Pay-easy(ペイジー）口座振替受付サービス利用規定
１.（ 適用 範囲）
(1)

当組 合所定 の収 納機 関（ 以下、「収 納機 関 」とい いま す。）、も しく は、 当該収 納機
関から 委託 を受 けた 法人 の窓 口（ 以下、
「取 扱 窓口 」とい いま す。）に 対し て、キャ ッ
シュカ ード（当 組合 がカ ード規 定、ＩＣ カー ド 規定ま たは ＪＡ カー ド（ 一体型 ）規 定
に基づ いて 発行 する キャ ッシ ュカ一 ドの うち 普 通貯金（利 息を付 さな い旨 の約 定の あ
る普通 貯金 無利 息型 （決 済用）、総 合口 座取 引 および 総合 口座 （普 通貯 金無 利息型 ）
取 引 の 普 通 貯 金 を 含 み ま す 。） そ の 他 当 組 合 所 定 の 貯 金 の キ ャ ッ シ ュ カ ー ド （ 以 下 、
「カー ド」 とい いま す。） を提 示し て、 後記 3.(1)の 貯金 口座振 替契 約の 締結 を行 う
取引（ 以下 、「本 サー ビス 」と いい ます。）に つ いては 、こ の規 定に より 取扱 います 。

(2)

収納 機関と は日 本マ ルチ ペイ メン トネ ッ トワー ク運 営機 構（ 以下、「運 営機 構」 と
いいま す。） 所 定の 収納機 関規 約を 承認 のう え 、運営 機構 に収 納企 業登録 され 、当 組
合が貯金口座振替による収納事務の取扱いに関する契約および貯金口座振替受付事
務の取 扱い に関 する 契約 を締 結した 法人 また は 個人を いい ます 。

(3)

本サ ービス が利 用で きる のは 、当 該カ ー ドの発 行さ れて いる 貯金 口座 （以下 、「 当
該口座 」と いい ます。）の 貯金 者本 人に 限り ま す。

(4)

なお、本サ ービ スは 当組 合が本 サー ビス に 利用す るこ とを 承認 した カ一 ドのみ 利用
できる こと とし ます 。

2.（利 用方 法等 ）
(1)

本サ ービス を利 用す ると き、貯金者 は、自 らカー ドを 収納 機関 の取 扱窓 口に設 置さ
れた本 サー ビス 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 たう えで 、端 末機に カー ドの 暗証 番号 と 必要項 目を 第三 者（ 収納機 関の 従業 員
を含み ます 。）に 見ら れな いよ うに 注意 しつ つ 自ら入 力し てく ださ い。

(2)

次の 場合に は、 本サ ービ スを 利用 する こ とはで きま せん 。
①

停 電、 故障 等に より 端末 機によ る取 扱い が できな い場 合

②

取 扱窓 口に おい て購 入す る商品 また は提 供 を受け る役 務等 が、収 納機 関が 貯金 口
座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する
場合

③

当 組合 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

④

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

⑤

当組合が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日
または 時間 帯に 利用 しよ うと する場 合

⑥

自 らが 本サ ービ スの 停止 を申し 出た 場合
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3.（貯 金口 座振 替契 約等 ）
(1)

前記 2.(1)によ り暗 証番 号等 の入力 がさ れ、端末 機に 貯金口 座振 替契 約の 受付 確認

を表す 電文 が表 示さ れた 時点 で、貯 金者・収納 機関間 で貯 金者 が収 納機 関に 対し負 担
するあ る特 定の 債務 を貯 金口 座振替 によ り支 払 う旨の 契約 が成 立す ると とも に、貯 金
者・当 組合 間で 次の 内容 の契約（以 下、「 貯金 口座振 替契 約」とい いま す。）が成 立す
るもの とし ます 。た だし、契約 が成 立し た後に 貯金者 が直 ちに 口座 を解 約す るなど 特
段の事 情が ある 場合 はこ の限 りでは あり ませ ん 。
①

収 納機 関か ら当 組合 に都 度送付 され る請 求 金額を 、貯 金者 に通 知す るこ となく 、
当該口 座か ら引 き落 とし のう え収納 機関 に支 払 うこと を、 貯金 者は 当組 合に 委託
します 。

②

当組合は、当組合の普通貯金規定、普通貯金無利息型（決済用）規定、総合口
座取引 規定 およ び総 合口 座（ 普通貯 金無 利息 型 ）取引 規定 にか かわ らず 、貯 金通
帳およ び払 戻請 求書 の提 出な しに、 前号 の引 き 落とし を行 いま す。

③

収 納機 関の 指定 する 振替 指定日（当 日が 金 融機関 休業 日の 場合 は、前 営業 日も し
くは翌 営業 日）におい て請 求書 記載 金額 が当 該 口座の 支払 可能 金額（ 当座 貸越（総
合口座 取引 によ る貸 越を 含み ます。）を 利用 で きる範 囲内 の金 額を 含み ます。）を
超える とき は、 貯金 者に 通知 するこ とな く、 請 求書を 収納 機関 に返 却す るこ とが
できる もの とし ます 。

④

振 替指 定日 に当 該口 座か らの引 き落 とし が 複数あ り、その引 き落 とし の総 額が 当
該口座 の支 払可 能金 額を 超え る場合 は、 その い ずれを 引き 落と すか は当 組合 の任
意とし ます 。

⑤

収納機関の都合で収納機関が貯金者に対して割り当てる契約者番号等が変更に
なった とき は、 当組 合は 、変 更後の 契約 者番 号 等で引 続き 取扱 うも のと しま す。

(2)

貯金 者は 、暗 証番 号等 を入力 する 前に 、 端末機 の表 示お よび 収納 機関 との間 の契

約書面 等に より 、本 サービ ス申 込内 容を 確認 す るとと もに 、前 記 (1)によ り貯 金口 座
振替契 約が 成立 した 後に 端末 機から 出力 され る 口座振 替契 約確 認書（ 以下 、
「 確 認書 」
といい ます 。）を 確認 いた だい たう えで 大切 に 保管し てく ださ い。 確認 書が 自己の 意
思に沿 わな い場 合に は、 直ち に確認 書記 載の 問 い合わ せ先 に連 絡し てく ださ い。

4.（貯 金口 座振 替契 約の 解約 ）
(1)

貯金 口座振 替契 約を 解除 する とき は、貯 金 者から 当組 合へ 所定 の手 続き により 届け
出るも のと しま す。なお、この 届出 がな いま ま 長期間 にわ たり 収納 機関 から 請求書 の
送付が ない 等相 当の 事由 があ るとき は、当組 合 は貯金 者に 通知 する こと なく 貯金口 座
振替契 約が 終了 した もの とし て取扱 うこ とが で きるも のと しま す。

(2)

前記 3.（1）に 関わ らず 、本サ ービ スに よ る貯金 口座 振替 契約 が成 立し た当日 中に
貯金口 座振 替契 約を 解約 する 場合に は、自ら カ ードを 端末 機に 読み 取ら せ、貯 金口 座
振替契 約の 解約 依頼 電文 を送 信して くだ さい 。当組合 が当 該解 約依 頼電 文を 受信し た
場合に 限り 、貯 金口 座振 替契 約の解 約が 成立 し たもの とし ます 。
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また、 この とき 、暗 証番 号の入 力は 任意 です が 、暗証 番号 が入 力さ れ、 届出の 暗証
番号と の一 致が 確認 でき ない 場合は 、解 約は 成 立しな いも のと しま す。
なお、 端末 機か ら貯 金口座 振替 契約 の解 約依 頼 電文を 送信 でき ない とき は貯 金口座
振替契 約の 解約 はで きま せん 。
（3） 前記（2）にお いて 、本 サービ スに よる 貯 金口座 振替 契約 が成 立し た当 日中に 貯金
口座振 替契 約の 解約 がで きな い場合 には 、届 出 の印鑑 を持 参の うえ 当組 合に て所定 の
貯金口 座振 替契 約の 解約 手続 きを行 って くだ さ い（カ ード による 解約 依頼 はで きま せ
ん。）。
（4） 解約 手続 きを 行う 前に 収納機 関に より 送 付され た請 求書 は、 前記 3 に より貯 金口
座振替 契約 が成 立し たも のと して取 扱い ます 。

5.（本 サー ビス の利 用停 止）
(1)

本サ ービス を利 用す る機 能は 、当 組合 所 定の方 式に より 当組 合へ 申し 出るこ とに
より停 止す るこ とが でき ます 。当組 合は この 申 出を受 けた とき は、 直ち に本 サービ
スを利 用す る機 能を 停止 する 措置を 講じ ます 。 当組合 に対 する 停止 の申 出を 受けて
から、 停止 手続 を実 際に 行う までに 通常 必要 と なる期 間に おい て生 じた 損害 につい
ては、 当組 合は 責任 を負 いま せん。

(2)

この 申出の 後、 本サ ービ スを 利用 する 機 能を再 開す る場 合に は、 当組 合所定 の手
続きに より 当組 合へ 申し 出て くださ い。

(3)

なお 、前記（1）によ る本 サー ビス 利用 機 能停止 がな され てい ても 、停止 前に 成立
した貯 金口 座振 替契 約は、前 記 4.(1)に よら な い限り 、終 了・解除は なさ れま せん 。

6.（カ ード ・暗 証番 号の 管理 等）
(1)

カー ドは他 人に 使用 され ない よう 保管 し てくだ さい 。暗 証番 号は 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 かに貯 金者 から 当組 合へ 通
知して くだ さい 。こ の通 知を受 けた とき は、直 ちに前 記 5.(1)に基 づき本 サー ビス を
利用す る機 能を 停止 する 措置 を講じ ます 。
(2)

カー ドの盗 難に あっ た場 合に は、 当組 合 所定の 届出 書を 当組 合に 提出 してく ださ

い。
(3)

前記 ２ (2) ③ の場 合、本 サー ビス のほ か、ＡＴＭ や窓 口で の入 出金、残高 照会 等、

カード を利 用す る一 切の 取引 が利用 でき なく な ります 。そ の場 合、当 組合 から 請求 が
あり次 第直 ちに カー ドを 返却 してく ださ い。

7.（免 責事 項）
(1)

当組 合が、 カー ドの 電磁 的記 録に よっ て 、端末 機の 操作 の際 に使 用さ れたカ ード

を当組 合が 交付 した もの とし て処理 し、入力 さ れた暗 証番 号と 届出 の暗 証番 号との 一
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致を確 認し て貯 金口 座振 替契 約の受 付を した う えは、カー ドまた は暗 証番 号に つき 偽
造、変 造、 盗用 、紛 失そ の他 の事故 があ って も 、その ため に生 じた 損害 につ いては 、
当組合 は責 任を 負わ ない もの としま す。
(2)

本サ ービス につ いて 仮に 紛議 が生 じて も 、当組 合の 責め によ る場 合を 除き、 お客

さまと 収納 機関 等と の間 で遅 滞なく これ を解 決 するも のと し、当 組合 は一 切の 責任 を
負わな いも のと しま す。
8.（規 定の 準用 ）
この規 定に 定め のな い事 項に ついて はカ ード 規 定、Ｉ Ｃカ ード 規定、また はＪ Ａカ ー
ド（一 体型 ）規 定に より 取扱 います 。

9.（規 定の 変更 ）
(1)

この 規定は 、民 法に 定め る定型 約款 に該 当 します 。当 組合は 、こ の規 定の 各条項 は、

金融情 勢そ の他 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 、民法 の
定型約 款の 変更 の規 定に 基づ いて変 更す るも の としま す。
(2)

前項 による この 規定 の変 更は 、変 更後の 規定の 内容 を、店頭 表示、イン ター ネッ ト
その他 相当 の方 法で 公表 し、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
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上

