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投資信託総合取引規定（個人用） 
 

第 1条（この規定の趣旨）  

1. この規定は、投資信託受益権（以下、「投資信託」といいます。）の設定の注文（以下、「購

入注文」といいます。）および解約の注文（以下、「解約注文」といいます。）の取次ぎ、償

還、累積投資ならびにこれらに付随する取引（以下、「本取引」といいます。）について定め

るものとします。 

2. 本取引には、この規定のほか、各投資信託の投資信託約款、投資信託の振替口座簿への記

載または記録については「投資信託受益権振替決済口座管理規定（個人用）」が適用されま

す。また、別段の定めのない事項については、「ｅダイレクト預金取引規定」およびその他

のオリックス銀行株式会社（以下、「当社」といいます。）が定める規定等が適用されます。 

 

第 2条（本取引に際しての注意事項） 

1. お客さまは、本取引において、この規定に掲げる事項をご承諾いただき、次の各号を理解

したうえで、自らの判断と責任において、本取引を行うものとします。  

（1） 投資信託は、預金ではありません。 

（2） 投資信託は、預金保険法が定める預金保険の対象ではありません。 

（3） 投資信託は、購入金額について元本保証または利回り保証のいずれもありません。 

（4） 当社取扱いの投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 

（5） 投資信託は、投資した証券等の価格の下落やそれらの証券等の発行者の信用状況の悪

化、為替変動等によりその基準価額が下落して購入金額を下回るリスクがあり、これ

による損失は購入者であるお客さまが負担することになります。 

（6） 解約禁止期間のある投資信託については、第 13条第 2項に定める場合を除き、当該

期間中、解約注文をすることができません。 

(7)  当社取扱いの投資信託は、譲渡または質入れすることができません。 

2. 本取引は、当社所定のウェブサイトにログインしてのみ行うことができます。システム障

害、通信障害その他の事由により、当該ウェブサイトにログインして本取引を行うことが

できない場合においても、電話や対面等により本取引を行うことはできません。 

 

第 3条（本取引の開始）  

1. 本取引は、以下の各号に定めるすべての条件を満たす個人のお客さまである場合に限り、

当社所定の手続きに従い、その開始の申込みを行うことができます。 

（1） 日本国内に住所または居所を有すること、かつ「租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法および地方税法の特例等に関する法律」に基づく、税務上の居住地国

が日本のみであること。 

（2） お客さま名義の当社の eダイレクト普通預金口座をお客さまが有すること。 

（3） 満 18歳以上の年齢であること。 
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（4） お客さま自身が単独で有効な法律行為を行うことができること。 

2. 当社は、お客さまから本取引の開始の申込みを受け付けた場合、当社所定の基準による審

査を行い、当該基準に合致すると判断したときは当該申込みを承諾し、本取引に係るお客

さま名義の専用口座（以下、「投資信託口座」といいます。）を開設するものとします。 

3. お客さまは、投資信託口座の開設完了をもって本取引を開始することができるものとしま

す。 

 

第 4条（反社会的勢力との取引拒絶） 

本取引は、次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、当該各号の一にでも

該当する場合には、当社は、本取引のお申込みをお断りするものとします。 

（1） お客さまが eダイレクト普通預金口座の開設申込時に行った表明・確約に関して 

虚偽の申告をしたことが判明した場合。 

（2） お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない

者、  

 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知

能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、あわせて「暴力団員等」といいま

す。）に該当し、または次の Aから Eのいずれかに該当することが判明した場合。 

A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも

ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 

D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認

められる関係を有すること。 

E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関

係を有すること。 

（3） お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の Aから Eのいずれか一にでも該当す

る行為をした場合。 

A.暴力的な要求行為。 

B.法的な責任を超えた不当な要求行為。 

C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 

D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務

を妨害する行為。 

E.その他 A.から D.に準ずる行為。 

 

第 5条（取扱商品）  

お客さまは、当社が別途定める場合を除き、当社が指定販売会社となっている投資信託（以下、

「取扱商品」といいます。）についてのみ本取引を行うことができるものとします。 
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第 6条（取扱時間）  

1. 本取引の取扱時間は、当社が別途定める場合を除き、1日 24時間とします。 

2. 前項にかかわらず、当社は、回線工事、システムメンテナンス等の必要により、お客さまへ

の予告の有無にかかわらず、本取引の取扱いを一時停止または中止することがあります。 

 

第 7条（パスワード）  

1. お客さまは、本取引を行うに当たりお客さまがｅダイレクト普通預金口座で利用される口

座利用パスワード（以下、「ログインパスワード」といいます。）を使用するものとします。 

2. 当社は、インターネットによってお客さまからログインパスワードとして送信された記号・

番号の組み合わせと当社に登録されているログインパスワードの一致を確認した場合、本

取引がお客さま本人によってなされたものとみなします。なお、当社は、本条に定める取扱

いによりお客さまに生じた如何なる不利益または損失についても、責任を負わないものと

します。 

 

第 8条（取引制限）  

当社は、1 回当たりおよび 1 日当たりの本取引における取引金額ならびに取引回数の上限を定

める場合があります。この場合、お客さまは、当社の定める上限額または上限回数を超えて本

取引を行うことはできません。 

 

第 9条（決済）  

1. 本取引に係る投資信託の購入代金、所定の手数料がある場合には当該手数料（以下、単に

「手数料」といいます。）とこれに係る消費税および地方消費税ならびに諸費用その他のお

客さまが支払うべき一切の金銭に関する決済は、当社所定の時期に、当社に開設されたお

客さま名義のｅダイレクト普通預金口座（以下、「決済口座」といいます。）からの自動引落

しの方法により行うものとします。 

2. 当社は、本取引に係る投資信託の解約代金および償還金については、かかる金額を受領し

た後、手数料とこれに係る消費税および地方消費税ならびに信託財産留保額がある場合に

は当該留保額を差し引いたうえ、残額を決済口座に入金するとともに、同日、所得税、住民

税その他お客さまが負担すべき税金を決済口座より引き落とすものとします。 

3. 当社は、投資信託の解約代金および償還金を除く、収益分配金その他のお客さまに支払わ

れるべき一切の金銭に関する決済については、手数料、税金等を差し引いたうえ、残額を決

済口座に入金します。 

 

第 10条（取次ぎの申込方法等）  

1. お客さまは、当社所定の手続きに従い、当社所定のウェブサイトを介して当社に必要事項

を送信することにより購入注文または解約注文の取次ぎの申込みを行うものとします。 

2. 当社は、当該申込みに係るデータを受信した時点で申込みを受け付け、注文の取次ぎを行

うものとします。 
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3. 当社は、この規定に別途定めのある場合のほか、以下のいずれかに該当する場合、注文の

取次ぎの申込みを受け付けません。 

（1） 購入注文の取次ぎの申込みに係る購入代金および手数料ならびに消費税等の合計額

が、当該申込時点の決済口座の支払可能残高を超えるとき。 

（2） 解約注文の取次ぎの申込みが、投資信託口座の投資信託の残高を超えるとき。 

（3） 取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた投資信託の委託者（以下、「投

資信託委託会社」といいます。）が購入注文または解約注文の申込みの受付けを一時

中止した投資信託について、注文の取次ぎの申込みがあったとき。 

 (4)  購入注文または解約注文の申込みの取次ぎに係る投資信託委託会社に関し、許認可

登録の取消しその他の処分もしくは事業譲渡等があったとき、または取扱商品の投

資信託約款または目論見書に定められた投資信託の受託者（以下、「受託信託会社」

といい、投資信託委託会社と併せて「投資信託委託会社等」といいます。）の辞任等

があったとき。 

 (5)  天災地変、裁判所等の公的機関の措置、回線またはシステムの障害、その他やむを

得ない事由により当社が注文の取次ぎを不適当または不可能と認めたとき。 

4. お客さまは、購入注文または解約注文の取次ぎの申込みに係る取消しおよび訂正を、当社

が定める時間および取扱商品に限り、当社所定の手続きにより行うことができます。 

5. 当社は、購入注文または解約注文の取次ぎの申込みの受付け後であっても、第 3 項第 3 号

または第 5 号に該当する場合、当該購入注文または解約注文の取次ぎの申込みの受付けを

取り消すことができるものとします。 

  

第 11条（購入注文の取扱い）  

1. 当社は、お客さまから購入注文の取次ぎの申込みを受け付けた場合、投資信託委託会社等

に当該購入注文を取り次ぎます（以下、「購入取次」といいます。）。かかる購入取次は、原

則としてお客さまからの申込みを受け付けた当日に行いますが、当該取扱商品の取扱時間

以降に申込みを受け付けた場合または当該日が購入取次を行えない日に該当した場合は、

当該日以降最初に購入取次が可能となる日に行うものとします。 

2. 購入注文に係る投資信託の購入価額は、当該投資信託に係る目論見書等の定めによるもの

とします。 

3. 投資信託の購入日は、当該投資信託に係る目論見書等の定めに従い当該投資信託の購入が

約定された日とし、当該日をもってお客さまの購入注文に係る契約が成立します。 

4. 購入した投資信託に係る受益権ならびに収益分配金、解約代金および償還金に対する請求

権は、当該購入が約定された時からお客さまに帰属するものとします。 

 

第 12条 (累積投資契約) 

1. 当社所定の取扱商品については、お客さまが購入注文の際に再投資コースを選択すること

をもって、収益分配金による累積投資契約の申込みをすることができます。 

2. 前項の累積投資契約に係る投資信託の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領のう
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え、その全額より税金等を差し引いた金額をもって購入取次を行います。この場合の購入

価額の計算については、当該投資信託の決算日の基準価額を適用します。 

第 13条（解約注文の取扱い） 

1. 当社は、お客さまからの解約注文の取次ぎの申込みを受け付けた場合、投資信託委託会社

に当該解約注文を取り次ぎます（以下、「解約取次」といいます。）。かかる解約取次は、原

則としてお客さまからの申込みを受け付けた当日に行いますが、当該取扱商品の取扱時間

以降に申込みを受け付けた場合または当該日が解約取次を行えない日に該当した場合は、

当該日以降最初に解約取次が可能となる日に行うものとします。 

2. 解約禁止期間のある投資信託については、当該投資信託約款に定めのある場合または     

当社が特に認めた場合を除き、当該期間中、解約注文をすることができません。 

3. 前 2項の定めに基づき当社が取次ぎを行ったお客さまの解約注文に係る契約は、投資信託

委託会社の定める条件にて成立します。 

4. 解約取次に基づき信託契約等の一部が解約された場合、当社は、当該投資信託についてお

客さまに代わり事務取扱いをします。 

 

第 14条（買取り）  

当社は、本取引に係る投資信託の買取りの申込みを受け付けません。 

 

第 15条（報告書等） 

当社は、本取引に関し、以下の各号に従って報告書を交付します。 

（1） 当社は、当社が取次ぎを行ったお客さまの購入注文または解約注文が成立したこと

を確認した場合、その取引内容を記載した取引報告書を、法律の定めるところによ

り交付します。 

（2） 当社は、「投資信託受益権振替決済口座管理規定（個人用）」に基づき保管・管理し

ているお客さま名義の投資信託の残高を記載した取引残高報告書を、法律の定める

ところにより交付します。 

（3） お客さまは、当社から取引報告書または取引残高報告書（あわせて以下、「報告書

等」といいます。）の交付を受けた場合、速やかにその内容を確認するものとしま

す。                                 

（4） お客さまは、報告書等の内容に疑義等があるときは、速やかに報告書等に記載の当社

本部管理部門に連絡してください。なお、報告書等の交付後、15日以内に連絡のない

場合、当社は、お客さまがその記載事項すべてを承認したものとして取り扱うことが

できるものとします。 

 

第 16条（届出事項） 

1. お客さまは、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、その旨および詳細を当社所

定の書面等によって届け出るものとします。 
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（1） お客さまの氏名、住所、個人番号その他お客さまが当社に届け出た事項に変更が生

じたとき。 

（2） お客さまについて補助、保佐または後見に係る家庭裁判所による審判が開始されたと

き。 

（3） 家庭裁判所の審判により、お客さまについて補助人、保佐人または後見人の選任がな

されたとき。 

（4）お客さまの成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始

されたとき。 

2. 当社が前項に定める届け出を受領する前に前項各号に定める事由に起因してお客さままた

は第三者に発生した損害について、当社は責任を負いません。 

 

第 17条（本取引の解約等）  

1. お客さまは、当社所定の書面を提出することにより、投資信託口座を解約することができ

るものとします。投資信託口座に残高のある場合、お客さまは、すべての投資信託につい

て、第 13条の定めに従い、自らあらかじめ解約注文の取次ぎの申込みを行うものとします。

なお、投資信託口座を解約した場合、同年内に当社において投資信託口座を再開設するこ

とはできません。 

2. 当社は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、いつでも本取引を停止もしくは

解約または投資信託口座を解約することができるものとします。 

（1） お客さまが、第 3条第 1項各号に定めるいずれかの要件を満たさなくなったとき。 

（2） お客さまについて相続の開始があったとき。 

（3） お客さまが、第三者より差押え、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公

租公課の滞納処分を受けたとき。 

（4） お客さまが第 4条各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

（5） お客さまと当社の間で締結された「投資信託受益権振替決済口座管理規定（個人用）」

に係る契約が解約されたとき。 

（6） お客さまが、この規定の定めに違反したと当社が判断したとき。 

（7） 届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社において、

お客さまの所在が不明になったとき。 

（8） お客さまがお客さまの名において第三者に本取引を行わせたとき 

（9） その他本取引を継続しがたい事由が生じたものと当社が判断したとき。 

3. 当社は、お客さまの投資信託口座に残高のない状態が一定期間継続する等、合理的な事由  

がある場合、お客さまに通知することにより本取引を解約できるものとします。 

4. 前 2 項または前 3項の定めにより本取引が解約され、投資信託口座に残高のある場合、当

社は、第 13条の定めに従い、投資信託について当社に対して解約注文の取次ぎの申込みが

なされたものとみなして当該投資信託の解約手続を行い、解約代金を決済口座に振り込み

ます。また、この解約により当社に損害が生じた場合、お客さまは、その損害額を支払うも

のとします。 
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第 18条（危険負担・免責事項） 

次の各号に定める損害については、当社は責任を負いません。 

（1） 天災地変その他の不可抗力または当社の責によらない事由により生じた損害。 

（2） 当社が当社所定の書類に記入された署名または印影、本人確認書類等を届出の書類

と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて本取引に係る保護預かり受益

証券または金銭を返還したことにより生じた損害。 

（3） 取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた投資信託委託会社等の責に帰

すべき事由により生じた損害。 

（4） 電信または郵便の誤謬、遅滞等により生じた損害。 

 

第 19条（規定の変更） 

1. 当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他この規定を変更する必要があるときに

は、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生日を、店頭・ウェブサイ

ト上での掲示や郵送・電子メールなどの適宜の方法で周知することにより、この規定を変

更できるものとします。 

2. 前項の変更は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。 

  

 

第 20条（準拠法・合意管轄）  

本取引には、日本の法律、諸規則（金融および外国為替管理等に関する政省令、行政指導等を

含みます。）が適用されます。本取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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投資信託受益権振替決済口座管理規定（個人用） 
 

第 1条（この規定の趣旨） 

この規定は、社債、株式等の振替に関する法律（以下、「振替法」といいます。）に基づく振替

制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座（以下、「振替決済口座」といいま

す。）をオリックス銀行株式会社（以下、「当社」といいます。）に開設するに際し、当社とお客

さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲

については、株式会社証券保管振替機構（以下、「機構」といいます。）の社債等に関する業務

規程に定めるものとします。 

 

第 2条（振替決済口座） 

1．振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において

開設します。 

2．振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、

質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分（以下、「質権口」とい

います。）と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分（以下、「保有

口」といいます。）とを別に設けて開設します。 

3．当社は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記

載または記録いたします。 

 

第 3条（振替決済口座の開設） 

1．振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当社所定の手続きによりお申

込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い取引

時確認を行わせていただくことがあります。 

2．当社は、お客さまから振替決済口座の開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞

なく振替決済口座を開設します。 

3．振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構

の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法

令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方

法に従うことにつき約諾していただき、この規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の

提出があったものとして取り扱います。 

 

第 4条（契約期間等） 
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1．この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12月末日までとします。 

2．この契約は、お客さままたは当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から１年間継

続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 

 

第 5条（当社への届出事項） 

投資信託総合取引のお申込みに係る当社所定の手続きによって届け出された住所および氏名

等をもって、お届出の住所、氏名等とします。 

 

第 6条（振替の申請） 

1. お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各

号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 

(1） 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの。 

(2)  法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの。 

(3)  収益分配金の処理のために投資信託委託会社が指定する振替停止の営業日において

振替を行うもの（当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。）。 

(4） 償還金の処理のために投資信託委託会社が指定する償還日までの振替停止の期間（以

下、「振替停止期間」といいます。）中の営業日において振替を行うもの（当社の口座

を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。）。 

(5） 償還日翌営業日において振替を行うもの（振替を行おうとする日の前営業日以前に当

社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。）。 

(6)  販社外振替（振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替

のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。）を行うための

振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの。 

A.収益分配金の処理のために投資信託委託会社が指定する振替停止の営業日の前営業日

（振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。）。 

B.収益分配金の処理のために投資信託委託会社が指定する振替停止の営業日。 

C.償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日（当社の口座を振替先とする振替の申

請を行う場合を除きます。）。 

D.償還日前営業日（当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う

日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該

当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。）。 

E.償還日。 

F.償還日翌営業日。 

(7） 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由

により、振替を受け付けないもの。 

2. お客さまが振替の申請を行うに当たっては、当社が定める所定の日までに、次に掲げる項

を当社所定の方法にて申請してください。 

（1）当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘
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柄および口数。 

（2）お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権

口かの別。 

（3）振替先口座およびその直近上位機関の名称。 

（4）振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別。 

（5）振替を行う日。 

3．前項第 1号の口数は、1口の整数倍（投資信託約款に定める単位（同約款において複数の一

部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約

単位）が１口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。）となるよう提示しなければ

なりません。 

4．振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありま

せん。また、同項第 4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として

提示してください。 

5．当社は投資信託受益権の買取りの申込みを受け付けません。 

 

第 7条（他の口座管理機関への振替） 

1．当社は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことがで

きます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄

の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を

受け付けないことがあります。 

2．前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼

書によりお申し込みください。なお、他の口座管理機関への振替については、当社所定の

手数料をいただくことがあります。 

 

 

第 8条（担保の設定） 

お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設

定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによ

る振替処理により行います。 

 

第 9条（抹消申請の委任） 

振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解

約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから

当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は

当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。 

 

第 10条（償還金、解約金および収益分配金の代理受領等） 

振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権（差押えを受けたものその他の法令
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の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。）の償還金（繰上償還金を含

みます。以下同じ。）、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わ

って当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、あらかじめ定められた方法により当社

に開設されたお客さま名義の eダイレクト普通預金口座へ入金します。 

 

第 11条（口座管理料） 

1．当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時および口座開設後１年を経過するごと

に所定の料金をいただくことがあります。 

2．当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。

また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支

払いのご請求には応じないことがあります。 

 

第 12条（当社の連帯保証義務） 

機構または上位の振替機関であるだいこう証券ビジネス株式会社が、振替法等に基づき、お客

さま（振替法第 11条第２項に定める加入者に限ります。）に対して負うこととされている、次

の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 

（1）投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構またはだいこう証券ビジネス株式会社

において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がさ

れたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかっ

たことにより生じた投資信託受益権の超過分（投資信託受益権を取得した者のないこ

とが証明された分を除きます。）の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務。 

（2）その他、機構またはだいこう証券ビジネス株式会社において、振替法に定める超過記載

または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務。 

 

第 13条（機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知） 

1．当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が指定販売会社となっていない

銘柄その他の当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。 

2．当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまから問い合わせがあった

場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。 

 

第 14条（解約等） 

1．次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当社から通

知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関

へお振替えください。なお、第 7 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託

受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第 4 条による当社からの申し出

により契約が更新されないときも同様とします。 

（1）お客さまから解約のお申し出があったとき。 

（2）お客さまが手数料を支払わないとき。 
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（3）お客さまがこの規定に違反したとき。 

（4）投資信託総合取引が解約その他の事由により終了したとき。 

（5）やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき。 

2．前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了

した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 11条第 2項に基づく解約金

等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。 

 

第 15条（緊急措置） 

法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊

急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 

 

第 16条（規定の変更） 

1. 当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他この規定を変更する必要があるときに

は、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生日を、店頭・ウェブサイ

ト上での掲示や郵送・電子メールなどの適宜の方法で周知することにより、この規定を変

更できるものとします。 

2. 前項の変更は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。 

 

第 17条（準拠法・合意管轄）  

この規定に基づく契約には、日本の法律、諸規則（金融および外国為替管理等に関する政省令、

行政指導等を含みます。）が適用されます。この規定に基づく契約に関して訴訟の必要を生じ

た場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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特定口座取引規定 

 
第 1条（この規定の趣旨） 

この規定は、特定口座の利用に関し、次の各号に定める要件およびお客さま（個人のお客さま

に限ります。以下同じ。）とオリックス銀行株式会社（以下、「当社」といいます。）との権利義

務関係を明確にすることを目的とします。 

1. お客さまが、租税特別措置法（以下、「措置法」といいます。）第 37条の 11の 3第 1項に

規定する「特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得計算等の特例」を受けるために、当

社に開設する特定口座における上場株式等の振替口座簿への記録または保管の委託（以下、

「保管の委託等」といいます。）について、同条第 3項第 2号に規定される要件。 

2. お客さまが、措置法第 37条の 11の 6第 1項に規定する、「源泉徴収選択口座内配当等に 

係る所得計算および源泉徴収等の特例」を受けるために当社に開設した特定口座（源泉 

徴収選択口座に限ります。）における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4項第 

1号に規定される要件。 

 

第 2条（取引の要件） 

1. お客さまは、特定口座の開設を申し込むにあたって、当社に対し、措置法第 37条の 11の 3

第 1 項に定める「特定口座開設届出書」を当社所定の方法により届け出るものとします。

その際に、当社は、法令に定める確認書類にて届出事項の確認を行います。 

2. お客さまは当社に複数の特定口座を開設することはできません。 

3. お客さまは、特定口座を解約した後、当該解約日からその年の 12月末日までの間、再度特

定口座の開設を申し込むことができません。 

4. お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合

には、特定口座の開設の申込時に、当社に対し、源泉徴収の実施を選択したうえで措置法第

37条の 11の 4第 1項に定める「特定口座源泉徴収選択届出書」を当社所定の方法により届

け出るものとします。また、当社は、お客さまが当該「特定口座源泉徴収選択届出書」を届

け出した年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡について、お客さまより源泉徴

収を希望しない旨の申し出がない限り、「特定口座源泉徴収選択届出書」の届け出があった

ものとみなします。 

5. お客さまが当社に対して措置法第 37条の 11の 6第 2項に定める「源泉徴収選択口座内配

当等受入開始届出書」を届け出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特

定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関

する記録と区分して行うための勘定)において受領している場合には、その年最初に当該上

場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客さまは、当該年に特定口座内保管上場
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株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申し出を行うことはできま

せん。 

 

第 3条（特定保管勘定における保管の委託等） 

特定口座に係る上場株式等の保管の委託等は、特定保管勘定（措置法第 37条の 11の 3第 3項

第 2号に規定されている当該特定口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の

委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同

じ。）において行います。 

 

第 4条（特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等） 

当社は、お客さまの特定保管勘定においては、次の各号に定める上場株式等（ただし、当社で

取り扱うものに限ります。）のみを受け入れます。 

(1) 第 2条第 1項に定める特定口座開設届出書の届け出後に、お客さまが当社による購入注

文の取次ぎにより取得をした上場株式等であって、その取得後直ちに特定口座に受け入

れるもの。 

(2) 当社以外の金融機関に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている特定

口座内保管上場株式等の全部または一部を当該お客さまが当社に開設された特定口座

に当社所定の方法により移管することにより受け入れる上場株式等。 

(3) 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益権の分割または併合により取得する

上場株式等で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管

の委託等をする方法により行われるもの。 

 

第 5条（源泉徴収） 

当社は、お客さまから第 2条第 4項の定めに従い「特定口座源泉徴収選択届出書」の届け出を

受けたときは、措置法第 37条の 11の 3、第 37条の 11の 4その他関係法令の規定に基づき、

譲渡損益の計算、源泉徴収・還付を行います。 

 

第 6条（源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲） 

当社は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、措置

法第 9条の 3の 2第 1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得

税が徴収されるべきもの（措置法第 37条の 11の 3第 3項第 2号に規定する上場株式等保管委

託契約に基づく特定保管勘定で管理されている特定口座内保管上場株式等に係る配当等に限

る）のみを受け入れます。 

 

第 7条（「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」等の届け出） 

1. お客さまが措置法第 37条の 11の 6第 1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所

得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、

当社に対して措置法第 37条の 11の 6第 2項および同法施行令（以下、「施行令」といいま
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す。）第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」

を当社所定の方法により届け出ることとします。 

2. お客さまが前項の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日ま

でに、当社に対して措置法第 37条の 11の 6第 3項および施行令第 25条の 10の 13第 4項

に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を当社所定の方法により届け出

ることとします。 

 

第 8条（特定上場株式配当等勘定における処理） 

源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に

設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。 

 

第 9条（所得金額等の計算） 

当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額等の計算および源泉徴収選択口座内

配当等に係る所得計算を、措置法その他関係法令の定めに基づき行います。 

 

第 10条（特定口座内保管上場株式等の払い出しに関する通知） 

特定口座から投資信託の受益権の全部または一部の払い出しがあった場合には、当社は、お客

さまに対し、施行令第 25条の 10の 2第 9項第 1号の定めるところにより書面により当該払い

出しの通知をします。 

 

第 11条（特定口座内保管上場株式等の移管） 

当社は、第 4条第 2号に規定する移管は、施行令第 25条の 10の 2第 10項および第 11項の定

めるところにより行います。 

  

第 12条（特定口座年間取引報告書等の送付） 

1. 当社は、法令の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年１月 31日ま

でにお客さまに交付します。 

2. この規定に基づく契約が解約された場合は、当社は特定口座年間取引報告書を、その解約

された日の属する月の翌月末日までにお客さまに交付します。 

3. 当社は、特定口座年間取引報告書 2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税

務署に提出します。 

 

第 13条（届出事項の変更） 

「特定口座開設届出書」の届け出後に、届出事項に変更があった場合、速やかにその旨を記載

した「特定口座異動届出書」を当社所定の方法により届け出てください。なお、その変更がお

客さま氏名、住所、個人番号に係るものであるときは、当社は法令に定める確認書類にて確認

します。 
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第 14条（特定口座の廃止） 

1. この規定に基づく契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴

いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。 

(1)  お客さまから当社に対して、施行令第 25条の 10の 7第 1項に定める「特定口座廃止

届出書」の提出があった場合。 

(2)  施行令第 25条の 10の 8に定める「特定口座開設者死亡届出書」の提出があり、相続

または遺贈の手続きが完了した場合。 

(3)  お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しな

いこととなった場合で、施行令第 25条の 10の 7第 1項に規定する「特定口座廃止届

出書」の提出があったものとみなされたとき。 

(4)  お客さまと当社との間で締結された「投資信託総合取引規定（個人用）」に基づく契

約が解約されたとき。 

2.  前項によりこの規定に基づく契約が解約されたときは、当社は、お客さまに代わり、特定

口座内保管上場株式等についてその他の保管勘定への移管ができるものとします。 

 

第 15条（免責事項） 

当社の責に帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この規定の変更等に

関しお客さまに生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。 

 

第 16条（規定の変更） 

1. 当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他この規定を変更する必要があるときに

は、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生日を、店頭・ウェブサイ

ト上での掲示や郵送・電子メールなどの適宜の方法で周知することにより、この規定を変

更できるものとします。 

2. 前項の変更は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。 

 

第 17条（準拠法・合意管轄） 

この規定に基づく契約には、日本の法律、諸規則（金融および外国為替管理等に関する政省令、

行政指導等を含みます。）が適用されます。この規定に基づく契約に関して訴訟の必要を生じ

た場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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投資信託総合取引に関する電子交付利用規定 

 
第 1条（この規定の趣旨） 

この規定は、オリックス銀行株式会社（以下、「当社」といいます。）が投資信託総合取引に関

してお客さまへ交付する書面（以下、「対象書面」といいます。）について、紙媒体に代えてロ

グイン後の当社所定のウェブサイトにおいて電磁的方法により交付（以下、「電子交付」といい

ます。）するサービス（以下、「本サービス」といいます。）に関して、その取扱い等を定めたも

のです。 

 

第 2条（対象書面） 

本サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、金融商品取引法その他の関係法

令等により規定されている書面、および当社が提供するその他の報告書等のうちから、当社が

定め、当社所定のウェブサイト上に掲げる書面とします。なお、当社が対象書面を追加する場

合は、事前に当社所定のウェブサイトで公表するものとし、これによりお客さまより電子交付

を行うことの承諾を受けたものとして取り扱います。 

 

第 3条（電子交付の閲覧方法） 

当社は、お客さまが当社所定のウェブサイトのログイン画面でｅダイレクト普通預金口座の番

号とログインパスワードを入力することによって本人確認を経た後、当社所定のウェブサイト

のお客さま専用ページ（口座番号、パスワード入力後に掲載されるお客さま特定のページをい

います。）に対象書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法により対象書面を電

子交付します。また、電子交付を行った書面は、お客さま自身でプリンターにより紙媒体で出

力を行い確認できます。なお、対象書面を閲覧するためには、お客さまが使用するパソコン等

において PDF閲覧ソフトが必要になります。 

 

第 4条（閲覧可能期間） 

1. 電子交付された対象書面は、当該記載事項が閲覧可能となった日から、金融商品取引法そ

の他の関連法令等を踏まえ対象書面ごとに定めた当社所定のウェブサイトに掲示する期間、

閲覧いただくことができます。 

2. 電子交付を行う日は、対象書面ごとに異なり、それぞれの電子交付日は、金融商品取引法

その他の関連法令等を踏まえ当社が定めるものとします。 
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第 5条（お客さま承諾事項） 

当社は、次の各号の条件のもとに、お客さまに対し本サービスを提供するものとします。 

（1） お客さまは、本サービスをご利用いただくために必要な電子機器等ならびに当社所

定の動作環境をご用意いただけること。 

（2） お客さまは、対象書面を閲覧するために必要な PDFファイルの閲覧用ソフトウェア

をご用意いただけること。 

（3） お客さまは、必ず電子交付された対象書面をご確認いただけること。 

 

第 6条（免責事項） 

次に掲げる場合にお客さまに生じた損害について、当社は、その責めを負わないものとします。 

（1） 通信回線、通信機器、コンピューターシステムおよび機器等の障害による電子交付

の遅延、誤作動、不能により生じた損害。ただし、当社の故意または重大な過失に

より生じた損害については、この限りではありません。 

（2） 紙媒体による交付など電子交付以外の方法により対象書面の交付を行ったことによ

り起因して発生した損害。 

 

第 7条（規定の変更） 

1. 当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他この規定を変更する必要があるときに

は、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生日を、店頭・ウェブサイ

ト上での掲示や郵送・電子メールなどの適宜の方法で周知することにより、この規定を変

更できるものとします。 

2. 前項の変更は、周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。 

 

第 8条（準拠法・合意管轄） 

本サービスには、日本の法律、諸規則（金融および外国為替管理等に関する政省令、行政指導

等を含みます。）が適用されます。本サービスに関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

                                     

以上 

2023年 3月 28日現在 

 


