投資信託の規定改廃のお知らせ
平成２５年５月７日（火）、下記のとおり、投資信託規定を改廃いたします。
改定内容につきましては次ページ以降の表をご覧ください。
株式会社ゆうちょ銀行
改定する規定
■投資信託総合取引規定
■投資信託受益権振替決済口座管理規定
■投資信託収益分配金再投資規定
■投資信託自動積立規定
■投資信託特定口座規定
■ゆうちょ投信ＷＥＢプレミア会員規定
廃止する規定
■投資信託ホームサービス規定
■投信ダイレクト規定

改定の詳細
■投資信託総合取引規定
改定前
改定後
1～5 （略）
1～5 （略）
6 取引開始の手続
6 取引開始の手続
(1) 新たにこの取引をしようとするときは、当行
(1) 新たにこの取引をしようとするときは、当行
所定の投資信託総合取引申込書に必要事項を記
所定の書類に必要事項を記入し、記名押印（又
入し、記名押印（又は署名）のうえ、この取引
は署名）のうえ、この取引に係る本人名義の総
に係る本人名義の総合口座取引規定の適用のあ
合口座取引規定の適用のある通常貯金の通帳
る通常貯金の通帳（以下「通帳」といいます。）
（以下「通帳」といいます。
）を添えて取引営業
を添えて取引営業所等に提出してください。
所等に提出してください。
(2) この取引の開始の申込みは、第１項に定める
(2)この取引の開始の申込みは、第１項に定めるほ
ほか、当行所定のメールオーダー用の投資信託
か、当行所定のメールオーダー用の書類に必要
総合取引申込書に必要事項を記入し、記名押印
事項を記入し、記名押印（又は署名）のうえ、
当行所定の書類を添付して当行所定の事務セン
（又は署名）のうえ、当行所定の書類を添付し
ターに郵送することにより行うことができま
て当行所定の事務センターに郵送することによ
す。
り行うことができます。
(3)前２項の当行所定の書類に記入された氏名、住
(3) 前２項の申込書に記入された氏名、住所、口
座等をもって、この取引の氏名、住所、決済口
所、口座等をもって、この取引の氏名、住所、
座等とします。
決済口座等とします。
(4)
(略)
(4) (略)
7～8 （略）

7～8 （略）

9 この取引の解約
(1) この取引を解約しようとするときは、当行所
定の申込書に必要事項を記入し、記名押印（又
は署名）のうえ、通帳を添えて取引営業所等に
提出してください。
(2) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当
行はいつでもこの取引を解約することができる
ものとします。
①～④ （略）

9 この取引の解約
(1) この取引を解約しようとするときは、当行所
定の書類に必要事項を記入し、記名押印（又は
署名）のうえ、通帳を添えて取引営業所等に提
出してください。
(2) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当
行はいつでもこの取引を解約することができる
ものとします。
①～④ （略）

⑤ 通常貯金規定第 15 条（全部払戻し等）第 5
項の規定の適用を受けたとき。
⑥ （略）

⑤ 通常貯金規定第 14 条（全部払戻し等）第 5
項の規定の適用を受けたとき。
⑥ （略）

(3)～(4)

（略）

(3)～(4)

（略）

10 購入の取扱い
10 購入の取扱い
(1) 取扱商品の購入の申込みをしようとすると
(1) 取扱商品の購入の申込みをしようとすると
きは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、
きは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記
記名押印（又は署名）のうえ、通帳を添えて取
名押印（又は署名）のうえ、通帳を添えて取引
引営業所等に提出してください。
営業所等に提出してください。
(2)～(4) (略)
(2)～(4) (略)
11 解約の取扱い
11 解約の取扱い
(1) 取扱商品の解約の申込みをしようとすると
(1) 取扱商品の解約の申込みをしようとすると
きは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、
きは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記
記名押印（又は署名）のうえ、通帳を添えて取
名押印（又は署名）のうえ、通帳を添えて取引
引営業所等に提出してください。
営業所等に提出してください。
なお、1 日当たりの解約回数の上限は、当行
が定めるところによります。
(2)～(4) (略)

(2)～(4) (略)

(5)

投資信託委託会社から解約代金を受領した
ときは、この解約代金から各取扱商品の投資信
託約款又は目論見書で定める当該解約に係る
手数料その他の諸費用等を差し引いた残額（第
13 条第１項及び第４項において「解約受取金」
といいます。）を、当行所定の日に決済口座に
入金します。
(6) (略)

(5) 投資信託委託会社から解約代金を受領した
ときは、この解約代金から各取扱商品の投資信
託約款又は目論見書で定める当該解約に係る
手数料その他の諸費用等を差し引いた残額を、
当行所定の日に決済口座に入金します。

(6) (略)

12 買取り
(1) 取扱商品の買取りの申込みをしようとする
ときは、当行所定の申込書に必要事項を記入
し、記名押印（又は署名）のうえ、通帳を添え
て取引営業所等に提出してください。
(2)～(3) （略）

12 買取り
(1) 取扱商品の買取りの申込みをしようとする
ときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、
記名押印（又は署名）のうえ、通帳を添えて取
引営業所等に提出してください。
(2)～(3) （略）

13 スイッチング
(1) スイッチングは、取扱商品の解約受取金をも
って他の取扱商品の購入代金とし、解約及び購
入を一組の同一日付の申込みとする取扱いで
す。
(2)
(略)

13 スイッチング
(1) スイッチングは、取扱商品の解約代金をもっ
て他の取扱商品の購入代金とし、解約及び購入
を一組の同一日付の申込みとする取扱いです。
(2)

(略)

(3)

スイッチングの申込みについては、第 10 条
及び第 11 条の規定に準じて取り扱うものとし
ます。

(3)

(4)

スイッチングの申込み後の基準価額の変動
その他の理由により解約受取金が購入しよう
とする取扱商品の最低購入金額未満となると
きは、当該申込みに係る取扱商品の購入は行わ
ず、解約受取金を決済口座に入金します。

（削除）

スイッチングの申込みについては、第 10 条
及び第 11 条の規定に準じて取り扱うものとし
ます。ただし、特定口座（租税特別措置法第
37 条の 11 の３第３項第１号に規定する特定口
座をいいます。）に定めるところにより当該解
約にかかる源泉徴収を行う場合は、別途、決済
口座から自動的に引き落とします。

(4)
（新設）

（新設）

14 収益分配金及び償還金
(1) 取扱商品の受益権がお客さまの振替決済口
座に記載又は記録されているときは、当行がお
客さまに代わって収益分配金又は償還金を受
領し、当行所定の方法により決済口座に入金し
ます。
(2)
(略)
(3)

収益分配金について、購入の申込み時に選択
した前２項のいずれかの方法は、他の方法に変
更をすることができません。ただし、取扱商品
のうち当行所定のものに係る収益分配金につ
いては、当行の定めるところによります。

前項において、決済口座の残高不足等により
税金等の引き落としができない場合は、当行の
判断により、当該スイッチングの購入による取
扱商品について、不足金を充当するため、その
一部又は全部を解約できるものとします。
(5) 当行が、投資信託委託会社から解約代金を受
領するまでは、当行がお客さまに代わって当該
他の取扱商品の購入代金として支払った金額
をお客さまに請求することがあります。
14 収益分配金及び償還金
(1) 取扱商品の受益権がお客さまの振替決済口
座に記載又は記録されているときは、当行がお
客さまに代わって収益分配金又は償還金を受
領し、当行の定めるところにより、決済口座に
入金します。
(2)
(略)
(3)

お客さまは、収益分配金の受取方法につい
て、当行の定めるところにより、購入の申込み
時に、前２項の受取方法のいずれかを設定しま
す。

(4)

前項において、お客さまが購入の申込み時に
設定した収益分配金の受取方法は、当行の定め
るところにより、他の受取方法に変更すること
ができます。

(4)

前条に規定するスイッチングの申込みによ
り購入した取扱商品の収益分配金については、
（削除）
解約した取扱商品の購入の申込み時に選択し
た第１項又は第２項のいずれかの方法による
ものとします。
15～16 （略）
15～16 （略）
17 免責事項
17 免責事項
次の事由により生じた損害については、当行及
次の事由により生じた損害については、当行及
び郵便局株式会社（以下「当行等」といいます。）
び日本郵便株式会社（以下「当行等」といいます。）
は責任を負いません。
は責任を負いません。
①～② (略)
①～② (略)
③ 申込書類等に使用された印影（又は署名）を
決済口座である通常貯金の印鑑（又は署名鑑）
と相当の注意をもって照合し、相違ないものと
認めて取扱いをしたうえで、それらの書類等に
つき偽造、変造その他の事故があったとき。
④ 申込書類等に使用された印影（又は署名）が
決済口座である通常貯金の印鑑（又は署名鑑）
と相違するため、解約その他この規定上の取扱
いをしなかったとき。
⑤ (略)
18～23 （略）

③ 当行所定の書類等に使用された印影（又は署
名）を決済口座である通常貯金の印鑑（又は署
名鑑）と相当の注意をもって照合し、相違ない
ものと認めて取扱いをしたうえで、それらの書
類等につき偽造、変造その他の事故があったと
き。
④ 当行所定の書類等に使用された印影（又は署
名）が決済口座である通常貯金の印鑑（又は署
名鑑）と相違するため、解約その他この規定上
の取扱いをしなかったとき。
⑤ (略)
18～23（略）
附 則
（経過措置）
第 14 条第４項は、平成 25 年５月２日以前の購入
の申込み時に第 14 条第１項の受取方法を設定して
いる場合には、適用されません。

■投資信託受益権振替決済口座管理規定
改定前
1～2（略）
3 振替決済口座の開設
(1) 振替決済口座を開設しようとするときは、当
行所定の投資信託総合取引申込書に必要事項を
記入し、記名押印（又は署名）のうえ、通帳（投
資信託総合取引規定第６条（取引開始の手続）
第１項に定める通帳をいいます。）を添えて取引
営業所等（投資信託総合取引規定第３条（取引
営業所等）に定める取引営業所等をいいます。
以下同じとします。）に提出してください。
(2) 振替決済口座の開設の申込みは、第１項に定
めるほか、当行所定のメールオーダー用の投資
信託総合取引申込書に必要事項を記入し、記名
押印（又は署名）のうえ、当行所定の書類を添
付して当行所定の事務センターに郵送すること
により行うことができます。
(3)～(4) (略)

改定後
1～2（略）
3 振替決済口座の開設
(1) 振替決済口座を開設しようとするときは、当
行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印（又
は署名）のうえ、通帳（投資信託総合取引規定
第６条（取引開始の手続）第１項に定める通帳
をいいます。）を添えて取引営業所等（投資信託
総合取引規定第３条（取引営業所等）に定める
取引営業所等をいいます。以下同じとします。）
に提出してください。
(2) 振替決済口座の開設の申込みは、第１項に定
めるほか、当行所定のメールオーダー用の書類
に必要事項を記入し、記名押印（又は署名）の
うえ、当行所定の書類を添付して当行所定の事
務センターに郵送することにより行うことがで
きます。
(3)～(4) (略)

4（略）

4（略）

5 当行への届出事項
投資信託総合取引申込書に使用された印影（又は署
名）、記載された住所、氏名等をもって、届出の印鑑
（又は署名鑑）、住所、氏名等とします。
6～11（略）
12 届出事項の変更手続
(1) （略）

5 当行への届出事項
当行所定の書類に使用された印影（又は署名）、記
載された住所、氏名等をもって、届出の印鑑（又は
署名鑑）、住所、氏名等とします。
6～11（略）
12 届出事項の変更手続
(1) （略）

(2)

前項により届出があった場合、当行は所定の
手続を完了した後でなければ投資信託受益権
の振替又は抹消、契約の解約の請求には応じま
せん。この間、相当の期間を置き、また、保証
人を求めることがあります。
(3)
（略）
13～15（略）
16 解約等
(1) （略）
①～⑦ （略）
⑧ 通常貯金規定第 15 条（全部払戻し等）第 5
項の規定の適用を受けたとき。
⑨ （略）
(2) （略）
17 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又は当行所定の営業所及び当
行所定の方法により公表した郵便局（第 20 条に
おいて「営業所等」といいます。）の火災等緊急を
要するときは、当行及び郵便局株式会社（次条に
おいて「当行等」といいます。）は臨機の処置をす
ることができるものとします。
18～20（略）

(2)

(3)

前項により届出があった場合、当行は所定の
手続を完了した後でなければ投資信託受益権
の振替又は抹消、契約の解約の請求には応じま
せん。この間、相当の期間を置きます。
（略）

13～15（略）
16 解約等
(1) （略）
①～⑦ （略）
⑧ 通常貯金規定第 14 条（全部払戻し等）第 5
項の規定の適用を受けたとき。
⑨ （略）
(2) （略）
17 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
求められたとき又は当行所定の営業所及び当行所定
の方法により公表した郵便局（第 20 条において「営
業所等」といいます。）の火災等緊急を要するときは、
当行及び日本郵便株式会社（次条において「当行等」
といいます。）は臨機の処置をすることができるもの
とします。
18～20（略）

■投資信託収益分配金再投資規定
改定前
1（略）
2 申込み
(1) 収益分配金再投資契約の申込みをしようとす
るときは、当行所定の申込書に必要事項を記入
し、記名押印（又は署名）のうえ、通帳（投資
信託総合取引規定第６条（取引開始の手続）第
１項に定める「通帳」をいいます。以下同じと
します。）を添えて取引営業所等（投資信託総合
取引規定第３条（取引営業所等）に定める取引
営業所等をいいます。以下同じとします。）に提
出してください。
(2)～(4) (略)

改定後
1（略）
2 申込み
(1) 収益分配金再投資契約の申込みをしようとす
るときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、
記名押印（又は署名）のうえ、通帳（投資信託
総合取引規定第６条（取引開始の手続）第１項
に定める「通帳」をいいます。以下同じとしま
す。）を添えて取引営業所等（投資信託総合取引
規定第３条（取引営業所等）に定める取引営業
所等をいいます。以下同じとします。）に提出し
てください。
(2)～(4) (略)

3（略）
4 免責事項
次の事由により生じた損害については、当行及び
郵便局株式会社（第５号において「当行等」といい
ます。）は責任を負いません。
①～② （略）

3（略）
4 免責事項
次の事由により生じた損害については、当行及び
日本郵便株式会社（第５号において「当行等」とい
います。）は責任を負いません。
①～② （略）

③ 申込書類等に使用された印影（又は署名）を決
済口座である通常貯金の印鑑（又は署名鑑）と相
当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて
取扱いをしたうえで、それらの書類等につき偽
造、変造その他の事故があったとき。
④ 申込書類等に使用された印影（又は署名）が決
済口座である通常貯金の印鑑（又は署名鑑）と相
違するため、解約その他この規定上の取扱いをし
なかったとき。
⑤ （略）
5～6（略）

③

当行所定の書類等に使用された印影（又は署
名）を決済口座である通常貯金の印鑑（又は署
名鑑）と相当の注意をもって照合し、相違ない
ものと認めて取扱いをしたうえで、それらの書
類等につき偽造、変造その他の事故があったと
き。
④ 当行所定の書類等に使用された印影（又は署
名）が決済口座である通常貯金の印鑑（又は署
名鑑）と相違するため、解約その他この規定上
の取扱いをしなかったとき。
⑤ （略）
5～6（略）

■投資信託自動積立規定
改定前
改定後
1（略）
1（略）
2 申込み
2 申込み
(1) 投資信託自動積立契約の申込みをしようとす
(1) 投資信託自動積立契約の申込みをしようとす
るときは、当行所定の申込書に必要事項を記入
るときは、当行所定の書類に必要事項を記入
し、記名押印（又は署名）のうえ、通帳（投資
し、記名押印（又は署名）のうえ、通帳（投資
信託総合取引規定第６条（取引開始の手続）第
信託総合取引規定第６条（取引開始の手続）第
１項に定める通帳をいいます。以下同じとしま
１項に定める通帳をいいます。以下同じとしま
す。）を添えて取引営業所等（投資信託総合取
す。）を添えて取引営業所等（投資信託総合取
引規定第３条（取引営業所等）に定める取引営
引規定第３条（取引営業所等）に定める取引営
業所等をいいます。以下同じとします。）に提
業所等をいいます。以下同じとします。）に提
出してください。
出してください。
(2) 前項の申込みがあったときは、毎月買付申込
日（申込書に記入された買付けに係る申込日を
(2) 前項の申込みがあったときは、引落日（当行
いいます。以下同じとします。）の前営業日に指
所定の書類に記入された買付けに係る引落日を
定振替金額（当該申込書に記入された買付けに
いいます。以下同じとします。）に指定振替金額
係る申込金額をいいます。以下同じとします。）
（当該当行所定の書類に記入された買付けに係
を決済口座（投資信託総合取引規定第６条（取
る申込金額をいいます。以下同じとします。
）を
引開始の手続）第３項に定める決済口座をいい
決済口座（投資信託総合取引規定第６条（取引
ます。以下同じとします。）から払い戻し、指定
開始の手続）第３項に定める決済口座をいいま
振替金額から手数料その他の諸経費を差し引い
す。以下同じとします。）から払い戻し、指定振
た残額により指定された取扱商品を毎月買付申
替金額から手数料その他の諸経費を差し引いた
込日に自動的に購入します。この場合、通常貯
残額により指定された取扱商品を引落日の翌営
金規定にかかわらず、払戻請求書及び通帳の提
業日（取扱商品の目論見書において購入申込不
可日とされている日に当たる場合は、購入申込
出は不要とします。
不可日の翌営業日以降最初に到来する購入可能
日）に自動的に購入します。この場合、通常貯
金規定にかかわらず、払戻請求書及び通帳の提
出は不要とします。
(3)～(4) (略)
(3)～(4) (略)
3 毎月買付申込日及び指定振替金額
(1) 毎月買付申込日は、毎月１回でお客さまが指
定する日とします。
(2) 毎月買付申込日が、日曜日、土曜日若しくは
休日（１月２日、同月３日及び 12 月 31 日を
含みます。次条において「日曜日等」といいま
す。）又は取扱商品の目論見書において購入申
込不可日とされている日に当たる場合は、その
翌営業日を毎月買付申込日として取り扱いま
す。なお、毎月買付申込日が暦にない月におい
ては、当該月の末日を毎月買付申込日として取
り扱います。
（新設）

3 引落日、引落終了年月及び指定振替金額
(1) 引落日は、毎月１回でお客さまが指定する日
とします。
(2) 引落日が、日曜日、土曜日若しくは休日（１
月２日、同月３日及び 12 月 31 日を含みます。
次条において「日曜日等」といいます。）に当
たる場合は、その前営業日を引落日として取り
扱います。なお、引落日が暦にない月において
は、当該月の末日を引落日として取り扱いま
す。

(3)

(3)

毎月買付申込日の指定振替金額は、毎回当行
が定める金額以上で同額とし、１千円未満の端
数を付けることはできません。
(4) 指定振替金額は、毎年２回以内でお客さまが
指定する月において、千円単位で増額すること
ができます。

買付けに係る引落しの終了年月を、当行所定
の方法によりあらかじめ指定することができ
ます。
(4) 引落日の指定振替金額は、毎回当行が定める
金額以上で同額とし、１千円未満の端数を付け
ることはできません。
(5) 指定振替金額は、毎年２回以内でお客さまが
指定する月において、千円単位で増額すること
ができます。

4 現在高不足時の取扱い
(1) （略）

4 現在高不足時の取扱い
(1) （略）

(2)

(2) 指定振替金額の払戻しにおいて、複数の投資
信託自動積立契約に係る複数の払戻しを同一日
に行う場合において、その指定振替金額の合計
額が払戻日の決済口座の現在高を超えるとき
は、いずれの払戻しを優先するかは当行の任意
とします。本項の取扱いによって生じた損害に
ついては、当行及び日本郵便株式会社（第９条
において「当行等」といいます。）は責任を負い
ません。
5（略）
6 届出事項の変更
(1)
（略）

(2)

(2)

指定振替金額の払戻しにおいて、複数の投資
信託自動積立契約に係る複数の払戻しを同一
日に行う場合において、その指定振替金額の合
計額が払戻日の決済口座の現在高を超えると
きは、いずれの払戻しを優先するかは当行の任
意とします。本項の取扱いによって生じた損害
については、当行及び郵便局株式会社（第９条
において「当行等」といいます。
）は責任を負
いません。
5（略）
6 届出事項の変更
(1)
（略）
毎月買付申込日及び指定振替金額の変更は、
届出があった日から１月を経過した日以降最
初に到来する変更後の毎月買付申込日から変
更します。
（追加）

7 投資信託自動積立契約に係る取扱いの停止
当行は、投資信託自動積立契約に係る取扱いにつ
いて、取扱商品の商品特性を踏まえて停止すること
があるほか、次のやむを得ない事情により一時的に
停止することがあります。
① 取扱商品に係る投資信託委託会社が、財産資金
管理を円滑に行うため、その設定を停止したと
き。
②

災害・事変その他の不可抗力と認められる事由
により、当行が投資信託自動積立契約に係る取扱
いを提供できないとき。

③

その他当行がやむを得ない事情により投資信
託自動積立契約に係る取扱いの提供を停止せ
ざるを得ないと判断したとき。
（新設）

引落日及び指定振替金額の変更は、届出があっ
た日から４営業日を経過した日以降最初に到
来する引落日（引落日を変更する場合は変更後
の引落日とします。）から変更します。
(3) 買付けに係る引落しの終了年月の変更は、届出
があった日から４営業日を経過した日以降最
初に到来する引落日から変更します。
7 投資信託自動積立契約に係る取扱いの停止
(1) 当行は、投資信託自動積立契約に係る取扱い
について、取扱商品の商品特性を踏まえて停止
することがあるほか、次のやむを得ない事情に
より一時的に停止することがあります。
① 取扱商品に係る投資信託委託会社が、財産資
金
管理を円滑に行うため、その設定を停止したと
き。
② 災害・事変その他の不可抗力と認められる事
由
により、当行が投資信託自動積立契約に係る取
扱
いを提供できないとき。
③ その他当行がやむを得ない事情により投資信
託自動積立契約に係る取扱いの提供を停止せざ
るを得ないと判断したとき。
（2）前項第２号について、取扱商品に係る投資信
託委託会社が災害・事変その他の不可抗力と認め
られる事由により、買付けの申込みの受付けを中
止した場合又は買付けの申込みの受付けを取り
消した場合は、お客さまからの買付けの申込みは
不成立となりますが、払戻金は当行がお預かり
し、当該日以降最初に買付けが可能となった日
に、お客さまからの買付けの申込みがあったもの
として、当行から投資信託委託会社に買付けの申
込みを行います。

8 解約
(1) 投資信託自動積立契約を解約しようとする
ときは、当行所定の申込書に必要事項を記入
し、記名押印（又は署名）のうえ、通帳を添え
て取引営業所等に提出してください。
(2) 前項の解約の申出は、毎月買付申込日の１か
月前までに行ってください。
(3)～(5) (略)

8 解約
(1)
投資信託自動積立契約を解約しようとする
ときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、
記名押印（又は署名）のうえ、通帳を添えて取
引営業所等に提出してください。
(2) 前項の解約の申出は、引落日の４営業日前ま
でに行ってください。
(3)～(5) (略)

9 免責事項
次の事由により生じた損害については、当行等は
責任を負いません。
①～② (略)

9 免責事項
次の事由により生じた損害については、当行等は
責任を負いません。
①～② (略)

③

申込書類等に使用された印影（又は署名）を決
済口座である通常貯金の印鑑（又は署名鑑）と相
当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて
取扱いをしたうえで、それらの書類等につき偽
造、
変造その他の事故があったとき。
④ 申込書類等に使用された印影（又は署名）が決
済口座である通常貯金の印鑑（又は署名鑑）と相
違するため、解約その他この規定上の取扱いをし
なかったとき。
⑤ (略)
10～11（略）

③

当行所定の書類等に使用された印影（又は署
名）
を決済口座である通常貯金の印鑑（又は署名鑑）
と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認
めて取扱いをしたうえで、それらの書類等につき
偽造、変造その他の事故があったとき。
④ 当行所定の書類等に使用された印影（又は署
名）
が決済口座である通常貯金の印鑑（又は署名鑑）
と相違するため、解約その他この規定上の取扱い
をしなかったとき。
⑤ (略)
10～11（略）

■投資信託特定口座規定
改定前
1～13（略）
14 特定口座年間取引報告書の送付
(1) （略）

改定後
1～13（略）
14 特定口座年間取引報告書の送付
(1) （略）

(2)

お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書に (2) 当行は、特定口座年間取引報告書２通を作成
より源泉徴収の選択を行わなかったときは、当
し、１通はお客さまへ送付し、１通は所轄の
行は、特定口座年間取引報告書２通を作成し、
税務署に提出します。
１通はお客さまへ送付し、１通は所轄の税務署
に提出します。
15（略）
15（略）
16 特定口座の廃止
16 特定口座の廃止
（略）
（略）
①～②（略）
①～②（略）
③ お客さまの特定口座において投資信託受益権
③ お客さまの特定口座において投資信託受益権
の残高がなくなった日から２年を経過する日の
の残高がなくなった日又は、当該特定口座に最
属する年の 12 月 31 日までの間に、当該特定口
後に上場株式等の配当等を受け入れた日のいず
座において上場株式等の保管の委託が行われな
れか遅い日から２年を経過する日の属する年の
かったとき。この場合、施行令によりその翌年
12 月 31 日までの間に、当該特定口座に係る振
１月１日に特定口座廃止届出書の提出があった
替決済口座への上場株式等の記載若しくは記録
若しくは当該特定口座への上場株式等の保管の
ものとみなされます。
委託又は上場株式等の配当等の受入れが行われ
なかったとき。この場合、施行令によりその翌
年１月１日に特定口座廃止届出書の提出があっ
たものとみなされます。
④～⑤（略）
④～⑤（略）
17 免責事項
当行及び郵便局株式会社の責めによらない事由
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、当行及び郵便局株式会社は責任を負わないも
のとします。
18～19（略）
（附則）（略）

17 免責事項
当行及び日本郵便株式会社の責めによらな
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、当行及び日本郵便株式会社は
責任を負わないものとします。
18～19（略）
（略）

■ゆうちょ投信ＷＥＢプレミア会員規定
改定前
１
２

（略）
会員
⑴ （略）
⑵ 会員は、第４条に定める取引営業所以外の取
引営業所等（投資信託総合取引規定第３条（取
引営業所等）に定める取引営業所等をいいま
す。以下同じとします。）において投資信託取
引はできません。また、投信ダイレクト規定に
定める投信ダイレクトサービス及び投資信託
ホームサービス規定に定める投資信託ホーム
サービスは利用できません。

３～６ （略）
７ 本人確認等
⑴ （略）
①

（略）

②

次条の電話機を通じての照会サービスに
あっては、第９条第５項に定めるところによ
り、暗証（会員が当行に届け出た照会サービ
ス用暗証をいいます。以下同じとします。）
及び投資信託口座の番号の一致の確認によ
って行います。
③ 第10条の投資信託取引にあっては、第11
条第２項に定めるところにより、お客さま番
号、ログインパスワード及び投資信託口座の
番号の一致の確認によって行います。
⑵

このサービスの利用について、ログインパス
ワード、暗証及び投資信託口座の番号を当行所
定の回数を超えて誤入力した場合、当行はこの
サービスの利用を停止します。このサービスの
利用を再開しようとするときは、当行所定の方
法により請求してください。

⑶

このサービスで使用するお客さま番号及び
ログインパスワードについてはゆうちょダイ
レクトのパソコンで使用するお客さま番号及
びログインパスワードと同一のものとし、ログ
インパスワードの変更等についてはゆうちょ
ダイレクト規定第６条（暗証、ログインパスワ
ード、合言葉並びに当行が指定する利用番号及
びお客さま番号の管理等）及び第７条（本人確
認）の定めるところによります。

⑷

このサービスで使用する暗証は、他人に知ら
れないように管理してください。暗証について
は、生年月日、電話番号、同一数字等他人から

改定後
１ （略）
２ 会員
⑴ （略）
⑵

会員は、第４条に定める取引営業所以外の取
引営業所等（投資信託総合取引規定第３条（取
引営業所等）に定める取引営業所等をいいま
す。以下同じとします。）において投資信託取
引はできません。また、ゆうちょダイレクト規
定に定めるインターネットサービスのうち投
資信託に係る照会サービス及び投資信託取引
並びに同規定に定める投資信託テレホンサー
ビスは利用できません。
３～６ （略）
７ 本人確認等
⑴ （略）
①
②

（略）

次条の電話機を通じての照会サービスに
あっては、第９条第５項に定めるところによ
り、照会サービス用暗証（会員が当行に届け
出た照会サービス用暗証をいいます。以下同
じとします。）及び投資信託口座の記号番号
の一致の確認によって行います。
③ 第10条の投資信託取引にあっては、第11
条第２項に定めるところにより、お客さま番
号、ログインパスワード及びインターネット
サービス用暗証の一致の確認によって行い
ます。
⑵ このサービスの利用について、ログインパス
ワード及びインターネットサービス用暗証を
当行所定の回数を超えて誤入力した場合、当行
はパソコンを通じたこのサービスの利用を停
止します。パソコンを通じたこのサービスの利
用を再開しようとするときは、当行所定の方法
により請求してください。
⑶ このサービスで使用するお客さま番号、ログ
インパスワード及びインターネットサービス
用暗証についてはゆうちょダイレクトで使用
するお客さま番号、インターネットサービス用
ログインパスワード及びインターネットサー
ビス用暗証と同一のものとし、インターネット
サービス用ログインパスワード及びインター
ネットサービス用暗証の変更等についてはゆ
うちょダイレクト規定第６条（暗証、ログイン
パスワード、合言葉並びに当行が指定する利用
番号及びお客さま番号の管理等）及び第７条
（本人確認）の定めるところによります。
⑷ このサービスで使用する照会サービス用暗
証は、他人に知られないように管理してくださ
い。照会サービス用暗証については、生年月日、

推測されやすい番号の指定は避け、不定期的又
は一定期間毎に変更するようにしてください。
また、このサービスで使用する暗証を変更しよ
うとするとき又は失念したときは、当行所定の
届書に必要事項を記入し、記名押印（又は署名）
のうえ、取引営業所に郵送することにより提出
してください。
８
９

（略）
照会サービスの受付
⑴ （略）
⑵

前項において当行で受信したお客さま番号
及びログインパスワードが、当行が指定したお
客さま番号及び届出のログインパスワードと
一致した場合には、当行は送信者を会員本人と
みなし、受信電文を正当なものとして取り扱い
ます。
⑶～⑷ （略）

前項において当行で受信したお客さま番号
及びログインパスワードが、当行が指定したお
客さま番号及び届出のインターネットサービ
ス用ログインパスワードと一致した場合には、
当行は送信者を会員本人とみなし、受信電文を
正当なものとして取り扱います。
⑶～⑷ （略）

⑸

⑸

前項において当行で受電した暗証及び投資
信託口座の番号が、届出の暗証及び当行が指定
した投資信託口座の番号と一致した場合には、
当行は架電した者を会員本人とみなし、受電内
容を正当なものとして取り扱います。
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電話番号、同一数字等他人から推測されやすい
番号の指定は避け、不定期的又は一定期間毎に
変更するようにしてください。また、このサー
ビスで使用する照会サービス用暗証を変更し
ようとするとき又は失念したときは、当行所定
の届書に必要事項を記入し、記名押印（又は署
名）のうえ、取引営業所に郵送することにより
提出してください。
８ （略）
９ 照会サービスの受付
⑴ （略）

投資信託取引
⑴ 投資信託取引は、取扱商品に係る購入の申込
み、解約の申込み、買取りの申込み及びスイッ
チングの申込み並びに投資信託自動積立契約
の申込み、投資信託自動積立契約の変更の申込
み及び投資信託自動積立契約の解約の申込み
を行うことができるものとします。
⑵

前項の取扱商品に係るスイッチングについ
ては、取扱商品のうち当行所定のものに限り行
うことができます。
11 投資信託取引の受付
⑴ （略）
⑵

当行で受信したお客さま番号、ログインパス
ワード及び投資信託口座の番号が、当行が指定
したお客さま番号、届出のログインパスワード
及び当行が指定した投資信託口座の番号と一
致した場合には、当行は送信者を会員本人とみ
なし、受信電文を正当なものとして取り扱いま
す。

（新設）

⑵

前項において当行で受電した照会サービス
用暗証及び投資信託口座の記号番号が、届出の
照会サービス用暗証及び当行が指定した投資
信託口座の記号番号と一致した場合には、当行
は架電した者を会員本人とみなし、受電内容を
正当なものとして取り扱います。
10 投資信託取引
⑴ 投資信託取引は、会員の請求に基づき、取扱
商品に係る購入の申込み、解約の申込み、買取
りの申込み、スイッチングの申込み、投資信託
自動積立契約の申込み、投資信託自動積立契約
の変更の申込み、投資信託自動積立契約の解約
の申込み及び収益分配金の受取方法の変更の
申込みを行うことができる取扱いです。
⑵ 前項に係るスイッチングについては、当行所
定の商品に限り行うことができます。
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投資信託取引の受付
⑴ （略）
⑵

当行で受信したお客さま番号、ログインパス
ワード及びインターネットサービス用暗証が、
当行が指定したお客さま番号並びに届出のイ
ンターネットサービス用ログインパスワード
及びインターネットサービス用暗証と一致し
た場合には、当行は送信者を会員本人とみな
し、受信電文を正当なものとして取り扱いま
す。
⑶ 前項において会員は、当行がパソコンの画面
に表示する当該会員からの申込みの内容が正
当であることを確認のうえ、当行所定の方法に
より投資信託取引の申込みに係る請求電文を
当行に送信してください。

⑷ （同左）
前条第１項に定める申込みは、当行所定の時
限までに限り、パソコンの画面の操作手順に従
って必要事項を入力することによりその取消
しができるものとします。
⑷ 会員は、投資信託取引に係る取扱商品の投資
⑸ （同左）
信託約款及び最新の目論見書並びにこの規定
の内容を十分に理解し、自らの判断と責任にお
いて投資信託取引に係る請求をしてください。
12～14 （略）
12～14 （略）
15 電子メールアドレスの登録等
15 電子メールアドレスの登録等
⑴ 当行は、当行からの重要なお知らせの内容、
⑴ 当行は、当行からの重要なお知らせの内容、
第22条に定める販売促進用資料等の内容又は
第21条に定める販売促進用資料等の内容又は
前条に定める電子交付を行った場合はその旨
前条に定める電子交付を行った場合はその旨
を、会員の指定する電子メールアドレスあてに
を、会員の指定する電子メールアドレスあてに
通知しますので、当行所定の方法により電子メ
通知しますので、当行所定の方法により電子メ
ールアドレスを登録してください。
ールアドレスを登録してください。
⑵～⑷ （略）
⑵～⑷ （略）
⑶
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16～17 （略）
免責事項
⑴ （略）
⑵

当行がこの規定による本人確認方法により
本人からの請求としてこのサービスの取扱い
を受け付けたときは、暗証、お客さま番号、ロ
グインパスワード又は投資信託口座の番号に
不正使用その他の事故があってもそれにより
生じた損害については、当行は責任を負いませ
ん。

⑶

公衆電話回線、専用電話回線等又はインター
ネット等の通信経路において盗聴等がなされ
たことにより電話番号、暗証、お客さま番号、
ログインパスワード又は投資信託口座の番号
が漏洩した場合があってもそれにより生じた
損害については、当行は責任を負いません。

⑷～⑹
（新設）

（略）

16～17 （略）
18 免責事項
⑴ （略）
⑵

当行がこの規定による本人確認方法により
本人からの請求としてこのサービスの取扱い
を受け付けたときは、照会サービス用暗証、お
客さま番号、ログインパスワード、インターネ
ットサービス用暗証又は投資信託口座の記号
番号に不正使用その他の事故があってもそれ
により生じた損害については、当行は責任を負
いません。
⑶ 公衆電話回線、専用電話回線等又はインター
ネット等の通信経路において盗聴等がなされ
たことにより電話番号、照会サービス用暗証、
お客さま番号、ログインパスワード、インター
ネットサービス用暗証又は投資信託口座の記
号番号が漏洩した場合があってもそれにより
生じた損害については、当行は責任を負いませ
ん。
⑷～⑹ （略）
19 このサービスに関する通知及び告知方法等
⑴ 当行から会員に対するこのサービスに関す
る通知及び告知は、電子メールの送信、当行所
定のホームページに掲載する方法その他相当
の方法により行います。
⑵ 当行は、会員が登録した電子メールアドレス
に電子メールを送信しましたうえは、通信事情
などの理由により延着し又は到達しなかった
ときでも通常到達すべき時に到達したものと
みなし、それにより生じた損害については、当
行は責任を負いません。
⑶ 会員が登録した電子メールアドレスが、当行
の責による場合を除き、会員以外の者のアドレ
スになっていたとしてもそれにより生じた損
害については、当行は責任を負いません。

19 取扱履歴の保管
（略）
20 会員情報の取扱い
（略）
21 販売促進用資料等の送付等
（略）
22 規定の適用
（略）
23 規定の改定等
（略）

20 取扱履歴の保管
（略）
21 会員情報の取扱い
（略）
22 販売促進用資料等の送付等
（略）
23 規定の適用
（略）
24 規定の改定等
（略）
附 則
（経過措置）
第10条第１項に規定する収益分配金の受取方法の
変更は、平成25年５月２日以前の購入の申込み時に
投資信託総合取引規定第14条（収益分配金及び償還
金）第１項の受取方法を設定している場合には、行
うことはできません。

