外国 証券取引口座約款
第１条 （約 款の 趣旨）
この約 款は 、お客 様と 当組 合との 間で 行う 外国 証券の 取引 に関 する権 利義 務関 係を
明確に する ため の取決 めで す。
２

お 客様 は、 この約 款の 内容 を承 諾し、 自ら の判断 と責 任に おいて 外国 証券 の取 引を
行うも のと しま す。

第２条 （外 国証 券取引 口座 ）
外国証 券の 取引 に当た って は、 お客様 は当 組合 所定の 申込 書に より「 外国 証券 取引
口 座 」（ 以 下 、「 本 口 座 」 と い う 。） の 設 定 に か か る 申 込 み を す る も の と し ま す 。 当 組
合はこ れを 承諾 したと きは 、遅滞 なく 本口 座を 開設し 、お 客様に その 旨を 連絡し ます 。
２

お 客様 が当 組合と の間 で行 う外 国証券 の取 引に関 する 売買 の執行 、売 買代金 の決 済、
証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべては本口座により
処理し ます 。

３

当 組合 が取 り扱う 外国 証券 は、 日本証 券業 協会が 定め る要 件およ び選 別基 準に 適合
した金 融商 品取 引法第 ２条 第１ 項第 10 号 に規 定され る外 国投 資信託 の受 益証 券（ 以
下、「 外国投 資信 託」 とい います 。） としま す。

第３条 （遵 守す べき事 項）
お客様 は、 当組合 との 間で 行う 外国証 券の 取引 に関し ては 、国内 の諸 法令 、日 本証
券業協 会の 定め る諸規 則、 決定 事項お よび 慣行 中、当 該証 券の 取引に 関連 する 条項に
従 う と と も に 、 当 該 証 券 の 発 行 者 が 所 在 す る 国 ま た は 地 域 （ 以 下 、「 国 等 」 と い う 。）
の諸法 令お よび 慣行等 に関 し、 当組合 から 指導 のあっ たと きは 、その 指導 に従 うもの
としま す。

第４条 （注 文の 指示）
お客様 の当 組合 に対す る外 国証 券の 注文に つい ては、 当組 合の応 じ得 る範 囲内で お
客様が あら かじ め指示 する とこ ろに より行 うも のとし ます 。
第５条 （注 文の 執行お よび 処理 ）
お客様 の当 組合 に対す る外 国証 券の 取得ま たは 換金の 申込 みに ついて は、 当該外 国
証券の 目論 見書 および 次の 各号 の定 めによ り執 行およ び処 理す るもの とし ます 。
①

外 国証 券の 取得ま たは 換金 の申 込みに つい ては、 当組 合にお いて 遅滞 なく 処理す
るもの とし ます。 ただ し、 時差等 の関 係か ら注 文発注 日時 と約 定日時 とが ずれ るこ
とがあ りま す。

②

当 組合 への 申込み は、 当組 合が 定めた 時間 内に行 うも のと します 。

③

外 国証 券の 最低購 入単 位は 、当 組合の 定め による もの とし ます。
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④

当 組合 は、 売買等 の成 立を 確認し た後 、遅 滞なく お客 様の 届け出 た住 所あ てに 契
約締結 時交 付書 面等を 送付 しま す。

第６条 （受 渡日 等）
売買成 立後 の受 渡し等 の処 理に つい ては、 当該 外国証 券の 目論 見書お よび 次の 各号
に定め ると ころ により ます 。
①

外 国証 券の 取引に つい ては 、売 買注文 の成 立を、 当組 合が 確認し た日 （そ の日が
休業日 に当 たる 場合は 、そ の後 の直 近の営 業日 。）を 約定日 とし ます 。

②

受 渡日 は、 当該外 国証 券の 目論 見書で 定め られる 日と しま す。

第７条 （外 国証 券の保 管・ 権利 およ び名義 ）
お客様 が当 組合 に外国 証券 の保 管の 委託を する 場合、 当該 外国証 券の 保管 および 名
義の取 扱い につ いては 、当 該外 国証券 の目 論見 書およ び次 の各 号の定 めに よる もの と
します 。
①

当 組合 は、 お客様 から 保管 の委託 を受 けた 外国証 券の 保管 につい ては 、当 組合が
定める 保管 機関 （以下 、「 保管機 関」 とい いま す。） に委任 する もの とし ます。

②

前 号に 規定 する保 管に つい ては 、当組 合の 名義で 行わ れる ものと しま す。

③

お 客様 が有 する外 国証 券が 保管 機関に 保管 された 場合 には 、お客 様は 、適 用され
る準拠 法お よび 慣行の 下で 、保管 機関 にお ける 当組合 の当 該外 国証券 にか かる 口座
に記載 また は記 録され た当 該外 国証 券にか かる 数量に 応じ て権 利を取 得し 、当該 取
得した 数量 にか かる権 利の 性質 に基 づき保 管さ れます 。

④

前 号の 場合 におい て、 お客 様は、 適用 され る準拠 法の 下で 、当該 外国 証券 にか か
る証券 につ いて 、権利 を取 得す るも のとし ます 。

⑤

お 客様 が有 する外 国証 券に かか る権利 は、 当組合 が本 口座 に当該 数量 を記 載ま た
は記録 した 時に 、当該 数量 に応 じた 権利の 移転 が行わ れる もの としま す。

⑥

お 客様 が権 利を有 する 外国 証券 につき 名義 人を登 録す る必 要のあ る場 合は 、その
名義人 は保 管機 関また は当 該保 管機 関の指 定す る者と しま す。

⑦

お 客様 が、 当組合 に保 管の 委託を した 外国 証券に つい ては 、返還 の請 求は できな
いもの とし ます 。

第８条 （選 別基 準に適 合し なく なっ た場合 の処 理）
当組合が取り扱う外国証券である外国投資信託が日本証券業協会の定める選別基
準に適 合し なく なった 場合 には 、当組 合は 当該 外国投 資信 託の 販売を 中止 しま す。こ
の場合 にお いて も、換 金の 取次 ぎに は応じ ます 。

第９条 （外 国証 券に関 する 権利 の処 理）
保管機 関に 保管 された 外国 証券 の権 利の処 理に ついて は、 次の各 号に 定め るとこ ろ
により ます 。
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①

保 管機 関に 保管さ れた 外国 証券 の収益 分配 金等の 果実 およ び償還 金は 、当 組合が
代わっ て受 領し 、お客 様あ てに 支払い ます 。こ の場合 、そ の支 払手続 にお いて 、当
組合が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を
徴収さ れた とき は、当 該費 用はお 客様 の負 担と し当該 果実 また は償還 金か ら控 除す
るなど の方 法に よりお 客様 から 徴収 します 。

②

外 国証 券に 関し、 前号 以外 の権利 が付 与さ れる場 合は 、お 客様が 特に 要請 した場
合を除 きす べて 売却処 分の う え 、 そ の 売 却 代 金 を 前 号 の 規 定 に 準 じ て 処 理 し ま す 。

③

受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てにつ
いては 、お 客様 の指示 に従 いま す。た だし 、お 客様が 指示 をし ない場 合に は、 当組
合は議 決権 の行 使また は異 議の 申立 てを行 いま せん。

④

第 １号 に定 める収 益分 配金 等の 果実な らび に償還 金に 対す る、わ が国 以外 におい
て課せ られ る源 泉徴収 税に かか る軽 減税率 また は免税 の適 用、還 付そ の他 の手続 き
につい ては 、当 組合が 代わ って これ を行う こと があり ます 。

第 10 条（諸 通知 ）
当組合 は、 保管の 委託 を受 けた 外国証 券に つき 、お客 様の 届け出 た住 所あ てに 次の
通知を 行い ます 。

２

①

受 益者 また は所有 者の 地位 に重 大な変 化を 及ぼす 事実 の通 知

②

収 益分 配金 および 償還 金な どの 通知
前 項の 通知 のほか 、当 組合 また は外国 投資 信託の 発行 者は 、保管 の委 託を 受け た外

国投資 信託 につ いての 決算 に関 する 報告書 その 他の書 類を 送付 します 。た だし 、外国
投資信 託に かか る決算 に関 する 報告 書その 他の 書類に つい ては、 特に その 内容 につい
て時事 に関 する 事項を 掲載 する 日刊 新聞紙 への 掲載が 行わ れた 場合は 、お 客様 が希望
した場 合を 除い て当組 合は 送付 しま せん。
第 11 条（発 行者 から の諸 通知等 ）
発行者 から 交付 される 通知 書お よび 資料等 は、 当組合 にお いて その到 達し た日 から
３年間 保管 し、 閲覧に 供し ます 。なお 、お 客様 が送付 を希 望し た場合 は、 お客 様が 届
け出た 住所 あて に送付 しま す。
２

前 項に より 、お客 様あ ての 通知 書また は資 料等の 送付 に要 した実 費は 、外 国投 資信
託にか かる もの を除き 、そ の都 度お 客様が 当組 合に支 払う もの としま す。

第 12 条（諸 料金 等）
外国投 資信 託の 取得ま たは 換金 に当 たって 必要 な、当 該外 国投資 信託 所定 の手数 料
および 公租 公課 その他 の賦 課金 につ いては 、当 組合所 定の 期日 までに お客 様が 当組 合
に支払 うも のと します 。
２

お 客様 の指 示によ る特 別の 扱い をした 場合 におい て、 当組 合の要 した 実費 につ いて
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はその 都度 お客 様が当 組合 に支 払う ものと しま す。

第 13 条（金 銭の 授受 ）
この約款に規定する外国証券の取引等に関して行う当組合とお客様との間におけ
る金銭の授受は、円貨により行います。この場合において、外貨と円貨との換算は、
別に取 決め また は指定 のな い限 り、換 算日 にお ける当 組合 が定 めるレ ート によ るも の
としま す。
２

前 項の 換算 日は、 売買 代金 につ いては 約定 日、第 ９条 第１ 号また は第 ２号 の処 理に
かかる 決済 につ いては 当組 合が その 全額を 確認 した日 とし ます 。

第 14 条（共 通番 号の 届出 ）
お客様 は、 行政手 続に おけ る特定 の個 人を 識別 するた めの 番号 の利用 等に 関す る法
律（以 下、「 番号 法」 といい ます 。）そ の他 の関 係法令 の定 めに 従って 、本 口座 を開 設
すると き、 共通 番号（ 番号 法第 ２条 第５項 に規 定する 個人 番号 又は同 条 第 15 項に規
定 す る 法 人 番 号 。 以 下 同 じ 。） の 通 知 を 受 け た と き そ の 他 番 号 法 そ の 他 の 関 係 法 令 が
定める 場合 に、 お客様 の共 通番 号を 当組合 に届 け出る もの とし ます。 その 際、 当組合
は、番 号法 その 他の関 係法 令の 規定 に従い 本人 確認を 行わ せて いただ きま す。
第 14 条の２ （届 出事 項）
お客様 は、 住所、 氏名 また は名 称、印 鑑お よび 共通番 号等 を当 組合所 定の 書類 によ
り当組 合に 届け 出るも のと しま す。
第 15 条（口 座管 理料 ）
お客様 は、こ の約 款に 定め る諸手 続き の費 用と して、当組合 の定 める とこ ろによ り、
口座管 理料 を当 組合に 支払 うも のと します 。

第 16 条（契 約の 解約 ）
この契 約は 、投 資信託 総合 取引 規定 第 10 条第 １項ま たは 第２ 項のい ずれ かに 該当
した場 合に は解 約され ます 。な お、解 約の 手続 き等に つい ては 、同条 の規 定を 準用 す
るもの とし ます 。
２

前 項の 場合 におい て、 お客 様が 換金の 指示 をした 場合 、お 客様は 、当 組合 の要 した
実費を その 都度 当組合 に支 払う もの としま す。

第 17 条（そ の他 ）
こ の 約 款 に 別 段 の 定 め が な い と き は 、「 投 資 信 託 総 合 取 引 規 定 」 お よ び 同 規 定 第 ２
条各号 に定 める 約款・ 規定 に従 うも のとし ます 。
以
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上

