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スマートフォン認証サービス利用規約 

 
本規約は、当社が提供するスマートフォン認証サービス（以下、「本サービス」といいます。）

を利用する場合の取り扱いを定めたものです。なお、特段の定めがない限り、当社が別途定め

る『eダイレクト預金取引規定』における定義は本規約においても適用されるものとします。 

 

第 1条 スマートフォン認証サービス 

1. 本サービスは、本預金口座をお持ちのお客さまが、あらかじめお手持ちのスマートフォン

（インターネットへの接続および閲覧が可能な高機能携帯端末をいいます。以下同じ。）に

ダウンロードした当社所定のスマートフォン認証サービスアプリを利用して、第 4条に規定

された手続きに基づき本預金口座から他口座への振込・振替の承認を行うことができるサー

ビスです。 

2. 振込・振替の内容の入力、振込・振替に関する取引明細、預金残高、入出金明細の詳細等

の照会は本サービスには含まれません。ウェブサイトにログインし、お客さま専用ページに

て行ってください。 

3. 本サービスを利用いただける方は、本預金口座をお持ちで、かつ、スマートフォン認証サ

ービスアプリをスマートフォンにダウンロードのうえ、本規約に同意いただいたお客さまと

します。本サービスを利用して行われる取引については、本規約の他、『eダイレクト預金取

引規定』その他当社が別途定める各種関連規定等が適用されます。 

4. お客さまは、本サービスを無料で利用することができます。ただし、スマートフォン認証

サービスアプリの利用およびダウンロード（バージョンアップ等に伴う再ダウンロードを含

みます。）には別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります（スマートフォンの利用

環境によっては、ダウンロードに時間を要する場合があります。）。また、本サービスはスマ

ートフォンまたはインターネット回線の利用不可能な地域または状況下での利用はできま

せん。 

5. 本サービスの利用にあたり、第 3条第 2項の手続きを行うことができるスマートフォンは、

本預金口座 1口座につき 1台のみです。また、スマートフォン 1台につき、第 3条第 2項の

手続きを行うことができる本預金口座は 1口座のみです。 

6. 本サービス利用開始手続き後は、他口座への振込・振替の際は必ずスマートフォン認証サ

ービスアプリで承認することが必要です。お客様カード記載の確認番号（以下、「確認番号」

といいます。）を使用した振込・振替はできません。なお、「お客様カード」は引き続きお客

さま専用ページで他のお取引で使用しますので、大切に保管してください。 

7. お客さまが本預金口座を解約された場合は、本サービスも自動的に終了します。スマート

フォン認証サービスアプリも利用できなくなりますので、削除を行ってください。 

8. 当社は、お客さまへの通知およびお客さまの承諾なく、いつでもスマートフォン認証サー

ビスアプリの提供の中止、内容変更、バージョンアップを行うことがあります。本サービス

の利用にあたっては、当社が提供する最新のスマートフォン認証サービスアプリをご利用く
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ださい。なお、ウェブサイトのシステム改修等の理由により、本サービスが利用できない場

合があります。 

9. 当社は、お客さまが本規約または当社の他の規定、規則等に違反した場合に、本サービス

を終了することができるものとします。この場合、スマートフォン認証サービスアプリも利

用できなくなりますので、削除を行ってください。 

 

第 2条 申し込み方法  

1. 本サービスの利用開始にあたっては、本預金口座開設後、ウェブサイトにログインし、お

客さま専用ページの「各種変更手続き」から「スマートフォン認証サービス申し込み」を

選択し、画面の指示に従って入力を行ってください。 

本サービスの申し込みにあたり、「確認番号」を入力する必要がありますので、お手元に

「お客様カード」をご用意ください。 

2. 以下の場合、当社は本サービスの申し込みをお断りする場合があります。 

(1)お客さまが本サービスを利用するために使用するスマートフォンが、当社が別途定める

「動作確認済み環境」に該当しない場合。 

(2)その他当社がお客さまによる本サービスの利用が適当でないと判断した場合。 

 

第 3条 利用開始手続き 

1. 前条に基づく本サービス申し込みが完了すると、お客さまに対し次の各号のご連絡をさせ

ていただきます。そこに記載されている URL または QR コードから、ウェブサイトを経由し

てアプリケーションマーケットにアクセスし、スマートフォン認証サービスアプリをダウン

ロードしてください。 

(1) お客さまの当社へお届けの Eメールアドレスに「スマートフォン認証サービス申し込み

受け付けのご連絡」を送信します。 

(2) お客さまの当社へお届けの住所に「スマートフォン認証サービス申し込みのご連絡」を

簡易書留で郵送します。 

2. 前項第 2 号のご連絡の中に「認証コード」が記載されています。スマートフォン認証サー

ビスアプリを立ち上げてログインした後、「確認番号」を入力し、さらに「認証コード」を

入力してください。 

3. 前項の手続きが完了し、当社へお届けのお客さまの E メールアドレスに「スマートフォン

認証サービス利用開始のご連絡」を送信した時点より、お客さまは、本サービスの利用を開

始することができます。 

4. スマートフォン認証サービスアプリに類似の不正アプリ、不正プログラムに十分ご注意く

ださい。携帯電話会社等が提供するセキュリティ対策ソフトの導入をお勧めします。 

5. 「認証コード」は本サービス利用開始手続きに必要なものですので、本サービス利用開始

手続き完了まで大切に保管してください。また、有効期限が設定されていますので、それま

でに本サービス利用開始手続きを完了させてください。「認証コード」の再発行はいたしま

せん。有効期限内に本サービス利用開始手続きが完了しなかった場合は、第 2 条および第 3
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条に基づき改めて本サービスの申し込みおよび本サービス利用開始手続きを行ってくださ

い。また、「認証コード」を紛失した場合は、「認証コード」の有効期限経過後に第 2条およ

び第 3条に基づき新たに本サービスの申し込みおよび本サービス利用開始手続きを行ってく

ださい。 

6. 本サービス利用開始手続き後にスマートフォン認証サービスアプリをスマートフォンから

削除した場合は、改めて第 2条および第 3条に基づく本サービスの申し込みおよび利用開始

手続きを行ってください。 

7. 当社から「認証コード」、「確認番号」などをお尋ねすることはありません。また、「認証コ

ード」、「確認番号」などの電話等でのお問い合わせに対し、当社がお答えすることはできま

せん。 

 

第 4条（本サービス登録後の振込・振替の依頼の受け付け）  

1. 第 3条に定める本サービス利用開始手続き後、お客さまが本預金口座から他口座への振込・

振替を承認する場合は、スマートフォンで起動したスマートフォン認証サービスアプリに表

示の振込・振替の内容が、お客さまがウェブサイトで入力された振込・振替の内容と一致し

ていることを確認した上で「承認」ボタンを押してください。一致しない場合や身に覚えの

ない内容の場合、あるいは振込・振替を取り消される場合は「キャンセル」ボタンを押して

ください。 

2. 当社は、『eダイレクト預金取引規定』第 6条第 2項および第 7条第 1項の定めにかかわら

ず、お客さまがウェブサイトにログインし当社所定の方法で振込・振替の内容の入力を行い、

その後スマートフォン認証サービスアプリ上にて振込・振替の内容を確認したうえで、「承

認」ボタンを押したことをもって、当該振込・振替の依頼がお客さまご本人からのものであ

ることを確認するとともに、当社ホストコンピュータで処理を終了した時点で、当該振込・

振替の依頼を受け付けします。 

3. お客さまがウェブサイトにおいて振込・振替の内容を入力し、その後 5 分以内にスマート

フォン認証サービスアプリ上において「承認」または「キャンセル」いずれのボタンも押さ

なかった場合は、振込・振替の依頼は受け付けされません。 

4. 当社が第 2 項の確認をして取り扱ったうえは、スマートフォンの盗用、不正使用、その他

の事故により本サービスの利用者がお客さまご本人でなかった場合でも、そのために生じた

損害については、当社は一切責任を負いません。  

5. 他行口座への振込指定日は、『e ダイレクト普通預金規定』第 6 条第 1項の定めにかかわら

ず、振込承認当日から 31 日後までのいずれかの営業日となります。当日を振込指定日とす

る場合、当日の 9:00 から 14:00 までの間にウェブサイトにおいて振込の内容を入力し、そ

の後 5分以内にスマートフォン認証サービスアプリで承認手続きを取ってください。 

6. 当日を振込・振替指定日とした場合、スマートフォン認証サービスアプリで承認した後は、

振込・振替を取り消すことはできません。 
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第 5条（本サービスの停止）  

1. 本サービスを停止する場合は、ウェブサイトにログインして、当社所定の操作を行ってく

ださい。インターネットへの接続または閲覧ができない場合には、e ダイレクト預金デス

クにご連絡いただき、停止を申し込むことができます（営業時間についてはウェブサイト

でご確認ください。）。 

2. 前項に定める手続きにより本サービスの停止が完了した場合、本預金口座から他口座への

振込・振替の承認は、前記の本サービス停止手続きの完了時点からウェブサイトでの「確

認番号」を使用する方式へ自動的に切り替わります。 

3. 本サービスを停止した後、再び本サービスをご利用になる場合は、再度、第 2 条および第

3 条に基づく本サービスの申し込みおよび本サービス利用開始手続きを行ってください。

なお、スマートフォン認証サービスアプリを再度ダウンロードする必要はありません。 

 

第 6条（スマートフォンの変更）  

「認証コード」を入力済みのスマートフォンを別のスマートフォンに変更する場合、または

すでに変更した場合、新しいスマートフォンで改めて第 3条に基づく本サービス利用開始手続

きを行う必要があります。 

(1) スマートフォンの変更をこれから行う場合 

スマートフォンの変更前にウェブサイトにログインし、お客さま専用ページの画面

から、第 2 条に基づく本サービスの申し込みを行ってください。申し込みが完了した

後、第 3 条第 1 項および第 2 項に従い新しい「認証コード」を当社からお客さまにお

送りいたします。新しいスマートフォンに変更後、第 3 条第 2 項の手続きを行ってく

ださい。 

新しいスマートフォンに新しい「認証コード」を入力した時点で、変更前のスマー

トフォンのスマートフォン認証サービスアプリは利用できなくなりますので、削除し

てください。 

(2) スマートフォンの変更をすでに行った場合 

本サービスについてスマートフォンの変更手続きを行う前に、すでにスマートフォ

ンの変更を行った場合、前号と同様の手続きを行ってください。なお、変更前のスマ

ートフォンがお手元にある場合、新しいスマートフォンに新しい「認証コード」を入

力するまでの間に限り、Wi-Fi 環境内であれば変更前のスマートフォンのスマートフ

ォン認証サービスアプリで本サービスがご利用いただけます。 

 

第 7条（本サービスの中止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、ウェブサイトによる事前通知をして、また

はやむを得ない場合は事前通知をせずに、本サービスの全部または一部の提供を中止できるも

のとします。これによりお客さまが本サービスを利用することができない場合でも、当社は一

切責任を負いません。なお、本サービスの全部または一部の提供を中止する場合、当社の判断

により、本サービスを終了することもできるものとします。 
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(1)本サービスを提供するために必要なシステム、設備の保守上または工事上必要なとき。 

(2)本サービスを提供するために必要なシステム、設備に障害が発生したとき。 

(3)天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さまもしくは通信事業者など第三者の通信機器・

回線・コンピューターの障害および電話の不通など、または裁判所等公的機関の措置など、

当社の責によらない事由により、本サービスの提供が遅延または不能となったとき。 

(4)その他当社の事情により本サービスの提供が続けられないとき。 

 

第 8条（スマートフォンの管理等）  

「認証コード」を入力済のスマートフォンは、お客さまの責任において、紛失もしくは第三

者に盗用、不正使用等されないように厳重に管理してください。これらにより生じた損害につ

いては、当社は一切責任を負いません。 

 

第 9条（スマートフォンの紛失または盗難時等） 

1. お客さまは「認証コード」を入力済のスマートフォンを紛失した場合、盗難に遭った場合、

第三者により不正に利用された場合、もしくはこれらの可能性がある場合は、ただちにお客

さまご本人から当社まで電話により届け出のうえ、第 5条第 1項の手続きに従い本サービス

の停止を行ってください。 

2. 前項の届け出があった場合、当社は、本サービスを停止いたします。なお、お客さまによ

る届け出が当社営業時間外であった場合には、本サービスの停止は翌営業日に行います。 

3. 前二項の場合、届け出前のお客さまの損害については、お客さま自身の負担とし、当社は

責任を負いません。 

4. 第 1 項および第 2 項に基づき本サービスを停止した場合においても、第 1 項の届け出前に

ウェブサイトにおいて受け付けられた振込・振替予約については、第 1項の当社への届け出

の際にお客さまから特段のお申出がない限り、当社はお客さまご本人が行ったものとみなし、

振込・振替を実行いたします。これによるお客さまの損害については、お客さま自身の負担

とし、当社は責任を負いません。 

5. 当社は、お客さまのスマートフォンが紛失、盗難、第三者により不正に利用されるおそれ

があると当社が判断した場合、本サービスおよび本預金口座の利用停止の措置を講じること

ができるものとし、お客さまは、当社によるかかる判断・措置に異議を述べないものとしま

す。 

 

第 10条（本預金口座の利用停止時） 

当社は、『eダイレクト預金取引規定』第 5条に基づく本預金口座の利用停止措置が行われた

場合、本サービスおよびウェブサイトにおいて受け付けられた振込・振替予約について停止の

措置をとることができるものとします。 

 

第 11条（免責事項） 

1. お客さまは、本サービスの利用による一切の責任を負うものとします。 
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2. 本サービスは、当社所定の動作確認済み環境に限り、利用することができます。お客さま

が、動作確認済み環境に合致しない状態・状況で本サービスを利用した場合、これにより生

じた損害については、当社は一切責任を負いません。 

3. お客さまのスマートフォンの利用状態等により、スマートフォン認証サービスアプリが正

常に動作せず、本サービスがご利用いただけない場合等でも、当社は一切責任を負いません。 

4. ウェブサイトのお客さま専用ページの画面に表示する操作方法と異なるお客さまの操作等

により、本サービスを利用することができない場合でも、当社は一切責任を負いません。 

5. ウェブサイトのシステム改修等の理由により、お客さまが本サービスを利用できない場合

でも、当社は一切の責任を負いません。 

6. お客さまのスマートフォンおよびスマートフォン認証サービスアプリの不具合（表示情報

の誤謬や逸脱、取引依頼の不能など）、スマートフォンに与える影響およびお客さまが本サ

ービスを利用できないことにより被る損失、その他一切の不利益について、当社は一切責任

を負いません。 

7. 携帯電話会社等のサービス提供が十分に行われないことにより、お客さまが本サービスを

利用できない場合でも、当社は一切責任を負いません。 

8. お客さまは、スマートフォン認証サービスアプリを日本国内に限って利用するものとし、

日本国の外国為替および外国貿易法、その他の適用される輸出入関連法令および規制、なら

びに関係各国の諸法令および規制を遵守するものとし、本項の規定に違反した行為によりい

かなる問題が生じても、当社は一切責任を負いません。 

 

第 12条（本サービス内容の改廃および規約の変更） 

1. 本サービスは当社の都合で、ウェブサイトへの掲載等にて告知の上、利用時間その他サー

ビスの内容の変更、一時停止あるいは廃止をすることがあります。 

2. 本規約は、当社の都合で変更することがあります。当社は、ウェブサイトに掲載する方法 

その他の適切な方法により、変更後の規約の内容および変更日をお客さまにお知らせします。 

本規約の変更日以降は、変更後の本規約に従うものとします。 

 

第 13条（著作権等） 

スマートフォン認証サービスアプリおよび本サービスの著作権その他一切の知的財産権は 

当社または当社に当該知的財産権の利用を許諾している第三者に帰属します。お客さまは、ご

自身で本サービスを利用する場合に限り、スマートフォン認証サービスアプリの利用が許諾さ

れます。お客さまがかかる許諾の範囲に反してスマートフォン認証サービスアプリを利用した

場合、またはスマートフォン認証サービスアプリの複製・改変などを行った場合、当社からス

マートフォン認証サービスアプリの削除を請求する場合があります。当社から請求があった場

合、お客さまは、すみやかにスマートフォンからスマートフォン認証サービスアプリを削除す

るものとします。 
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第 14条（準拠法・管轄） 

本規約および本規約に基づく諸取引の準拠法は日本法とします。本規約および本規約に基づ 

く諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とし

ます。 

 

2021年 10月 1日現在 


