（下線部分が改正箇所）
普通預金規定
改正前

改正後

第 10 条（規定の変更）

第 10 条（規定の変更）

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定

1． 本規定の各条項その他の条件は、金融

の内容を変更する場合があります。その場

情勢の状況の変化その他相当の事由

合には、当行は変更日および変更内容を、

があると認められる場合には、当行ホ

当行ホームページへの掲示、その他当行所

ームページへの掲示による公表その

定の方法により告知し、変更日以降は変更

他相当の方法で周知することにより、

後の内容により取り扱うものとします。

変更できるものとします。

（新設）

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。
振込規定
改正前

改正後

第 13 条（規定の変更）

第 13 条（規定の変更）

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定

1． 本規定の各条項その他の条件は、金融

の内容を変更する場合があります。その場

情勢の状況の変化その他相当の事由

合には、当行は変更日および変更内容を、

があると認められる場合には、当行ホ

当行ホームページへの掲示、その他当行所

ームページへの掲示による公表その

定の方法により告知し、変更日以降は変更

他相当の方法で周知することにより、

後の内容により取り扱うものとします。

変更できるものとします。

（新設）

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。

1

キャッシュカード規定
改正前
第 14 条（成年後見人等の届出）

改正後
第 14 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・ 1． 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には、ただちに

後見が開始された場合には、ただちに

成年後見人等の氏名その他必要な事

成年後見人等の氏名その他必要な事

項を書面によって届け出てください。

項を書面によって届け出てください。
お客さま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届け
出てください。

第 17 条（規定の変更）

第 17 条（規定の変更）

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定

1． 本規定の各条項その他の条件は、金融

の内容を変更する場合があります。その場

情勢の状況の変化その他相当の事由

合には、当行は変更日および変更内容を、

があると認められる場合には、当行ホ

当行ホームページへの掲示、その他当行所

ームページへの掲示による公表その

定の方法により告知し、変更日以降は変更

他相当の方法で周知することにより、

後の内容により取り扱うものとします。

変更できるものとします。

（新設）

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。

2

ローソン銀行取引規定（個人用）
改正前

改正後

第 7 条（手数料）

第 7 条（手数料）

3． 当行が諸手数料を改定または新設す

3. 当行が諸手数料を改定または新設する

る場合には、原則として、改定後の内

場合には、第 24 条に定める手続きによ

容または新設内容を当行ホームペー

るものとします。

ジに掲示する方法、その他当行所定の
方法により告知します。
第 14 条（反社会的勢力との取引拒絶）

第 14 条（反社会的勢力との取引拒絶）

第 15 条（取引の制限等）

第 15 条（取引きの制限等）

1. 当行は、預金者の情報および具体的な

1.

当行は、預金者の情報および具体的な

取引の内容等を適切に把握するため、

取引きの内容等を適切に把握するた

提出期限を指定して各種確認や資料

め、提出期限を指定して各種確認や資

の提出を求めることがあります。預金

料の提出を求めることがあります。預

者から正当な理由なく指定した期限

金者から正当な理由なく指定した期

までに回答いただけない場合には、入

限までに回答いただけない場合には、

金、払戻し等の本規定にもとづく取引

入金、払戻し等の本規定にもとづく取

の一部を制限する場合があります。

引きの一部を制限する場合がありま
す。

2.

前項の各種確認や資料の提出の求め

2.

前項の各種確認や資料の提出の求め

に対する預金者の回答、具体的な取引

に対する預金者の回答、具体的な取引

の内容、預金者の説明内容およびその

きの内容、預金者の説明内容およびそ

他の事情を考慮して、当行がマネー・

の他の事情を考慮して、当行がマネ

ローンダリング、テロ資金供与、もし

ー・ローンダリング、テロ資金供与、

くは経済制裁関係法令等への抵触の

もしくは経済制裁関係法令等への抵

おそれがあると判断した場合には、入

触のおそれがあると判断した場合に

金、払戻し等の本規定にもとづく取引

は、入金、払戻し等の本規定にもとづ

の一部を制限する場合があります。

く取引きの一部を制限する場合があ
ります。

3. 前 2 項に定めるいずれの取引の制限に

3. 前 2 項に定めるいずれの取引きの制限

ついても、預金者からの説明等にもと

についても、預金者からの説明等にも

づき、マネー・ローンダリング、テロ

とづき、マネー・ローンダリング、テ

資金供与、または経済制裁関係法令等

ロ資金供与、または経済制裁関係法令

への抵触のおそれが合理的に解消さ

等への抵触のおそれが合理的に解消

れたと当行が認める場合、当行は当該

されたと当行が認める場合、当行は当
3

取引の制限を解除します。

該取引きの制限を解除します。

第 16 条（解約等）

第 16 条（解約等）

5． （省略）

5． （省略）

(3) この預金がマネー・ローンダリング、 (3) この預金がマネー・ローンダリング、
テロ資金供与、経済制裁関係法令等に

テロ資金供与、経済制裁関係法令等に

抵触する取引に利用され、またはその

抵触する取引きに利用され、またはそ

おそれがあると合理的に認められる

のおそれがあると合理的に認められ

場合

る場合

第 19 条（成年後見人等の届出）

第 19 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

1.

家庭裁判所の審判により、補助、保佐

または後見が開始された場合には、た

または後見が開始された場合には、た

だちに成年後見人等の氏名その他必

だちに成年後見人等の氏名その他必

要な事項を書面によって当行に届け

要な事項を書面によって当行に届け

出てください。

出てください。お客さまの成年後見人
等について、家庭裁判所の審判によ
り、補助、保佐または後見が開始され
た場合も同様に届け出てください。

第 24 条（規定の変更）

第 24 条（規定の変更）

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定

1． 本規定の各条項その他の条件は、金融

の内容を変更する場合があります。その場

情勢の状況の変化その他相当の事由

合には、当行は変更日および変更内容を、

があると認められる場合には、当行ホ

当行ホームページへの掲示、その他当行所

ームページへの掲示による公表その

定の方法により告知し、変更日以降は変更

他相当の方法で周知することにより、

後の内容により取り扱うものとします。

変更できるものとします。

（新設）

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。

4

口座開設アプリ利用規定
改正前

改正後

第６条（規定の変更）

第６条（規定の変更）

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定

1． 本規定の各条項その他の条件は、金融

の内容を変更する場合があります。その場

情勢の状況の変化その他相当の事由

合には、当行は変更日および変更内容を、

があると認められる場合には、当行ホ

当行ホームページへの掲示、その他当行所

ームページへの掲示による公表その

定の方法により告知し、変更日以降は変更

他相当の方法で周知することにより、

後の内容により取り扱うものとします。

変更できるものとします。

（新設）

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。
ローソン銀行ダイレクト利用規定
改正前

改正後

第 27 条（規定の変更）

第 27 条（規定の変更）

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定

1． 本規定の各条項その他の条件は、金融

の内容を変更する場合があります。その場

情勢の状況の変化その他相当の事由

合には、当行は変更日および変更内容を、

があると認められる場合には、当行ホ

当行ホームページへの掲示、その他当行所

ームページへの掲示による公表その

定の方法により告知し、変更日以降は変更

他相当の方法で周知することにより、

後の内容により取り扱うものとします。

変更できるものとします。

（新設）

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。

5

ローソン銀行ダイレクトアプリ利用規定
改正前

改正後

4. アプリの停止、変更等

4.

アプリの停止、変更等

(2) 当行は、相当の予告期間を設けてウェ

(2) 本規定の各条項その他の条件は、金

ブサイトに掲載することにより、本規定を

融情勢の状況の変化その他相当の事由が

変更することができるものとします。この

あると認められる場合には、当行ホームペ

場合、ウェブサイトに掲載した変更日をも

ージへの掲示による公表その他相当の方

って、当該変更後の規定が適用されるもの

法で周知することにより、変更できるもの

とします。

とします。

（新設）

(3) 第 2 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。

6

定期預金規定（期日指定定期・自動継続型）
改正前

改正後

第 4 条（利息）

第 4 条（利息）

4.

4.

当行がやむをえないものと認めてこ

当行がやむをえないものと認めてこの

の預金を預入日から預入日の 1 年後

預金を第 5 条第 1 項により預入日から

の応当日（継続をしたときは継続日

預入日の 1 年後の応当日（継続をした

からその継続日の 1 年後の応当日）

ときは継続日からその継続日の 1 年後

までの間に解約する場合には、その

の応当日）までの間に解約する場合に

利息は、預入日（継続をしたときは最

は、その利息は、預入日（継続をした

後の継続日）から解約日の前日まで

ときは最後の継続日）から解約日の前

の日数について次の預入期間に応じ

日までの日数について次の預入期間に

た利率（小数点第 4 位以下は切り捨

応じた利率（小数点第 4 位以下は切り

てます。
）によって 1 年複利の方法に

捨てます。
）によって 1 年複利の方法に

より計算し、この預金とともにロー

より計算し、この預金とともにローソ

ソン銀行ダイレクト利用規定で定め

ン銀行ダイレクト利用規定で定めるお

るお客さま名義の代表口座へ入金す

客さま名義の代表口座へ入金するもの

るものとします。

とします。

第 5 条（預金の解約）

第 5 条（預金の解約）

（新設）

1. この預金は、当行がやむを得ないと認
める場合を除き、預入日から預入日の
1 年後の応当日（継続をしたときは継
続日からその継続日の 1 年後の応当
日）前の解約はできません。

この預金を第 3 条第 1 項に基づく解約以

2. この預金を第 3 条第 1 項に基づく解約

外の方法で解約するときは、当行所定の方

以外の方法で解約するときは、当行所

法によりお手続きください。

定の方法によりお手続きください。

第 9 条（規定の変更）

第 9 条（規定の変更）

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定

1. 本規定の各条項その他の条件は、金融

の内容を変更する場合があります。その場

情勢の状況の変化その他相当の事由が

合には、当行は変更日および変更内容を、

あると認められる場合には、当行ホー

当行ホームページへの掲示、その他当行所

ムページへの掲示による公表その他相

定の方法により告知し、変更日以降は変更

当の方法で周知することにより、変更

後の内容により取り扱うものとします。

できるものとします。
7

（新設）

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。
定期預金規定（期日指定定期・自動解約型）
改正前

改正後

第 3 条（利息）

第 3 条（利息）

3.

3.

当行がやむをえないものと認めてこ

当行がやむをえないものと認めてこ

の預金を満期日前に解約する場合に

の預金を第 4 条第 1 項により満期日前

は、その利息は、預入日から解約日の

に解約する場合には、その利息は、預

前日までの日数について次の預入期

入日から解約日の前日までの日数に

間に応じた利率（小数点第 4 位以下

ついて次の預入期間に応じた利率（小

は切り捨てます。
）によって 1 年複利

数点第 4 位以下は切り捨てます。）に

の方法により計算し、この預金とと

よって 1 年複利の方法により計算し、

もにローソン銀行ダイレクト利用規

この預金とともにローソン銀行ダイ

定で定めるお客さま名義の代表口座

レクト利用規定で定めるお客さま名

へ入金するものとします。

義の代表口座へ入金するものとしま
す。

第 4 条（預金の解約）

第 4 条（預金の解約）

（新設）

1. この預金は、当行がやむを得ないと認
める場合を除き、満期日前の解約はで
きません。

この預金を第 2 条第 1 項の自動解約以外

2. この預金を第 2 条第 1 項の自動解約以

の方法で解約するときは、当行所定の方法

外の方法で解約するときは、当行所定

によりローソン銀行ダイレクトにてお手

の方法によりローソン銀行ダイレクト

続きください。

にてお手続きください。

第 8 条（規定の変更）

第 8 条（規定の変更）

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定

1. 本規定の各条項その他の条件は、金融

の内容を変更する場合があります。その場

情勢の状況の変化その他相当の事由が

合には、当行は変更日および変更内容を、

あると認められる場合には、当行ホー

当行ホームページへの掲示、その他当行所

ムページへの掲示による公表その他相
8

定の方法により告知し、変更日以降は変更

当の方法で周知することにより、変更

後の内容により取り扱うものとします。

できるものとします。

（新設）

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。
定期預金規定（スーパー定期・自動継続型）
改正前

改正後

第 3 条（利息）

第 3 条（利息）

2.

2.

当行がやむをえないものと認めてこ

当行がやむをえないものと認めてこの

の預金を満期日前に解約する場合に

預金を第 4 条第 1 項により満期日前に

は、その利息は、預入日から解約日の

解約する場合には、その利息は、預入

前日までの日数および次の預入期間

日から解約日の前日までの日数および

に応じた利率（小数点第 4 位以下は切

次の預入期間に応じた利率（小数点第

り捨てます。
）によって計算し、あら

4 位以下は切り捨てます。
）によって計

かじめ指定された方法により、この預

算し、あらかじめ指定された方法によ

金とともにローソン銀行ダイレクト

り、この預金とともにローソン銀行ダ

利用規定で定めるお客さま名義の代

イレクト利用規定で定めるお客さま名

表口座へ支払います。なお、複利型の

義の代表口座へ支払います。なお、複

この預金の利息は 6 カ月複利の方法

利型のこの預金の利息は 6 カ月複利の

で計算するものとします。

方法で計算するものとします。

第 4 条（預金の解約）

第 4 条（預金の解約）

（新設）

1. この預金は、当行がやむを得ないと認
める場合を除き、満期日前の解約はで
きません。

この預金を解約するときは、当行所定の方

2. この預金を解約するときは、当行所定

法によりローソン銀行ダイレクトにてお

の方法によりローソン銀行ダイレクト

手続きください。

にてお手続きください。

第 8 条（規定の変更）

第 8 条（規定の変更）

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定

1. 本規定の各条項その他の条件は、金融

の内容を変更する場合があります。その場

情勢の状況の変化その他相当の事由が
9

合には、当行は変更日および変更内容を、

あると認められる場合には、当行ホー

当行ホームページへの掲示、その他当行所

ムページへの掲示による公表その他相

定の方法により告知し、変更日以降は変更

当の方法で周知することにより、変更

後の内容により取り扱うものとします。

できるものとします。

（新設）

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。

10

定期預金規定（スーパー定期・自動解約型）
改正前

改正後

第 3 条（利息）

第 3 条（利息）

3.

3.

当行がやむをえないものと認めてこ

当行がやむをえないものと認めてこの

の預金を満期日前に解約する場合に

預金を第 4 条第 1 項により満期日前に

は、その利息は、預入日から解約日の

解約する場合には、その利息は、預入日

前日までの日数および次の預入期間

から解約日の前日までの日数および次

に応じた利率（小数点第 4 位以下は

の預入期間に応じた利率（小数点第 4

切り捨てます。
）によって計算し、あ

位以下は切り捨てます。
）によって計算

らかじめ指定された方法により、こ

し、あらかじめ指定された方法により、

の預金とともに指定口座へ支払いま

この預金とともに指定口座へ支払いま

す。なお、複利型のこの預金の利息

す。なお、複利型のこの預金の利息は、

は、6 カ月複利の方法で計算するもの

6 カ月複利の方法で計算するものとし、

とし、この預金とともにローソン銀

この預金とともにローソン銀行ダイレ

行ダイレクト利用規定で定めるお客

クト利用規定で定めるお客さま名義の

さま名義の代表口座へ支払います。

代表口座へ支払います。

第 4 条（預金の解約）

第 4 条（預金の解約）

（新設）

1. この預金は、当行がやむを得ないと認
める場合を除き、満期日前の解約はで
きません。

この預金を第 1 条の満期日自動解約以外

2. この預金を第 1 条の満期日自動解約以

の方法で解約するときは、当行所定の方

外の方法で解約するときは、当行所定

法によりローソン銀行ダイレクトにてお

の方法によりローソン銀行ダイレクト

手続きください。

にてお手続きください。

第 8 条（規定の変更）

第 8 条（規定の変更）

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規

1. 本規定の各条項その他の条件は、金融

定の内容を変更する場合があります。そ

情勢の状況の変化その他相当の事由が

の場合には、当行は変更日および変更内

あると認められる場合には、当行ホー

容を、当行ホームページへの掲示、その他

ムページへの掲示による公表その他相

当行所定の方法により告知し、変更日以

当の方法で周知することにより、変更

降は変更後の内容により取り扱うものと

できるものとします。
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します。
（新設）

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。
ネット入金サービス利用規定
改正前

改正後

第 7 条（規定の変更）

第 7 条（規定の変更）

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定

1． 本規定の各条項その他の条件は、金融

の内容を変更する場合があります。その場

情勢の状況の変化その他相当の事由が

合には、当行は変更日および変更内容を、

あると認められる場合には、当行ホー

当行ホームページへの掲示、その他当行所

ムページへの掲示による公表その他相

定の方法により告知し、変更日以降は変更

当の方法で周知することにより、変更

後の内容により取り扱うものとします。

できるものとします。

（新設）

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。

Ponta 会員規約ローソン銀行特約
改正前

改正後

第 6 条（規定の変更）

第 6 条（規定の変更）

当行は、Ponta 会員に事前の承諾を得るこ

1． 本特約の各条項その他の条件は、金融

となく、告知あるいは当行 が適当と判断

情勢の状況の変化その他相当の事由が

する方法にて本特 約を変更することがで

あると認められる場合には、当行ホー

きるものとします。

ムページへの掲示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。

（新設）

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。
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ローソン銀行クレジットカード「ローソン Ponta プラス」 会員規約
改正前

改正後

第 16 条（遅延損害金）

第 16 条（遅延損害金）

1.会員は、約定支払額の支払いを遅滞した

1.会員は、約定支払額の支払いを遅滞した

ときは、約定支払日の翌日から完済の日に

ときは、約定支払日の翌日から完済の日に

至るまで、次の遅延損害金を支払うものと

至るまで、次の遅延損害金を支払うものと

します。

します。

（2）分割払いのショッピング利用代金は

（2）分割払いのショッピング利用代金は支

支払いを遅滞した分割支払金に対し年

払いを遅滞した分割支払金に対し年

14.55％を乗じた額。ただし、当該遅延損害

14.55％を乗じた額。ただし、当該遅延損害

金は分割支払金合計の残金全額に対し、法 金は分割支払金合計の残金全額に対し、法
定利率（商事法定利率がある場合はその率

定利率（商事法定利率がある場合はその率

とし、以下同様とします。
）を乗じた額を超

とし、以下同様とします。
）を乗じた額を超

えないものとします。

えないものとします。

第 25 条（会員規約の変更、承認）

第 25 条（会員規約の変更、承認）

会員規約が変更され、当行または両社から

1． 会員規約の各条項その他の条件は、金

変更内容を通知または新会員規約を送付

融情勢の状況の変化その他相当の事由

した後にカード利用をしたときは、当該変

があると認められる場合には、当行ホ

更事項または新会員規約を承認したもの

ームページへの掲示による公表その他

とみなします。

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。

（新設）

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。

第 27 条（立替払いの委託）

第 27 条（立替払いの委託等）

（新設）

2. 割賦販売法その他の法令の定めにより
加盟店に対する抗弁を当行に主張でき
る場合を除いて、加盟店に有する抗弁
（同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、
解除、無効の抗弁を含みますが、これに
限りません）を放棄するものとします。
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ETC カード利用規定
改正前

改正後

第 14 条（規定の改定）

第 14 条（規定の改定）

将来、本規定が改定された場合は、当行が

1． 本規定の各条項その他の条件は、金融情

その内容を通知した後に ETC 会員が本カ

勢の状況の変化その他相当の事由があ

ードを利用したことによって変更事項を

ると認められる場合には、当行ホームペ

承認したものとみなします。

ージへの掲示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。

（新設）

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。

ETC マイレージサービス特約
改正前

改正後

第 6 条（本特約の改定）

第 6 条（本特約の改定）

将来、本特約が改定された場合は、当行が

1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情

その内容を通知した後にマイレージ登録

勢の状況の変化その他相当の事由があ

者がマイレージサービスを利用したこと

ると認められる場合には、当行ホームペ

によって変更事項を承認したものとみな

ージへの掲示による公表その他相当の

します。

方法で周知することにより、変更できる
ものとします。

（新設）

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。
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ローソン銀行取引規定（法人等）
改正前

改正後

第 7 条（手数料）

第 7 条（手数料）

3.

3.

当行が諸手数料を改定または新設す

当行が諸手数料を改定または新設する

る場合には、原則として、改定後の内

場合には、第 25 条に定める手続きによ

容または新設内容を当行ホームペー

るものとします。

ジに掲示する方法、その他当行所定
の方法により告知します。
第 14 条（反社会的勢力との取引拒絶）

第 14 条（反社会的勢力との取引拒絶）

第 15 条（取引の制限等）

第 15 条（取引きの制限等）

1． 当行は、預金者の情報および具体的

1． 当行は、預金者の情報および具体的な

な取引の内容等を適切に把握するた

取引きの内容等を適切に把握するた

め、提出期限を指定して各種確認や

め、提出期限を指定して各種確認や資

資 料 の 提 出 を求 め る こと が あ り ま

料の提出を求めることがあります。預

す。預金者から正当な理由なく指定

金者から正当な理由なく指定した期限

した期限までに回答いただけない場

までに回答いただけない場合には、入

合には、入金、払戻し等の本規定にも

金、払戻し等の本規定にもとづく取引

とづく取引の一部を制限する場合が

きの一部を制限する場合があります。

あります。
2． 前項の各種確認や資料の提出の求め

2． 前項の各種確認や資料の提出の求めに

に対する預金者の回答、具体的な取

対する預金者の回答、具体的な取引き

引の内容、預金者の説明内容および

の内容、預金者の説明内容およびその

その他の事情を考慮して、当行がマ

他の事情を考慮して、当行がマネー・

ネー・ローンダリング、テロ資金供

ローンダリング、テロ資金供与、もし

与、もしくは経済制裁関係法令等へ

くは経済制裁関係法令等への抵触のお

の抵触のおそれがあると判断した場

それがあると判断した場合には、入金、

合には、入金、払戻し等の本規定にも

払戻し等の本規定にもとづく取引きの

とづく取引の一部を制限する場合が

一部を制限する場合があります。

あります。
3． 前 2 項に定めるいずれの取引の制限

3． 前 2 項に定めるいずれの取引きの制限

についても、預金者からの説明等に

についても、預金者からの説明等にも

もとづき、マネー・ローンダリング、

とづき、マネー・ローンダリング、テ

テロ資金供与、または経済制裁関係

ロ資金供与、または経済制裁関係法令

法令等への抵触のおそれが合理的に

等への抵触のおそれが合理的に解消さ

解消されたと当行が認める場合、当

れたと当行が認める場合、当行は当該
15

行は当該取引の制限を解除します。

取引きの制限を解除します。

第 16 条（解約等）

第 16 条（解約等）

5．
（省略）

5．（省略）

(3) この預金がマネー・ローンダリング、 (3) この預金がマネー・ローンダリング、
テロ資金供与、経済制裁関係法令等

テロ資金供与、経済制裁関係法令等に

に抵触する取引に利用され、または

抵触する取引きに利用され、またはそ

そのおそれがあると合理的に認めら

のおそれがあると合理的に認められ

れる場合

る場合

（新設）

第 17 条（相殺、払戻充当）
1. お客さまが当行に対して債務を負い、
当該債務を履行しなければならない場
合には、当行は、その債務とお客さま
の預金その他債権とを、その債権の期
限のいかんにかかわらず、いつでも相
殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、当行は
事前の通知および所定の手続きを省略
し、お客さまに代わりお客さまの預金
その他債権の払戻しを受け、債務の弁
済に充当することができるものとしま
す。この場合、当行はお客さまに対し
充当した結果を通知します。
3. 当行が第 1 項による相殺または前項に
よる払戻充当を行う場合、債権債務の
利息、精算金、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、その利率、料率等は当行の定めに
よるものとします。
4. 第 2 項の払戻充当により、お客さまの
債務全額を消滅させるに足りないとき
は、当行が適当と認める順序方法によ
り充当することができるものとしま
す。この場合、お客さまはその充当に
対して異議を述べることができないも
のとします。

（新設）

第 18 条（期限の利益の喪失）
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1. お客さまについて第 16 条第 5 項第 5 号
から第 7 号まで、第 13 号ならびに第
16 条第 6 項第 1 号および第 2 号の事由
が一つでも生じたことを当行が知った
ときには、当行からの通知催告がなく
ても、お客さまは当行に対するいっさ
いの債務について当然期限の利益を失
い、直ちに債務を弁済するものとしま
す。
2. お客さまについて第 16 条第 5 項第 1 号
から第 4 号まで、第 8 号から第 10 号ま
で、第 14 号の事由および当行の債権保
全を必要とする相当の事由が一つでも
生じた場合には、当行からの請求によ
って、お客さまは当行に対する一切の
債務について期限の利益を失い、直ち
に債務を弁済するものとします。
3. 前項の場合において、お客さまより当
行に届け出された E メールアドレス、
住所、氏名等に宛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
到達すべきときに期限の利益が失われ
たものとします。
第 17 条（保険事故発生時における預金者

第 19 条（保険事故発生時における預金者か

からの相殺）

らの相殺）

第 18 条
（事務処理の委託に関する取扱い） 第 20 条（事務処理の委託に関する取扱い）
第 19 条（お客さま情報の取扱い）

第 21 条（お客さま情報の取扱い）

第 20 条（免責事項）

第 22 条（免責事項）

第 21 条（準拠法および管轄裁判所）

第 23 条（準拠法および管轄裁判所）

第 22 条（規定の準用）

第 24 条（規定の準用）

第 23 条（規定の変更）

第 25 条（規定の変更）

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規

1． 本規定の各条項その他の条件は、金融

定の内容を変更する場合があります。そ

情勢の状況の変化その他相当の事由が

の場合には、当行は変更日および変更内

あると認められる場合には、当行ホー

容を、当行ホームページへの掲示、その他

ムページへの掲示による公表その他相
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当行所定の方法により告知し、変更日以

当の方法で周知することにより、変更

降は変更後の内容により取り扱うものと

できるものとします。

します。
（新設）

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。

ローソン銀行ビジネス Web 利用規定
改正前

改正後

第 1 条（ローソン銀行ビジネス Web とは） 第 1 条（ローソン銀行ビジネス Web とは）
1. ローソン銀行ビジネス Web とは

1. ローソン銀行ビジネス Web とは

ローソン銀行ビジネス Web（以下「本

ローソン銀行ビジネス Web（以下「本サ

サービス」という。
）とは、ご契約者

ービス」という。
）とは、ご契約者（以

（以下「お客さま」という。
）が、パ

下「お客さま」という。）が、パーソナ

ーソナルコンピュータ等を通じて、
イ

ルコンピュータ等を通じて、インター

ンターネット経由でローソン銀行（以

ネット経由でローソン銀行（以下「当

下「当行」という。
）当行に取引きの

行」という。）当行に取引きの依頼を行

依頼を行い、
当行がご依頼内容に応じ

い、当行がご依頼内容に応じた取引き

た取引きを行うサービスをいいます。

を行うサービスをいいます。

第 21 条（規定の変更）

第 21 条（規定の変更）

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規

1． 本規定の各条項その他の条件は、金融

定の内容を変更する場合があります。そ

情勢の状況の変化その他相当の事由が

の場合には、当行は変更日および変更内

あると認められる場合には、当行ホー

容を、当行ホームページへの掲示、その他

ムページへの掲示による公表その他相

当行所定の方法により告知し、変更日以

当の方法で周知することにより、変更

降は変更後の内容により取り扱うものと

できるものとします。

します。
（新設）

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。
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ローソン銀行ビジネス Web ワンタイムパスワードカード利用規定
改正前

改正後

第 10 条（規定の変更）

第 10 条（規定の変更）

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規

1． 本規定の各条項その他の条件は、金融

定の内容を変更する場合があります。そ

情勢の状況の変化その他相当の事由が

の場合には、当行は変更日および変更内

あると認められる場合には、当行ホー

容を、当行ホームページへの掲示、その他

ムページへの掲示による公表その他相

当行所定の方法により告知し、変更日以

当の方法で周知することにより、変更

降は変更後の内容により取り扱うものと

できるものとします。

します。
（新設）

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。
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