、当行は補てんしません。
①当該資金移動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こと。
Ａ 当該資金移動が預金者の重大な過失により行われたこと。
Ｂ 預金者の配偶者、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 預金者が、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契約者番号・暗証番号・第二暗証番号の盗取が戦争、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行われたこと。
(5)当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻
しを行った額の限度において、第 1 項に基づく補てんの請求には応じるこ
とはできません。
(6)当行が第 2 項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った
金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
１６．サービスの解約、利用停止等
(1)任意解約
本契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約
できるものとします。なお、お客様からの解約の通知は当行所定の書面に
よるものとします。
(2)強制解約
お客様が次の項目のいずれかに該当するときは、当行はお客
様に通知することなく本サービスの利用を解約できるものとします。
①代表口座が解約されたとき。
②1 年以上本サービスの利用がなかったとき。
③当行に支払うべき手数料を 3 か月以上延滞したとき。
④前項 2.本人確認、(2)契約者番号・第二暗証番号によるご契約者情報が、
郵便不着等の理由で郵便局から当行に返却されたとき。
⑤住所変更の届出を怠る等お客様の責に帰すべき事由により、当行でお客
様の所在が不明となったとき。
⑥相続の開始があったとき。
⑦支払の停止または破産もしくは民事再生手続き開始の申し立てがあっ
たとき。
⑧当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(3)利用停止
契約者番号・暗証番号・第二暗証番号が盗取され他人に不正
に使用されるおそれがあると当行が判断した場合には、本サービスの利用
を停止することがあります。
１７．契約期間
本サービスの契約期間は申込日から申込日の 1 年後の応当日の前日まで
とし、お客様または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日
から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
１８．サービス利用手数料
本サービスの利用に当っては、当行所定の手数料（消費税等を含む。以下
同じ）をいただきます。この場合、普通預金規定（総合口座取引規定を含
む）にかかわらず、通帳および払戻請求書なしで当行所定の日に当行所定
の方法により代表口座から引落します。なお、利用手数料はお客様に事前
に通知することなく変更することがあります。

１９．免責事項
(1)照会、連絡
①住所変更等の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書
類が延着、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達した
ものとみなします。
②お客様の取引依頼内容について当行がお届けの住所または連絡先に照
会・通知を行うことがありますが、住所変更、不在、電話の不通等によ
り照会・通知ができないとき、また回答がないとき、および不適切な回
答があったときに生じる損害については、当行は責任を負いません。
(2)通信手段等の障害
端末機・通信回線またはコンピュータ等の障害、災
害・事変、輸送中の事故、裁判所等の公的機関の措置等、当行以外の金融
機関等の責に帰すべき事由により、取扱いが遅延したり不能となったとき
に生じる損害については、当行は責任を負いません。
２０．規定の準用
本規定に定めがない項目については各取引または各サービス口座にかか
る各種規定により取扱います。
２１．規定の変更
(1)この規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その他相当の
方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
２２．譲渡・質入れの禁止
本サービスに基づくお客様の権利および｢ご契約者情報｣は譲渡または質
入れすることはできません。
２３．合意管轄
本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合、当行の本店または
支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
【香川銀行テレホンサービス 外貨預金利用規定】
本サービスで取扱いする外貨預金は、当行所定の通貨に限定したステートメ
ント式外貨普通預金のみとし、各預金規定に定める事項の他、次の規定に従
って取扱いします。
１．利用対象者
(1)本サービスで外貨預金の取引ができるお客様は、香川銀行テレホンサービ
スの会員であり、かつステートメント式外貨普通預金をお持ちの方に限り
ます。
(2)外貨預金の取引にあたっては、代表口座のある取引店窓口でのステートメ
ント式外貨普通預金口座の開設が必要です。
(3)口座開設時に取引店においてリスクおよび商品概要に関する説明を受け、
その内容について理解、承諾したうえでお客様の責任において取引するも
のとします。
２．資金移動
本サービスで取扱いする資金移動は、代表口座とステート
メント式外貨普通預金口座との振替による入金、出金取引とします。
３．取扱日、取扱時間
本サービスの取扱日、取扱時間は当行が別途定め
るものとし、お客様に通知することなく変更することがあります。
４．取引限度額
１日当りに取引ができる金額は、代表口座からステート
メント式外貨普通預金口座への振替の場合は、当行所定の金額を上限と
します。また、外貨取引以外の取引額との合算はしません。
５．適用相場
(1)入出金時に円貨で受け払いを行う場合は、取引時における当行所定の為替
相場を適用します。（外国為替予約はご利用できません）
(2)一件 10 万通貨単位以上の取引の場合は、公示相場によらず市場実勢相場
を基準とする相場を適用します。
６．為替手数料
本サービスでこの預金の預入取引または払戻取引を行う
際には、当行所定の為替手数料をいただきます。
７．為替変動リスク
外貨預金は為替相場の変動により為替差損が生じ、
払戻円貨額が預入円貨額を下回るリスクがあります。また為替相場に変
動がない場合でも、換算相場には為替手数料が含まれるため、払戻円貨額
が預入円貨額を下回るリスクがあります。
８．取引明細書等
預金の受け払い取引がなされた場合には、当行所定の
取引明細書を発行するものとし、通帳・証書等は発行しません。
９．テレホンサービスの解約
テレホンサービスを解約する場合は、事前
に取引店窓口でのステートメント式外貨普通預金口座の解約手続きが必
要です。
１０．預金保険
外貨預金には、預金保険は適用されません。
１１．規定の変更
(1)この規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その他相当の
方法で公表することにより、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
令和 2 年 6 月 1 日現在

