デビットカード取引規定
第１章

デ ビッ トカー ド取 引

１．（ 適用範 囲）
次 の各 号の うち、 いず れか の者 （以 下、「 加盟店 」と いい ます。）に 対し て、デ ビッ
トカー ド（ 当組 合がカ ード 規定 およ びＩＣ カー ド規定 にも とづ いて、 普通 貯金 （総 合
口座取 引の 普通 貯金を 含み ます。）、 ＪＡカ ード ローン 、営 農ロ ーンに つい て発 行す る
ＪＡキ ャッ シュ カード 。以 下、「 カー ド」 とい います 。）を 提示 して 、当 該加盟 店が 行
う商品 の販 売ま たは役 務の 提供 等（ 以下、「売 買取引 」と いい ます。）に ついて 当該 加
盟店に 対し て負 担する 債務 （以 下、「 売買 取引 債務」 とい いま す。） を当 該カー ドの 貯
金口座 （以 下、「 貯金 口座 」とい いま す。） から 貯金の 引落 し（ 総合口 座取 引規 定、 Ｊ
Ａカー ドロ ーン 取引約 定書 およ びカ ード規 定、 ＩＣカ ード 規定 、営農 ロー ン取 引約 定
書およ び営 農ロ ーン利 用規 定に もと づく当 座貸 越によ る引 落し を含み ます 。）に よっ て
支払う 取引 （以 下、本 章に おい て「 デビッ トカ ード取 引」 とい います 。） につい ては 、
この章 の規 定に より取 扱い ます 。
①

日 本デ ビット カー ド推 進協 議会（ 以下 、「協 議会」 とい いま す。） 所定 の加 盟店
規 約 （ 以 下 、 本 章 に お い て 「 規 約 」 と い い ま す 。） を 承 認 の う え 、 協 議 会 に 直 接
加盟店 とし て登 録され 、協 議会 の会員 であ る一 または 複数 の金 融機関（以 下、
「加
盟 店 金 融 機 関 」 と い い ま す 。） と 規 約 所 定 の 加 盟 店 契 約 を 締 結 し た 法 人 ま た は 個
人 （ 以 下 、「 直 接 加 盟 店 」 と い い ま す 。）。 た だ し 、 当 該 加 盟 店 契 約 の 定 め に 基 づ
き、当 組合 のカ ードが 直接 加盟 店で 利用で きな い場合 があ りま す。

②

規 約を 承認の うえ 、直 接加 盟店と 規約 所定の 間接 加盟 店契約 を締 結し た法 人ま
た は 個 人 （ 以 下 、「 間 接 加 盟 店 」 と い い ま す 。）。 た だ し 、 規 約 所 定 の 間 接 加 盟 店
契約の 定め に基 づき、 当組 合の カード が間 接加 盟店で 利用 でき ない場 合が あり ま
す。

③

規 約を 承認の うえ 協議 会に 任意組 合と して登 録さ れ、 加盟店 金融 機関 と加 盟店
契約を 締結 した 、民法 上の 組合 の組 合員で ある 、規約 を承 認し た法人 また は個 人
（ 以 下 、「 組 合 事 業 加 盟 店 」 と い い ま す 。）。 た だ し 、 規 約 所 定 の 組 合 契 約 の 定 め
に基づ き、 当組 合のカ ード が組 合事 業加盟 店で 利用で きな い場 合があ りま す。

２．（ 利用方 法等 ）
(1)

カー ドを デビッ トカ ード 取引 に利用 する ときは 、自 らカ ードを 加盟 店に 設置 され
たデビ ット カー ド取引 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 せる かまた は加 盟店 にカ ードを 引き 渡した うえ 加盟 店を通 じて カー ドを
端末機 に読 み取 らせ、 端末 機に 表示 された 売買 取引債 務の 金額 を確認 した うえ で、
端末機 にカ ード の暗証 番号 を第 三者（ 加盟 店の 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)

端末 機を 使用し て、 貯金 の払 戻しに よる 現金の 取得 を目 的とし て、 カー ドを 利用
するこ とは でき ません 。
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(3)

次の 場合 には、 デビ ット カー ド取引 を行 うこと はで きま せん。
①

停 電、 故障等 によ り端 末機 による 取扱 ができ ない 場合

②

１ 回あ たりの カー ドの 利用 金額が 、加 盟店が 定め た最 高限度 額を 超え る場 合、
または 最低 限度 額に満 たな い場 合

③

購 入す る商品 また は提 供を 受ける 役務 等が、 加盟 店が デビッ トカ ード 取引 を行
うこと がで きな いもの と定 めた 商品 または 役務 等に該 当す る場 合

(4) 次の場 合に は、 カード をデ ビッ トカ ード取 引に 利用す るこ とは できま せん 。
①

１ 日あ たりの カー ドの 利用 金額（ カー ド規定 、Ｉ Ｃカ ード規 定に よる 払戻 金額
を含み ます。）が 、当 組合 が定め た範 囲を 超え る場合

②

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

③

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 デ ビ ッ ト カー ド 取 引 を 行 うこ と が で き な いと 定 め て い る日 ま た は 時 間帯
は、
デビッ トカ ード 取引を 行う こと はで きませ ん。
３．（ デビッ トカ ード 取引 契約）
(1)

前条第 １項 によ り暗 証番号 の入 力が され たとき に、端 末機 に口 座引 落確認 を表 す電
文が表 示さ れな いこと を解 除条 件と して、 加盟 店との 間で 売買 取引債 務を 貯金 口座
の引落 しに よっ て支払 う旨 の契 約（以 下、
「 デビ ットカ ード 取引 契約」とい いま す。）
が成立 する もの としま す。

(2)

前項 によ りデビ ット カー ド取 引契約 が成 立した とき は、 次の行 為が なさ れた もの
とみな しま す。
①

当 組合 に対す る売 買取 引債 務相当 額の 預金引 落し の指 図およ び当 該指 図に もと
づいて 引き 落と された 貯金 によ る売 買取引 債務 の弁済 の委 託。 なお、 貯金 引落 し
の指図 につ いて は、通 帳お よび 払戻 請求書 の提 出は不 要で す。

②

加 盟店 銀行 、直接 加盟 店ま たは 任意組 合そ の他の 機構 所定 の者（ 以下 、本 条に
お い て 「 譲 受 人 」 と い い ま す 。） に 対 す る 、 売 買 取 引 債 務 に 係 る 債 権 の 譲 渡 に 関
して当 該売 買取 引に係 る抗 弁を 放棄 する旨 の意 思表示。 なお 、当組 合は、 当該 意
思表示 を、 譲受 人に代 わっ て受 領し ます。

(3)

前項 の「 抗弁を 放棄 する 旨の 意思表 示」 とは、 売買 取引 に関し て加 盟店 また はそ
の特定 承継 人に 対して 主張 しう る、 売買取 引の 無効・ 取消 し・ 解除、 売買 取引 債務
の弁済 によ る消 滅・同 時履 行・ 相殺 、売買 取引 の不存 在、 売買 取引債 務の 金額 の相
違、目 的物 の品 質不良 ・引 渡し 未了 、その 他売 買取引 債務 の履 行を拒 絶す る旨 の一
切の主 張を 放棄 するこ とを 指し ます 。

４．（ 貯金の 復元 等）
(1)

デビ ット カー ド取引 によ り貯 金口 座の貯 金の 引落し がさ れた ときは 、デ ビッ トカ
ード取 引契 約が 解除（ 合意 解除 を含 みます 。）、 取消し 等に より 適法に 解消 され た場
合（売 買取 引の解 消と 併せ てデビ ット カー ド取 引契約 が解 消さ れた場 合を 含み ます。）
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であっ ても 、加 盟店以 外の 第三 者（ 加盟店 の特 定承継 人お よび 当組合 を含 みま す。）
に対し て引 落さ れた貯 金相 当額 の金 銭の支 払を 請求す る権 利を 有しな いも のと し、
また当 組合 に対 して引 落さ れた 貯金 の復元 を請 求でき ない もの としま す。
(2)

前項 にか かわ らず、 デビ ット カー ド取引 を行 った加 盟店 にカ ードお よび 加盟 店が
必要と 認め る本 人確認 書類 を持 参し て、引 落さ れた貯 金の 復元 を加盟 店経 由で 請求
し、加 盟店 がこ れを受 けて 端末 機か ら当組 合に 取消し の電 文を 送信し 、当 組合 が当
該電文 をデ ビッ トカー ド取 引契 約が 成立し た当 日中に 受信 した 場合に 限り 、当 組合
は引落 され た貯 金の復 元を しま す。 加盟店 経由 で引落 され た貯 金の復 元を 請求 する
にあた って は、 自らカ ード を端 末機 に読み 取ら せるか また は加 盟店に カー ドを 引き
渡した うえ 加盟 店を通 じて 端末 機に 読み取 らせ てくだ さい 。端 末機か ら取 消し の電
文を送 信す るこ とがで きな いと きは 、引落 され た貯金 の復 元は できま せん 。

(3)

第１ 項ま たは 前項に おい て引 落さ れた貯 金の 復元等 がで きな いとき は、 加盟 店か
ら現金 によ り返 金を受 ける 等、 加盟 店との 間で 解決し てく ださ い。

(4)

デビ ット カー ド取引 にお いて 金額 等の誤 入力 があっ たに もか かわら ずこ れを 看過
して端 末機 にカ ードの 暗証 番号 を入 力した ため デビッ トカ ード 取引契 約が 成立 した
場合に つい ても 、本条 第１ 項か ら前 項に準 じて 取扱う もの とし ます。

(5)

デビ ット カー ド取引 にお いて 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 をし 、入 力され た暗 証と 届出
の暗証 との 一致 を確認 して 引落 しを したう えは 、カー ドま たは 暗証に つき 偽造 、変
造、盗 用そ 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 いま せん 。ただ し、 この 引落 しが偽 造カ ード・ 変造 カー ドまた は盗 用カ ード
による もの であ り、カ ード およ び暗 証の管 理に ついて 本人 の責 に帰す べき 事由 がな
かった こと を当 組合が 確認 でき た場 合の当 組合 の責任 につ いて は、こ の限 りで はあ
りませ ん。

５．（ 読替規 定）
カ ード をデ ビット カー ド取 引に 利用す る場 合にお ける カー ド規定 なら びに ＩＣ カー
ド規定 の適 用に ついて は、 同規 定第 ７条中 「代 理人に よる 貯金 の預入 れ・ 払戻 しお よ
び振込 」と ある のは「 代理 人に よる貯 金の 預入 れ・払 戻し ・振 込およ びデ ビッ トカー
ド取引 」と 、同 規定第 ７条 第１ 項中「 代理 人に よる貯 金の 預入 れ・払 戻し およ び振 込
の依頼 をす る場 合」と ある のは 「代理 人に よる 貯金の 預入 れ・ 払戻し ・振 込の 依頼お
よびデ ビッ トカ ード取 引を する 場合 」と、 同規 定第 15 条 中「貯 金機 、支 払機 、振込
機」と ある のは 「端末 機」 と読 み替 えるも のと します 。
第２章

キ ャッ シュア ウト 取引

１．（ 適用範 囲）
次 の各 号の うち、 いず れか の者 （以下 、「 ＣＯ加 盟店 」と いいま す。）に対 して 、カ
ードを 提示 して 、当該 加盟 店が 行う 商品の 販売 または 役務 の提 供等（ 以下 、本 章にお
い て 「 売 買 取 引 」 と い い ま す 。） お よ び 当 該 加 盟 店 か ら 現 金 の 交 付 を 受 け る 代 わ り に
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当該現 金の 対価 を支払 う取 引（ 以下、「キ ャッ シュア ウト 取引 」とい いま す。） につ い
て当該 加盟 店に 対して 負担 する 債務 （以下 、「 対価支 払債 務」 といい ます 。）を 当該 カ
ードの 貯金 口座 から貯 金の 引落 し（総 合口 座取 引規定 、Ｊ Ａカ ードロ ーン 取引 約定書
および カー ド規 定、Ｉ Ｃカ ード 規定、 営農 ロー ン取引 約定 書お よび営 農ロ ーン 利用 規
定にも とづ く当 座貸越 によ る引 落し を含み ます 。）に よって 支払 う取 引（以 下、「ＣＯ
デビッ ト取 引」 といい ます 。）に つい ては 、こ の章の 規定 によ り取扱 いま す。
①

協 議会 所定の キャ ッシ ュア ウト加 盟店 規約（ 以下 、本 章にお いて 「規 約」 とい
い ま す 。） を 承 認 の う え 、 協 議 会 に Ｃ Ｏ 直 接 加 盟 店 と し て 登 録 さ れ 加 盟 店 金 融 機
関 と 規 約 所 定 の Ｃ Ｏ 直 接 加 盟 店 契 約 を 締 結 し た 法 人 ま た は 個 人 （ 以 下 、「 Ｃ Ｏ 直
接 加 盟 店 」 と い い ま す 。） で あ っ て 、 当 該 Ｃ Ｏ 加 盟 店 に お け る Ｃ Ｏ デ ビ ッ ト 取 引
を当組 合が 承諾 したも の

②

規 約を 承認の うえ 、Ｃ Ｏ直 接加盟 店と 規約所 定の ＣＯ 間接加 盟店 契約 を締 結し
た法人 また は個 人であ って 、当 該Ｃ Ｏ加 盟店に おける ＣＯ デビ ット取 引を 当組 合
が承諾 した もの

③

規 約を 承認の うえ 協議 会に ＣＯ任 意組 合とし て登 録さ れ、加 盟店 金融 機関 とＣ
Ｏ直接 加盟 店契 約を締 結し た民 法上 の組合 の組 合員で あり 、規 約を 承認し た法 人
または 個人 であ って 、当該 ＣＯ 加盟 店に おける ＣＯデ ビッ ト取 引を当 組合 が承 諾
したも の

２．（ 利用方 法等 ）
(1)

カ ード をＣＯ デビ ット 取引 に利用 する ときは、自ら カー ドを 端末機 に読 み取 らせ
るかまたはＣＯ加盟店にカードを引き渡したうえＣＯ加盟店を通じてカードを端
末機に 読み 取ら せ、端末 機に表 示さ れた 対価 支 払債務 の金 額を 確認し たう えで 、端
末 機 に カ ー ド の 暗 証 番 号 を 第 三 者 （ Ｃ Ｏ 加 盟 店 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、 ＣＯ デビ ット 取引を 行う 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 ができ ない 場合

②

１ 回あ たりの カー ドの 利用 金額が 、Ｃ Ｏ加盟 店が 定め た最高 限度 額を 超え る場
合、ま たは 最低 限度額 に満 たな い場 合

(3)

次の 場合 には、 カー ドを ＣＯ デビッ ト取 引に利 用す るこ とはで きま せん 。
①

１日 あた りの カー ドの利 用金 額（ カー ド規定 、Ｉ Ｃカ ード規 定に よる 払戻 金額
を含み ます。）が 、当 組合 が定め た範 囲を 超え る場合

②

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

③

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

④

そ のＣ Ｏ加盟 店に おい てＣ Ｏデビ ット 取引に 用い るこ とを当 組合 が認 めて いな
いカー ドの 提示 を受け た場 合

⑤
(4)

Ｃ Ｏデ ビット 取引 契約 の申 込みが 明ら かに不 審と 判断 される 場合
購入す る商 品ま たは 提供を 受け る役 務等 が、Ｃ Ｏ加 盟店 がＣＯ デビ ット 取引 を行

うこと がで きな いもの と定 めた 商品 または 役務 等に該 当す る場 合には 、Ｃ Ｏデ ビッ
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ト取引 を行 うこ とがで きま せん 。
(5)

ＣＯ加 盟店 にお いて ＣＯ加 盟店 の業 務を 行うた めに 必要 な量の 現金 を確 保す る必
要があ る場 合な ど、Ｃ Ｏ加 盟店 が規 約に基 づい てキャ ッシ ュア ウト取 引を 拒絶 する
場合に は、 カー ドをキ ャッ シュ アウ ト取引 に利 用する こと はで きませ ん。

(6)

当組合 がＣ Ｏデ ビッ ト取引 を行 うこ とが できな いと 定め ている 日ま たは 時間 帯は 、
ＣＯデ ビッ ト取 引を行 うこ とは でき ません 。

(7)

ＣＯ加 盟店 によ って 、ＣＯ デビ ット 取引 のため に手 数料 を支払 う必 要が ある 場合
があり ます 。そ の場合 、当 該手 数料 の支払 債務 も、次 条の 対価 支払債 務に 含ま れま
す。

３．（ ＣＯデ ビッ ト取 引契 約）
(1)

前条第 １項 によ り暗 証番号 の入 力が され たとき に、 端末 機に口 座引 落確 認を 表す
電文が 表示 され ないこ とを 解除 条件 として 、加 盟店と の間 で対 価支払 債務 を貯 金口
座の引 落し によ って支 払う 旨の 契約（ 以下、
「Ｃ Ｏデビ ット 取引 契約」とい いま す。）
が成立 する もの としま す。

(2)

前項に より 、Ｃ Ｏデ ビット 取引 契約 が成 立した とき は、 次の行 為が なさ れた もの
とみな しま す。
①

当 組合 に対 する対 価支 払債 務相 当額の 貯金 の引落 しの 指図 および 当該 指図 に基
づいて 引落 され た貯金 によ る対 価支 払債務 の弁 済の委 託。
なお、貯金引 落し の指 図に ついて は、通帳お よび 払戻請 求書 の提 出は不 要で す。

②

Ｃ Ｏ加 盟店 銀行、ＣＯ 直接加 盟店 また はＣ Ｏ任意 組合 その 他の機 構所 定の 者（以
下 、 本 条 に お い て 「 譲 受 人 」 と い い ま す 。） に 対 す る 、 対 価 支 払 債 務 に 係 る 債 権
の譲渡 に関 して 当該売 買取 引に 係る 抗弁を 放棄 する旨 の意 思表 示。
なお、 当組 合は 、当該 意思 表示 を、 譲受人 に代 わって 受領 しま す。

(3)

前項の 「抗 弁を 放棄 する旨 の意 思表 示」 とは、 利用 者が 売買取 引に 関し てＣ Ｏ加
盟店ま たは その 特定承 継人 に対 して 主張し うる 、売買 取引 の無 効・取 消し ・解 除、
対価支 払債 務の 弁済に よる 消滅 ・同 時履行 ・相 殺、売 買取 引の 不存在 、対 価支 払債
務の金 額の 相違 、目的 物の 品質 不良 ・引渡 し未 了、そ の他 対価 支払債 務の 履行 を拒
絶する 旨の 一切 の主張 を放 棄す るこ とを指 しま す。

４．（ 貯金の 復元 等）
(1)

ＣＯ デビ ット 取引に より 貯金 口座 の貯金 の引 落しが され たと きは、 ＣＯ デビ ット
取引契 約が 解除（ 合意 解除 を含 みます 。）、取消 し等に より 適法 に解消 され た場 合（売
買取引 また はキ ャッシ ュア ウト 取引 の解消 と併 せてＣ Ｏデ ビッ ト取引 契約 が解 消さ
れた場 合を 含み ます。）であ って も、ＣＯ 加盟 店以外 の第 三者（ ＣＯ 加盟 店の 特定承
継人お よび 当組 合を含 みま す。）に対 して引 落さ れた貯 金相 当額 の金銭 の支 払を 請求
する権 利を 有し ないも のと し、 また 、当組 合に 対して 引落 され た貯金 の復 元を 請求
できな いも のと します 。

(2)

前項 にか かわら ず、ＣＯ デビッ ト取 引を 行った ＣＯ 加盟 店にカ ード およ びＣ Ｏ加
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盟店が 必要 と認 める本 人確 認書 類を 持参し て 、引落さ れた 貯金 の復元 をＣ Ｏ加 盟店
経由で 請求 し、ＣＯ 加盟 店がこ れを 受け て端 末 機から 当組 合に 取消し の電 文を 送信
し、当組合 が当 該電 文を ＣＯデ ビッ ト取 引契 約 が成立 した 当日 中に受 信し た場 合に
限り、当 組合 は引 落され た貯 金の 復元 をしま す 。ＣＯ加 盟店 経由 で引落 され た貯 金
の復元 を請 求す るにあ たっ ては 、自 らカ ード を 端末機 に読 み取 らせる かま たは ＣＯ
加盟店にカードを引き渡したうえＣＯ加盟店を通じて端末機に読み取らせてくだ
さい。端 末機 から 取消し の電 文を 送信 するこ と ができ ない とき は、引落 され た貯 金
の復元 はで きま せん。 なお、 ＣＯ デビッ ト取 引 契約の 解消 は、１ 回の ＣＯデ ビッ ト
取引契 約の 全部 を解消 する こと のみ 認めら れ 、その一 部を 解消 するこ とは でき ませ
ん（売買 取引 とキ ャッシ ュア ウト 取引 を併せ て 行った 場合、 その 一方の みに かか る
ＣＯデ ビッ ト取 引契約 を解 消す るこ ともで きま せん。）。
(3)

第１項 また は前 項に おいて 引落 され た貯 金の復 元等 がで きない とき は、 売買 代金
の返金 を受 ける 方法等 によ り、 ＣＯ 加盟店 との 間で解 決し てく ださい 。

(4)

第２項 にか かわ らず 、加盟 店に よっ ては 、売買 取引 およ びＣＯ デビ ット 取引 契約
のうち 当該 売買 取引に かか る部 分の みを解 消で きる場 合が あり ます。 この 場合 、売
買代金 の返 金を 受ける 方法 等に より 、ＣＯ 加盟 店との 間で 精算 をして くだ さい 。

(5)

ＣＯデ ビッ ト取 引に おいて 金額 等の 誤入 力があ った にも かかわ らず これ を看 過し
て端末 機に カー ドの暗 証番 号を 入力 したた めＣ Ｏデビ ット 取引 契約が 成立 した 場合
につい ても 、本 条第１ 項か ら前 項に 準じて 取扱 うもの とし ます 。

(6)

Ｃ Ｏデ ビッ ト取 引 にお いて 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 をし 、入 力 され た暗 証と 届 出の
暗証と の一 致を 確認し て引 落し をし たうえ は、カード また は暗 証につ き偽 造、変造 、
盗用 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
負い ませ ん。 た だし 、こ の 引落 しが 偽造 カ ード ・変 造カ ード ま たは 盗用 カー ド によ
るも ので あり 、 カー ドお よ び暗 証の 管理 に つい て本 人の 責に 帰 すべ き事 由が な かっ
たこ とを 当組 合 が確 認で き た場 合の 当組 合 の責 任に つい ては 、 この 限り では あ りま
せん。

５.（ ＣＯデ ビッ ト取 引に かかる 情報 の提 供）
Ｃ Ｏ加 盟店 におい て、情報 の漏え い、情報 の不適 切な 取扱 い、貯 金口 座か らの二 重
引落お よび 超過 引落、不正 な取 引等の 事故 等が 発生し た場 合、Ｃ Ｏデ ビッ ト取 引に関
するサ ービ スを 適切に 提供 する ため に必要 な範 囲で、ＣＯデ ビッ ト取 引に 関する 情報
を協議 会お よび 加盟店 金融 機関 に提 供する 場合 があり ます 。また 、苦 情・問合せ につ
いても 、Ｃ Ｏデ ビット 取引 に関 する サービ スを 適切に 提供 する ために 必要 な範 囲で、
当該苦 情・問 合せ に関 する 情報を 協議 会お よび 加盟店 金融 機関 に提供 する 場合 があ り
ます。
６.（ 読替規 定）
カードをＣＯデビット取引に利用する場合におけるカード規定ならびにＩＣカー
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ド規定 の適 用に ついて は、同規 定第７ 条中「代 理人に よる 貯金 の預入 れ・払戻 しおよ
び振込 」と あるの は「 代理 人に よる貯 金の 預入 れ・払 戻し・振込 およ びＣ Ｏデ ビット
取引」と、同規定 第７ 条第 １項 中「代 理人 によ る貯金 の預 入れ・払戻 しお よび 振込の
依頼を する 場合」とあ るの は「 代理人 によ る貯 金の預 入れ・払戻 し・振込 の依 頼およ
びＣＯ デビ ット 取引を する 場合 」と 、同規 定 第 15 条中「 貯金 機、 支払 機、振 込機 」
とある のは 「端 末機」 と読 み替 える ものと しま す。
第３章

公 金納 付

１．（ 適用範 囲）
協 議 会 所 定 の 公 的 加 盟 機 関 規 約 （ 以 下 、 本 章 に お い て 「 規 約 」 と い い ま す 。） を 承
認のう え、 協議 会に公 的加 盟機 関とし て登 録さ れ、協 議会 の会 員であ る一 また は複数
の 金 融 機 関 （ 以 下 、 本 章 に お い て 「 加 盟 機 関 銀 行 」 と い い ま す 。） と 規 約 所 定 の 公 的
加盟機 関契 約を 締結し た法 人（ 以下、「公 的加 盟機関 」と いい ます。）に 対して 、規 約
に定め る公 的加 盟機関 に対 する 公的 債務（ 以下 、「公 的債務 」と いい ます。）の 支払い
のため に、 カー ドを提 示し た場 合は、 規約 に定 める加 盟機 関銀 行が当 該公 的債 務を 支
払うも のと しま す。こ の場 合に 、加盟 機関 銀行 に対し て当 該公 的債務 相当 額を 支払 う
債務（ 以下、「補 償債 務」と いい ます。）を 負担 するも のと し、 当該補 償債 務を 当該 カ
ードの 貯金 口座 から貯 金の 引落 し（総 合口 座取 引規定 、Ｊ Ａカ ードロ ーン 取引 約定書
および カー ド規 定、Ｉ Ｃカ ード 規定、 営農 ロー ン取引 約定 書お よび営 農ロ ーン 利用 規
定 に も と づ く 当 座 貸 越 に よ る 引 落 し を 含 み ま す 。） に よ っ て 支 払 う 取 引 （ 以 下 、 本 章
に お い て 「 デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 」 と い い ま す 。） に つ い て は 、 こ の 章 の 規 定 に よ り 取
扱いま す。
ただし 、当 該公的 加盟 機関 契約 の定め に基 づき 、当組 合の カード が公 的加 盟機 関で
利用で きな い場 合があ りま す。
２．（ 準用規 定等 ）
(1)

カード をデ ビッ トカ ード取 引に 利用 する ことに つい ては 、前記 第１ 章の ２（ 利用
方法等 ）、３（デ ビット カー ド取 引契 約）、４（貯 金の復 元等 ）およ び５（読 替規定 ）
を 準 用 す る も の と し ま す 。 こ の 場 合 に お い て 、「 加 盟 店 」 を 「 公 的 加 盟 機 関 」 と 、
「売買 取引 債務 」を「 補償 債務 」と 読み替 える ものと しま す。

(2)

前項に かか わら ず、 前記第 １章 ２.(3)③ は、本 章の デビ ットカ ード 取引 には 適用
されな いも のと します 。

(3)

前二項 にか かわ らず 、カー ドを 用い て支 払おう とす る公 的債務 が、 当該 公的 加盟
機関が デビ ット カード 取引 によ る支 払いを 認め ていな い公 的債 務であ る場 合に は、
デビッ トカ ード 取引を 行う こと はで きませ ん。

第４章

管理

１．（ 利用停 止）
カード によ る取 引（ 第１ 章、第３ 章の「デ ビッ トカー ド取 引」なら びに 第２章 の「Ｃ
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Ｏ デ ビ ッ ト 取 引 」 を い い 、 以 下 、 本 章 に お い て 「 デ ビ ッ ト カ ー ド 取 引 」 と い う 。） を
希望さ れな い場 合は、 当組 合所 定の方 法に より デビッ トカ ード 取引機 能停 止の 手続 を
行って くだ さい 。この 手続 を行 ったと きは 、当 組合は デビ ット カード 取引 を行 う機 能
を停止 する 措置 を講じ ます 。こ の手続 を行 う前 に生じ た損 害に ついて は、 当組 合は責
任を負 いま せん 。
２．（ カード ・暗 証番 号の 管理等 ）
(1)

カード は第 三者 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 １に 基づき デビ ット カー ド
取引機 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)

デビッ トカ ード 取引 におい て、 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 、デビ ット カー ド取 引のほ か、Ａ ＴＭ 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 。

３.（ 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 取り 扱い ます。
４.（ 規定の 改定 ）
(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

項に、 金融 情勢そ の他 諸般 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 める規 定改 正日 以降、 最初 にこ のカ
ードを 利用 した 日をも って 承諾 した ものと みな し、そ の日 以降の 取引 から 適用す る
ものと しま す。な お、 新規 定の 適用開 始日 につ いても 別の 定め をした 場合 は、 その
定めに よる もの としま す。
以
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上

