
ＢＡＮＫアプリ規定 

 

ＢＡＮＫアプリ規定（以下「この規定」といいます。）は、株式会社あおぞら銀行（以下「当

行」といいます。）が提供するスマートフォン端末またはタブレット端末用アプリケーション（以

下「本アプリ」といいます。）を利用する場合の取扱いを記載したものです。お客さまは、この

規定ならびに準用される各種規定およびその他の取引関連諸規定の内容を十分に理解・同意し

たうえで、お客さま自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。 

 

本アプリは当行所定のスマートフォン端末またはタブレット端末（あわせて以下「端末」とい

います。）でのみご利用いただけます。ただし、当行所定の端末であっても、ご利用環境により

正常に機能・動作しない場合があります。 

 

なお、お客さまが、第 1編に定める本サービスの利用を行うにあたっては、当行の本支店に口

座をお持ちで、かつ当行とインターネットバンキング（当行の「あおぞらインターネットバンキ

ング規定」に定める「インターネットバンキング」をいいます。以下同じです。）の契約を締結

している必要があります。これらの条件を充足し、当行の指定する手続を完了したお客さまは、

利用者（第 1編の 1.に定義されます。）として、第 1編に定める本サービスをご利用になれます。 

また、これらの条件を充足していないお客さまは、体験利用者（第 2 編の 1.に定義されます。）

として、第 2編に定める体験サービスのみをご利用になれます。 

利用者には、第 1編（本アプリおよび本サービスのご利用について）の各条項が、また、体験

利用者には、第 2 編（本アプリおよび体験サービスのご利用について）の各条項が適用されます

ので、これらの内容を十分に理解・同意したうえで、お客さま自らの判断と責任において、本ア

プリを利用するものとします。 

 

第 1編：本アプリおよび本サービスのご利用について 

1.（用語の定義） 

①「本サービス」とは、後記 4．の各号に定める本アプリにログインしてご利用いただけるサ

ービスをいいます。 

②「The Savings」とは、本アプリにて利用者が任意に目標（目標額・積立条件等。あわせて

以下「目標」といいます。）を設定し、設定した積立条件等をもとに、当行所定の方法によ

り、当行の BANK 支店（以下「BANK 支店」といいます。）の利用者名義の普通預金口座（以

下「BANK 支店普通預金口座」といいます。）と BANK 支店の利用者名義の貯蓄預金口座（以

下「BANK 支店貯蓄預金口座」といいます。）との間の振替による預入または払戻のサービス

およびこれに付帯・関連するサービスとして当行が利用者に提供するサービスをいいます。 

③「ストーリー」とは、本アプリ上で当行が「ストーリー」として情報提供するコンテンツを

いいます。 



④「Visa デビット取引」とは、当行の Visa デビット機能付きキャッシュカード（あおぞらキ

ャッシュカード・プラス）を使用して、Visa Worldwide Pte. Limited（以下「国際提携組

織」といいます。）と提携した金融機関・クレジット会社の加盟店の施設・店舗等（海外の

ATM、インターネット上のオンラインショッピングサイト等も含みます。）において、会員

（当行本支店に預金口座を有し、かつ、当行所定の方法に従い当行のデビットカード取引シ

ステムへの入会の申込みをした日本国内に居住する個人をいいます。）が商品を購入し、ま

たは役務の提供を受けることに伴い、会員に履行義務が発生する債務を、会員の預金口座か

ら預金の払い戻しによって、国際提携組織所定の手続きに従って、弁済する取引をいいま

す。 

⑤「利用者」とは、この規定第 1編に同意し、本アプリおよび本サービスを利用しようとし、

または利用する本人（日本国内に居住する個人に限ります。）をいいます。 

⑥「ログイン ID」とは、インターネットバンキングにログインするためのログイン ID で、ロ

グインパスワードと組み合わせて、利用者とその他の者とを識別するために用いられる符

号をいいます。 

⑦「ログインパスワード」とは、インターネットバンキングにログインするためのログインパ

スワードで、ログイン ID と組み合わせて、利用者とその他の者とを識別するために用いら

れる符号をいいます。 

 

2．(規定への同意) 

(1)利用者は、この規定に同意のうえ、本アプリのダウンロードおよび使用、ならびに後記４．

各号に定める本サービスの利用を行うものとします。 

(2)この規定の第 1 編は、本アプリおよび本サービスの利用に関し、当行および利用者に対して

適用されます。当行が本アプリに個別規定または追加規定を掲載する場合、それらはこの規

定の一部を構成するものとし、利用者は当該個別規定および追加規定も遵守するものとしま

す。当該個別規定または追加規定がこの規定と抵触する場合には、当該個別規定または追加

規定が優先するものとし、その限りにおいてこの規定は変更されたものとします。本アプリ

からリンクされた他のサイトについては、そのサイトの利用規約等に同意のうえ、それに従

ってご利用ください。 

 

3．(利用条件) 

(1)本アプリは利用者がインターネットに接続、閲覧することができる端末にダウンロードして、

本サービスまたは第 2 編に定義する体験サービスを利用するための専用アプリケーションの

ことをいいます。 

(2)本アプリおよび本サービスをご利用できるのは、当行の本支店に口座をお持ちの方で、イン

ターネットバンキング契約のある方です。 

(3)本アプリの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。ただし、当該時間内であっても、



システムメンテナンス等の実施により、本アプリを利用することができない場合があります。 

(4)本アプリの利用および本アプリのダウンロード（バージョンアップ等に伴う再ダウンロード

を含みます。以下本(4)において同じです。）には別途通信料がかかり、利用者のご負担とな

ります。ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。  

 

4．(本サービスの内容) 

本アプリで提供するサービスの内容は以下の各号のとおりとします。但し、本サービスの全

部または一部は、当行の都合で変更・廃止または追加することがあります。 

①当行本支店の利用者名義の普通預金または定期預金、投資信託および利用者名義の BANK 支

店の貯蓄預金の残高照会機能。 

②当行本支店の利用者名義の普通預金の入出金明細照会機能。 

③The Savings の目標の作成および積立機能。 

④利用者が、本アプリを通じて、BANK 支店普通預金口座と BANK 支店貯蓄預金口座間の振替え

指図を行う機能 

⑤当行本支店の利用者名義の預金口座に係る Visa デビット取引の利用状況照会機能、および

Visa デビット取引に係るキャッシュバック金額の照会機能。 

⑥当行本支店の利用者名義の預金口座に係る Visa デビット取引の利用制限設定、または利用

限度額変更機能。 

⑦利用者が、ストーリーを閲覧する機能。 

 

5．(The Savings に関する注意事項)  

The Savings のご利用にあたっては、以下の各号に定める事項をご確認、ご承諾の上、ご利

用いただくものとします。 

①The Savings のご利用にあたっては、BANK 支店普通預金口座および BANK 支店貯蓄預金口座

を開設いただく必要があります。 

②利用者は、BANK 支店貯蓄預金口座上に本アプリでのみ管理を行うための目標を任意で作成

することができ、その目標に対して本アプリを利用して積立を行うことができます。目標を

作成せずに、また目標以外の目的で、BANK 支店普通預金口座から BANK 支店貯蓄預金口座に

資金を振替えることはできません。 

③The Savings により提供されるサービス内容については、別途当行が指定し、当行ウェブサ

イト等で公表するところによるものとします。 

④本アプリ上での目標の作成、削除および BANK 支店普通預金口座と BANK 支店貯蓄預金口座

間の資金振替等は利用者の責任のもと行われるものであり、当行はその責任を負いません。 

⑤ログイン ID を失念した場合等当行が別途指定する場合には、締結済のインターネットバン

キングの契約を解約のうえ再契約していただくことがあります。この場合、設定した目標の

目標詳細（目標名・目標額・積立条件・メモ・写真等も含みますがこれらに限りません。）



や積立履歴は本アプリ上から抹消され、これに伴い、BANK 支店貯蓄預金口座の残高につい

てはすべて、設定されていた目標にかかわらず、当行の指定する項目（「利息など」）に振り

分けられ、BANK 支店貯蓄預金口座内で管理されます。 

 

6.(利用方法) 

(1)初回および本アプリを起動する端末を変更した場合は変更の都度、本アプリ起動時に、ロ

グイン ID、ログインパスワード（以下「ログイン ID・パスワード」といいます。）を用いて

ログインを行い認証完了後、以下の①のログイン方法を登録する必要があります。また、以

下の①のログイン方法に、以下の②または③のいずれかのログイン方法を追加して、登録す

ることができます。ログイン方法の登録にあたり、利用者が、ログイン ID・パスワードを

用いてログインを行い認証完了した場合、ログイン方法の登録について当行所定の本人確

認が行われたものとします。 

①パスワード認証ログイン方式 

A. パスワード認証ログイン方式とは、本アプリに 4桁から６桁の数字（以下「アプリパ

スワード」といいます。）を設定いただき利用する方法をいいます。この方法では、利用

者が入力した数字とアプリパスワードの一致を当行が確認できた場合、本サービスを利

用することができます。 

B. パスワード認証ログイン方式を利用するためには、アプリパスワードの設定が必要で

す。アプリパスワードは、利用者が利用者ご自身で厳重に管理してください。 

②生体認証機能による認証方式 

A. 生体認証機能による認証方式とは、利用者の端末に搭載されている生体認証機能を利

用する方法をいいます。なお、生体認証機能による認証方式で利用可能な生体情報（個

人の顔、指紋等の身体の一部の特徴）は当行所定のものに限ります。この方法では、利

用者が認証する生体情報と端末に登録している生体情報が一致した場合、本サービスを

利用することができます。 

B. 生体認証機能を利用するためには、当行所定の機能を備える端末により、当行所定の

方法で、生体認証機能の利用登録が必要です。 

C. 生体認証機能による認証方式で利用する利用者の生体情報は、当行では取得、保存し

ません。生体情報および当該生体情報を保存された端末は、利用者が利用者ご自身で厳

重に管理してください。 

③端末の画面ロック解除機能による認証方式（Android のみ） 

A. 端末の画面ロック解除機能による認証方式とは、利用者の端末に搭載されている画面

ロック解除機能を利用する方式をいいます。この方法では、利用者が入力した情報と、

利用者が端末の画面ロック解除のために設定したパターンその他の情報（以下「ロック

解除情報」といいます。）が一致した場合、本サービスを利用することができます。 

B. 端末の画面ロック解除機能を利用するためには、当行所定の機能を備える端末により、



当行所定の方法で、端末の画面ロック解除機能で利用する利用者のロック解除情報の設

定等の利用登録が必要です。 

C. 端末の画面ロック解除機能で利用する利用者のロック解除情報は、当行では取得、保

存しません。ロック解除情報およびロック解除情報は、利用者が利用者ご自身で厳重に

管理してください。 

(2)前記（1）②の生体認証機能による認証方式、および、前記（1）③の端末の画面ロック解除

機能による認証方式は、端末、OS の種類により選択できない場合があります。 

(3)前記（1）により登録したログイン方法はいつでも、当行所定の方法により、前記（1）①か

ら③に定める方式のうち他の方式に、当行所定の方法により変更することが可能です。 

(4)利用者は前記（1）①のパスワード認証ログイン方式、前記（1）②の生体認証機能による認

証方式および前記（1）③の端末の画面ロック解除機能による認証方式の利用解除手続を当

行所定の方法によりすることができます。 

(5) 前記（1）②の生体認証機能または前記（1）③の端末の画面ロック解除機能による認証が

不一致で複数回誤ると、自動的に前記（1）①のパスワード認証ログイン方式に変更します。 

(6)前記（1）①のパスワード認証ログイン方式において、アプリパスワードによる認証が不一

致で複数回誤ると本アプリがロックします。再度本アプリを使用するためには、ログイン

ID・パスワードを使用してのログインが必要となり、ログイン後に改めて前記（1）①から

③に定めるいずれかのログイン方式の登録が必要となります。 

(7)利用者は、本アプリをダウンロードした端末を、利用者自身の責任において厳重に管理し、

コンピューターウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏えいの防止等の適切な情報セ

キュリティを保持してください。 

(8)本アプリをダウンロードした端末を処分する場合、その他本アプリの使用を終了する場合

は、利用者が本アプリを必ず削除するものとします。 

(9)ログイン時または本アプリ利用時に、①入力されたログイン ID・パスワードと利用者によ

り当行に届出られたログイン ID・パスワードとの当行による照合、②前記（1）により登録

されたログイン方法を利用したログイン、または③その他当行所定の方法のうち、当行が指

定するいずれかの方法により、本サービスの利用（本サービスに係る取引または手続等の取

り扱いの依頼も含みます。以下本(9)に同じです。）が行われた場合には、利用者本人による

利用とみなして取り扱います。この場合、当該本サービスの利用に供された情報等（ログイ

ン ID・パスワード、アプリパスワードおよび生体情報も含みますがこれらに限りません。）

につき、偽造、変造、改ざん、盗用、不正使用その他の事故があっても、また当該本サービ

スの利用が権限のないもしくは権限を逸脱した利用者以外の者の行為等によるものであっ

ても、それらのために利用者または第三者に生じた損害については、当行は、一切責任を負

いません。 

 

7．(利用者の義務および責任) 



(1)利用者は、本アプリおよび本サービスを利用するための通信機器やソフトウェア、電話の

利用契約の締結、端末の利用契約の締結、インターネットサービスプロバイダへの加入等を

自己の費用および責任において準備し、実施するものとします。また、利用者が本アプリの

利用および本サービスを受けるにあたって使用する端末その他の機器が正常に稼働する環

境の確保は利用者の責任とします。当行は、利用者が本アプリの利用および本サービスを受

けるにあたって使用する端末その他の機器が正常に稼働することについていかなる保証も

せず、また一切の責任も負いません。当行は、本アプリがすべての端末に対応することを保

証するものではありません 

(2)利用者は、ログイン ID・パスワード、アプリパスワード等の本アプリへのログインに係る

情報（以下「ログイン情報」といいます。）を自らの責任において厳重に管理しなければな

りません。当行は、ログイン ID・パスワード、アプリパスワード等の本アプリへのログイ

ン情報が他の第三者に使用されたことによって当該利用者または第三者が被る損害につい

ては、当該利用者の故意過失の有無にかかわらず、一切責任を負いません。当行は、ログイ

ン ID・パスワード、アプリパスワード等の本アプリへのログイン情報によりなされた本サ

ービスの利用は、当該利用者によりなされたものとみなします。 

 

8．(譲渡・質入れ等の禁止) 

利用者は、本アプリを自身による利用のみの目的で利用するものとし、本アプリにもとづく

利用者の権利について譲渡、質入れ、第三者への貸与等はできません。 

 

9．(免責事項) 

(1)利用者が利用している端末の障害、不具合、機種変更、初期化、電源オフおよび圏外時の利

用、通信機械およびコンピューター等の障害ならびに回線障害、指紋認証またはパスワード

入力の不一致によるログイン不能、利用者取引情報の更新タイミング・利用時間外により、

本アプリのサービスの取扱が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害につ

いて当行は一切の責任は負いません。 

(2)災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、もしくは裁判所等公的機関の措置等や

むをえない事由により、本アプリのサービスの取扱が遅延もしくは不能となった場合、それ

により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 

(3)公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線の通信経路において盗聴

等がなされたことにより利用者のパスワード等、取引情報が漏えいし、または改ざんされた

場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 

(4)端末を盗用、不正使用、その他事故により、本アプリが不正使用されたことにより情報漏え

いした場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 

(5)本アプリの最新版を端末にダウンロードしていないことにより、本アプリのサービスの取

扱が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を



負いません。 

(6)当行所定の端末を利用したことにより、本アプリのサービスの取扱が遅延もしくは不能と

なった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 

(7)利用者が居住地の変更などにより日本国外に居住することになった場合には、利用者は本

サービスを利用しないでください。利用者が、この場合以外で、一時的に日本国外から利用

される場合には、当行はそれらの利用に係る行為がすべて日本国内で行われたものとみな

します。また、その国の法律・制度・通信事情・端末の仕様などによっては、ご利用いただ

けないことがあります。なお、日本国外からの利用によって生じた損害については、当行は

いっさい責任を負いません。 

 

10.(本サービスの種類・内容等の改廃および規定の変更) 

(1)本アプリの仕様またはサービスの種類・内容等は、当行の都合で変更等（本アプリのサービ

ス自体の廃止を含みます）をすることがあります。また、本アプリのサービスを変更等する

ために、一時的に利用を停止させていただくことがあります。 

(2)本アプリのサービス利用時間、手数料等は、当行の都合で変更等をすることがあります。 

(3)この規定は、当行の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は、変更後の規定に

従うものとし、この変更によって生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由による

場合を除き、当行はいっさい責任を負いません。 

(4)前記（1）から（3）までの改廃・変更については、本アプリまたは当行所定のウェブサイト

への掲示等、当行が適当と認める方法および範囲で告知します。 

 

11.(アプリの権利帰属等) 

(1)本アプリに係る著作権その他一切の知的財産権その他一切の権利は当行または第三者に帰

属します。 

(2)利用者は、本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・修正・蓄

積・転送・改変またはリバースエンジニアリング等をおこなってはならないものとします。 

(3)本サービスにおいて、当行が利用者に提供するストーリーに関する著作権その他一切の知

的財産権は当行に帰属します。 

 

12.(利用者情報の取得および利用) 

(1)当行は、利用者の個人情報その他の利用者に関する情報を、当行が別途定めるプライバシ

ーポリシーに従って適切に取り扱います。 

(2)当行は、利用者が本アプリを利用された場合において、当行が定めるプライバシーポリシ

ーに同意したものとして取扱、当該利用に係る情報を自動的に取得します。 

 

13. (本アプリのサービスの終了) 



(1)本アプリのサービスは、当行における利用者のインターネットバンキング契約が解約され

たときに、自動的に終了し、ご利用できなくなります。 

インターネットバンキングの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができ

ます。ただし、当行の都合による解約の場合には、当行は利用者あてに通知を行うものとし、

利用者の都合による解約の場合には、利用者は当行所定の方法により当行に届け出を行う

ものとします。当行より利用者あての通知は、利用者の届出の住所または電子メールアドレ

スあてに行いますが、通知が延着し、または到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に

到着したものとみなします。 

(2)当行は、当行の都合により、当行が適当と判断する方法で利用者にその旨を通知すること

により、本アプリのサービスを廃止することができます。 

(3)当行は、前記 10．および本 13．に定める本サービスの廃止等により生じた損害について、

損害賠償または原状回復その他一切の責任を負いません。 

 

14.(規定の準用) 

この規定に定めのない事項については、当行の定める他の規定などにより取扱います。当行

の規定は、本アプリまたは当行ウェブサイト上に掲示します。 

 

15.(準拠法および管轄) 

この規定の準拠法は日本法とし、この規定、本アプリおよび本サービスに関して訴訟の必要

が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 

 

 

第 2 編：本アプリおよび体験サービスのご利用について 

1．(用語の定義) 

①「体験サービス」とは、後記 4．の各号に定める本アプリにログインせずにご利用いただけ

るサービスをいいます。 

②「The Savings」（体験サービス）とは、本アプリにて利用者が任意に目標（目標額・積立条

件等）を設定し、第 1 編の The Savings のサービスの一部の体験ができるサービスです。

The Savings（体験サービス）では、当行の BANK 支店（以下「BANK 支店」といいます。）の

体験利用者名義の普通預金口座（以下「BANK 支店普通預金口座」といいます。）と BANK 支

店の体験利用者名義の貯蓄預金口座（以下「BANK 支店貯蓄預金口座」といいます。）との間

の振替による預入または払戻のサービスおよびこれに付帯・関連するサービスとして当行

が別途定めて利用者に提供するサービスはご利用になれません。 

③「ストーリー」とは、本アプリ上で当行が「ストーリー」として情報提供するコンテンツを

いいます。 

④「体験利用者」とは、この規定第 2編に同意し、本アプリおよび体験サービスを利用しよう



とし、または利用する本人（日本国内に居住する個人に限ります。）をいいます。 

 

2.(規定への同意) 

(1)体験利用者は、この規定に同意のうえ、本アプリのダウンロードおよび使用、ならびに後記

4．の各号に定める体験サービスの利用を行うものとします。 

(2)この規定の第 2 編は、本アプリおよび体験サービスの利用に関し、当行および体験利用者に

対して適用されます。当行が本アプリに個別規定または追加規定を掲載する場合、それらは

この規定の一部を構成するものとし、体験利用者は当該個別規定および追加規定も遵守す

るものとします。当該個別規定または追加規定がこの規定と抵触する場合には、当該個別規

定または追加規定が優先するものとし、その限りにおいてこの規定は変更されたものとし

ます。本アプリからリンクされた他のサイトについては、そのサイトの利用規約等に同意の

うえ、それに従ってご利用ください。 

 

3.(利用条件) 

(1)本アプリは体験利用者がインターネットに接続、閲覧することができる端末にダウンロー

ドして、第 1 編に定める本サービスおよび体験サービスを利用するための専用アプリケー

ションのことをいいます。 

(2)本アプリおよび体験サービスについては、当行の本支店に預金口座をお持ちではない方、

インターネットバンキング契約のある方でなくとも、体験利用者ご本人（個人に限ります）

は利用可能です。ただし、第 1 編の本サービスについては、第 1 編 3．(2)の条件を満たし

た方が、当行所定の手続を完了した場合に限りご利用可能となります。 

(3)本アプリの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。ただし、当該時間内にかかわら

ず、システムメンテナンス等の実施により、本アプリを利用することができない場合があり

ます。 

(4)本アプリの利用および本アプリのダウンロード（バージョンアップ等に伴う再ダウンロー

ドを含みます。以下本(4)において同じです。）には別途通信料がかかり、体験利用者のご負

担となります。ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。 

 

4．(体験サービスの内容) 

本アプリで提供する体験サービスの内容は以下の各号のとおりとします。但し、体験サービ

スの全部または一部は、当行の都合で変更・廃止または追加することがあります。 

①The Savings（体験サービス）の目標（目標額・積立条件等）の作成。 

②体験利用者が、ストーリーを閲覧する機能。 

 

5.(利用方法) 

(1)初回の本アプリ起動時に、本規定に同意の上、当行の指定する方法により体験を開始して



いただくことになります。 

(2)体験利用者は、本アプリをダウンロードした端末を、体験利用者自身の責任において厳重

に管理し、コンピューターウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏えいの防止等の適切

な情報セキュリティを保持してください。 

(3)本アプリをダウンロードした端末を処分する場合、その他本アプリの使用を終了する場合

は、体験利用者が本アプリを必ず削除するものとします。 

 

6．(体験利用者の義務および責任) 

(1)体験利用者は、本アプリおよび体験サービスを利用するための通信機器やソフトウェア、

電話の利用契約の締結、端末の利用契約の締結、インターネットサービスプロバイダへの加

入等を自己の費用および責任において準備し、実施するものとします。また、体験利用者が

本アプリの利用および体験サービスを受けるにあたって使用する端末その他の機器が正常

に稼働する環境の確保は体験利用者の責任とします。当行は、体験利用者が本アプリの利用

および体験サービスを受けるにあたって使用する端末その他の機器が正常に稼働すること

についていかなる保証もせず、また一切の責任も負いません。当行は、本アプリがすべての

端末に対応することを保証するものではありません 

(2)体験利用者は、本アプリをダウンロードした端末を自らの責任において厳重に管理しなけ

ればなりません。当行は、本アプリをダウンロードした端末が他の第三者に使用されたこと

によって当該体験利用者または第三者が被る損害については、当該体験利用者の故意過失

の有無にかかわらず、一切責任を負いません。当行は、本アプリをダウンロードした端末に

よりなされた体験サービスの利用は、当該体験利用者によりなされたものとみなします。 

(3)体験利用者が居住地の変更などにより日本国外に居住することになった場合には、体験利

用者は体験サービスを利用しないでください。体験利用者が、この場合以外で、一時的に日

本国外から利用される場合には、当行はそれらの利用に係る行為がすべて日本国内で行わ

れたものとみなします。また、その国の法律・制度・通信事情・端末の仕様などによっては、

ご利用いただけないことがあります。なお、日本国外からの利用によって生じた損害につい

ても、当行はいっさい責任を負いません。 

 

7．(譲渡・質入れ等の禁止) 

体験利用者は、本アプリを自身による利用のみの目的で利用するものとし、本アプリにもと

づく体験利用者の権利について譲渡、質入れ、第三者への貸与等はできません。 

 

8．(免責事項) 

(1)体験利用者が利用している端末の障害、不具合、機種変更、初期化、電源オフおよび圏外時

の利用、通信機械およびコンピューター等の障害ならびに回線障害等により、本アプリのサ

ービスの取扱が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一



切の責任は負いません。 

(2)災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、もしくは裁判所等公的機関の措置等や

むをえない事由により、本アプリのサービスの取扱が遅延もしくは不能となった場合、それ

により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 

(3)公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線の通信経路において盗聴

等がなされたことにより体験利用者の情報が漏えいし、または改ざんされた場合、それによ

り生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 

(4)端末を盗用、不正使用、その他事故により、本アプリが不正使用されたことにより情報漏え

いした場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 

(5)本アプリの最新版を端末にダウンロードしていないことにより、本アプリのサービスの取

扱が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を

負いません。 

(6)当行所定の端末以外の端末を利用したことにより、本アプリのサービスの取扱が遅延もし

くは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。 

 

9．(体験サービスの種類・内容等の改廃および規定の変更) 

(1)本アプリの仕様またはサービスの種類・内容等は、当行の都合で変更等（本アプリのサービ

ス自体の廃止を含みます）をすることがあります。また、本アプリのサービスを変更等する

ために、一時的に利用を停止させていただくことがあります。 

(2)本アプリのサービス利用時間、手数料等は、当行の都合で変更等をすることがあります。 

(3)この規定は、当行の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は、変更後の規定に

従うものとし、この変更によって生じた損害については、当行はいっさい責任を負いません。 

(4)前記（1）から（3）までの改廃・変更については、本アプリまたは当行所定のウェブサイト

への掲示等、当行が適当と認める方法および範囲で告知します。 

 

10.(アプリの権利帰属等) 

(1)本アプリに係る著作権その他一切の知的財産権その他一切の権利は当行または第三者に帰

属します。 

(2)体験利用者は、本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・修正・

蓄積・転送・改変またはリバースエンジニアリング等をおこなってはならないものとします。 

(3)体験サービスにおいて、当行が体験利用者に提供するストーリーに関する著作権その他一

切の知的財産権は当行に帰属します。 

 

11.(体験利用者情報の取得および利用) 

当行は、体験利用者による体験サービスのご利用に関して個人情報を取得することを予定

しておりません。体験サービスの利用に関して体験利用者は個人情報を入力および当行に提供



しないでください。万一、体験サービスの利用にあたって、当行が体験利用者の個人情報その

他体験利用者に関する情報の提供を受けた場合には、これに関連して体験利用者に生じた損害

については、当行は一切の責任を負いません。 

 

12．(本アプリの体験サービスの終了) 

(1)本アプリの体験サービスについて、当行はいつでもその全部または一部を体験利用者への

事前または事後の通知等を行うことなく、中止・停止または廃止することができます。これ

らの場合本アプリの体験サービスは、ご利用になれなくなります。 

(2)当行は、前記 9．および本 12．に定める体験サービスの廃止等により生じた損害について、

損害賠償または原状回復その他一切の責任を負いません。 

 

13．(規定の準用) 

この規定に定めのない事項については、当行の定める他の規定などにより取扱います。当行

の規定は、本アプリまたは当行ウェブサイト等に掲示します。 

 

14．(準拠法および管轄) 

この規定の準拠法は日本法とし、この規定、本アプリおよび体験サービスに関して訴訟の必

要が生じた場合には、当行本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 

 

実施日：2019 年 7 月 16 日 


