
項番 掲載場所 改定前 改定後

1 表題 三井住友銀行のGlobal e－Tradeサービス利用規定（2018年12月改定） 三井住友銀行のGlobal e-Tradeサービス利用規定（2020年5月改定）
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第1条　Global e－Trade
サービスの内容等
（5）契約料および取扱手
数料

本サービスの利用にあたっては、当行所定の契約料、取扱手数料、および各々にかかる
消費税が必要になります。この場合、当行は当該契約料・手数料・消費税を、普通預金
規定（総合口座取引規定を含みます）または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請
求書、カードまたは当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が「Global e-Trade
サービス/i-Deal申込書兼Value Door申込書」（以下「申込書」といいます）にて指定した
手数料決済口座（以下「手数料決済口座」といいます）から、当行所定の日に自動的に
引落します。なお、当行は契約者に事前に通知することなく契約料、取扱手数料を変更
する場合があります。また、手数料決済口座として指定可能な預金の種類は当行所定の
種類に限るものとします。ただし、契約者は、本サービスにより生じる被仕向送金、輸出信
用状の通知、輸出手形の買取・取立、貿易関係債権の買取、仕向送金、輸入信用状開
設または条件変更、輸入手形書類決済等について生じる当行および関係銀行の手数
料、諸費用等の外国関係手数料については、別途当行に差し入れた外国関係手数料
等引落依頼書に従い、当行に対し支払うものとします。

本サービスの利用にあたっては、当行所定の契約料、取扱手数料、および各々にかかる
消費税が必要になります。この場合、当行は当該契約料・手数料・消費税を、普通預金
規定（総合口座取引規定を含みます）または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請
求書、カードまたは当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が本サービス申込（後
記第2条(1)に定義します）に際して指定した手数料決済口座（以下「手数料決済口座」と
いいます）から、当行所定の日に自動的に引落します。なお、当行は契約者に事前に通
知することなく契約料、取扱手数料を変更する場合があります。また、手数料決済口座と
して指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限るものとします。ただし、契約者は、
本サービスにより生じる被仕向送金、輸出信用状の通知、輸出手形の買取・取立、貿易
関係債権の買取、仕向送金、輸入信用状開設または条件変更、輸入手形書類決済等
について生じる当行および関係銀行の手数料、諸費用等の外国関係手数料について
は、別途当行に差し入れた外国関係手数料等引落依頼書に従い、当行に対し支払うも
のとします。
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第２条　本サービスの申
込
（1）申込方法

本サービスの申込にあたっては、「Value Door申込書」および申込書による申込が必要
です。当行が申込書を受け付け、契約者に対し所定の手続を行ったときから、契約者と
当行との間で本サービスに関する利用契約（以下「本利用契約」といいます）が締結さ
れ、本利用契約の効力が発生するものとします。なお、申込がある場合でも、当行の判断
により申込の受付ができない場合があります。本サービスの申込は、法人および個人事
業主の方に限ります。外国為替及び外国貿易法第６条第１項第６号に定める非居住者に
該当する方は、当行所定の書類を当行あてに提出し当行が承認した場合に限り本サー
ビスを利用できるものとします。また、本サービスを利用するにあたっては、インターネット
を使った会員制の法人向け窓口「ValueDoor」（以下「ValueDoor」といいます）を申し込
み、ValueDoorの管理専用ＩＤ、および本サービスを利用させる利用者毎に利用者ＩＤを
取得しておくことが必要です。また、第６条（１）項に定める輸出手形買取・取立依頼受付
サービス、第６条（２）項に定めるケーブルネゴ・輸出ＬＧ依頼受付サービス、第７条（１）項
に定める仕向送金依頼受付サービス、および第８条（１）項に定める輸入信用状開設・条
件変更依頼受付サービス、第８条（５）項に定める輸入手形等決済指示受付サービスを
利用する場合は、承認用に、別途「ValueDoor利用規定」に定める電子認証またはＩＣ
カード認証（以下それぞれ「電子認証」、「ＩＣカード認証」といいます）の利用者ＩＤを取得
することが必要です。ValueDoorの利用にあたっては、ValueDoor利用規定が適用される
ものとします。なお、本利用規定に「管理専用ＩＤ」と記載のある場合については、特に定
めのない限り、ValueDoor利用規定に定める「管理専用ＩＤ(副)」を含むものとします。

本サービスの申込にあたっては、当行所定の申込書による申込、ValueDoor利用規定第
7条に定めるWeb申込、その他当行所定の方法による申込（以下、これらを総称して「本
サービス申込」といいます）が必要です。当行が本サービス申込を受け付け、契約者に対
し所定の手続を行ったときから、契約者と当行との間で本サービスに関する利用契約（以
下「本利用契約」といいます）が締結され、本利用契約の効力が発生するものとします。な
お、本サービス申込がなされた場合であっても、当行の判断により本サービス申込を承
諾せず、本利用規定が締結されないことがあります。かかる場合、契約者は、当該当行の
判断について何ら異議を述べないものとします。本サービス申込が当行所定の方法によ
りなされた場合、当行は契約者の正当な権限者により適法かつ有効に本サービス申込が
なされたものとみなし、契約者は、本サービス申込後に行われた一切の取引について、
正当な権限者により適法かつ有効になされたものとして、その責任を負うものとします。本
サービス申込は、法人および個人事業主の方に限り行うことができます。また、外国為替
及び外国貿易法第６条第１項第６号に定める非居住者に該当する方は、当行所定の書
類を当行あてに提出し当行が承認した場合に限り本サービスを利用できるものとします。
また、本サービスを利用するにあたっては、インターネットを使った会員制の法人向け窓
口「ValueDoor」（以下「ValueDoor」といいます）を申し込み、ValueDoorの管理専用ＩＤ、
および本サービスを利用させる利用者毎に利用者ＩＤを取得しておくことが必要です。ま
た、第６条（１）項に定める輸出手形買取・取立依頼受付サービス、第６条（２）項に定める
ケーブルネゴ・輸出ＬＧ依頼受付サービス、第７条（１）項に定める仕向送金依頼受付
サービス、および第８条（１）項に定める輸入信用状開設・条件変更依頼受付サービス、
第８条（５）項に定める輸入手形等決済指示受付サービスを利用する場合は、承認用に、
別途「ValueDoor利用規定」に定める電子認証またはＩＣカード認証（以下それぞれ「電子
認証」、「ＩＣカード認証」といいます）の利用者ＩＤを取得することが必要です。ValueDoor
の利用にあたっては、ValueDoor利用規定が適用されるものとします。なお、本利用規定
に「管理専用ＩＤ」と記載のある場合については、特に定めのない限り、ValueDoor利用規
定に定める「管理専用ＩＤ(副)」を含むものとします。



項番 掲載場所 改定前 改定後

4

第２条　本サービスの申
込
（2）入金口座、出金口
座、申込代表口座、およ
び手数料決済口座の届
出

契約者は、第４条（２）項に定める被仕向送金入金指示サービスの入金口座、第６条（１）
項に定める輸出手形買取・取立依頼受付サービスの入金口座（以下これらを「入金口
座」といいます）、第７条（１）項に定める仕向送金依頼受付サービスの出金口座、第８条
（５）項に定める輸入手形等決済指示受付サービスの出金口座（以下これらを「出金口
座」といいます）、および本サービスのお申込代表口座、ValueDoor申込代表口座（以下
これらを「申込代表口座」といいます）、ならびに手数料決済口座をValue Door申込書お
よび申込書により当行あてに届け出るものとします。ただし、入金口座、出金口座、申込
代表口座、手数料決済口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限りま
す。

契約者は、第４条（２）項に定める被仕向送金入金指示サービスの入金口座、第６条（１）
項に定める輸出手形買取・取立依頼受付サービスの入金口座（以下これらを「入金口
座」といいます）、第７条（１）項に定める仕向送金依頼受付サービスの出金口座、第８条
（５）項に定める輸入手形等決済指示受付サービスの出金口座（以下これらを「出金口
座」といいます）、および本サービスのお申込代表口座、ValueDoor申込代表口座（以下
これらを「申込代表口座」といいます）、ならびに手数料決済口座を本サービス申込に際
して当行あてに届け出るものとします。ただし、入金口座、出金口座、申込代表口座、手
数料決済口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限ります。
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第２条　本サービスの申
込
（3）利用サービスの選択

本サービスが提供する内容は、申込書に沿ったものとなります。利用サービスを
変更する際には、契約者は、当行に対して必要事項を記載した申込書を提出する
ものとします。

本サービスが提供する内容は、本サービス申込に沿ったものとなります。利用
サービスを変更する場合、契約者は、当行に対して必要事項を本サービス申込に
際して届け出るとします。
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第4条　被仕向送金サー
ビス
（1）被仕向送金到着案内
サービス

①被仕向送金到着案内サービスの内容
被仕向送金到着案内サービスとは、契約者が申込書により当行にあらかじめ届け
出た電子メールアドレスあてに、被仕向送金の到着案内または（２）項②号で規
定する事前入金指示に基づく入金手続完了案内を、当行所定の手続に基づき電子
メールにて到着の都度または定期的に送信し、また、契約者の依頼に基づいて、
接受日、送金依頼人、送金金額、ご照会番号等、契約者の被仕向送金にかかる情
報（以下「被仕向送金明細情報」といいます）を提供するサービスをいうものと
します。

①被仕向送金到着案内サービスの内容
被仕向送金到着案内サービスとは、契約者が本サービス申込に際して当行にあら
かじめ届け出た電子メールアドレスあてに、被仕向送金の到着案内または（２）
項②号で規定する事前入金指示に基づく入金手続完了案内を、当行所定の手続に
基づき電子メールにて到着の都度または定期的に送信し、また、契約者の依頼に
基づいて、接受日、送金依頼人、送金金額、ご照会番号等、契約者の被仕向送金
にかかる情報（以下「被仕向送金明細情報」といいます）を提供するサービスを
いうものとします。
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第4条　被仕向送金サー
ビス
（1）被仕向送金到着案内
サービス

⑤到着の通知
当行が、契約者が申込書によりあらかじめ当行に届け出た電子メールアドレスあ
てに、被仕向送金が到着した旨の案内を電子メールにて送信した場合には、これ
らが延着し、または到着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
します。

⑤到着の通知
当行が、契約者が本サービス申込に際してあらかじめ当行に届け出た電子メール
アドレスあてに、被仕向送金が到着した旨の案内を電子メールにて送信した場合
には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達
したものとします。
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第4条　被仕向送金サー
ビス
（2）被仕向送金入金指示
サービス

⑦取引内容の確認
被仕向送金入金指示サービスによる取引後は、契約者は速やかに普通預金通帳、
外貨預金通帳への記入、または当座勘定ご利用明細等により取引内容と依頼内容
とを照合するものとします。万一取引内容に依頼内容との相違がある場合は、直
ちに申込書記載の取扱店に当行所定の手続により照会するものとします。なお、
契約者の記録と当行の元帳等に記載された内容に相違がある場合には、契約者は
当行の元帳等に記載された内容に従うものとします。

⑦取引内容の確認
被仕向送金入金指示サービスによる取引後は、契約者は速やかに普通預金通帳、
外貨預金通帳への記入、または当座勘定ご利用明細等により取引内容と依頼内容
とを照合するものとします。万一取引内容に依頼内容との相違がある場合は、直
ちに本サービス申込に際して指定された取扱店に当行所定の手続により照会する
ものとします。なお、契約者の記録と当行の元帳等に記載された内容に相違があ
る場合には、契約者は当行の元帳等に記載された内容に従うものとします。



項番 掲載場所 改定前 改定後
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第5条　輸出LC到着案内
サービス
（1）輸出LC到着案内サー
ビス

①輸出ＬＣ到着案内サービスの内容
輸出ＬＣ到着案内サービスとは、契約者が申込書により当行にあらかじめ届け出
た電子メールアドレスあてに、輸出信用状の到着案内を当行所定の手続に基づき
電子メールにて到着の都度または定期的に送信し、また、契約者の依頼に基づい
て、接受日、ＬＣ番号、開設依頼人、ＬＣ発行銀行、ＬＣの諸条件、有効期限、
コンファームの審査状況等、契約者の輸出信用状にかかる情報（以下「輸出信用
状明細情報」といいます）を提供するサービスをいうものとします。

①輸出ＬＣ到着案内サービスの内容
輸出ＬＣ到着案内サービスとは、契約者が本サービス申込に際して当行にあらか
じめ届け出た電子メールアドレスあてに、輸出信用状の到着案内を当行所定の手
続に基づき電子メールにて到着の都度または定期的に送信し、また、契約者の依
頼に基づいて、接受日、ＬＣ番号、開設依頼人、ＬＣ発行銀行、ＬＣの諸条件、
有効期限、コンファームの審査状況等、契約者の輸出信用状にかかる情報（以下
「輸出信用状明細情報」といいます）を提供するサービスをいうものとします。
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第5条　輸出LC到着案内
サービス
（1）輸出LC到着案内サー
ビス

⑦到着の通知
当行が、契約者が申込書によりあらかじめ当行に届け出た電子メールアドレスあ
てに、輸出信用状が到着した旨の案内を電子メールにて送信した場合には、これ
らが延着し、または到着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
します。

⑦到着の通知
当行が、契約者が本サービス申込に際してあらかじめ当行に届け出た電子メール
アドレスあてに、輸出信用状が到着した旨の案内を電子メールにて送信した場合
には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達
したものとします。
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第6条　輸出手形買取・取
立依頼サービス
（1）輸出手形買取・取立
依頼受付サービス

⑤買取・取立依頼受付の通知
確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行は、
都度、契約者が申込書により当行にあらかじめ届け出た、契約者自身の電子メー
ルアドレスおよび契約者以外の電子メールアドレスあてに、当該買取・取立依頼
を受け付けた旨の案内を電子メールにて送信します。当行が、当該案内を電子
メールにて送信した場合には、これらが延着し、または到着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ます。なお、当行が契約者以外の電子
メールアドレスあてに送信した買取・取立依頼を受け付けた旨の案内について、
契約者が届け出た電子メールアドレスの相違や契約者の設定相違等、当行の責め
によらない事由により、当該案内が不着となる、または取引情報等が漏洩する等
があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

⑤買取・取立依頼受付の通知
確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行は、
都度、契約者が本サービス申込に際して当行にあらかじめ届け出た、契約者自身
の電子メールアドレスおよび契約者以外の電子メールアドレスあてに、当該買
取・取立依頼を受け付けた旨の案内を電子メールにて送信します。当行が、当該
案内を電子メールにて送信した場合には、これらが延着し、または到着しなかっ
たときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、当行が契約者
以外の電子メールアドレスあてに送信した買取・取立依頼を受け付けた旨の案内
について、契約者が届け出た電子メールアドレスの相違や契約者の設定相違等、
当行の責めによらない事由により、当該案内が不着となる、または取引情報等が
漏洩する等があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いませ
ん。



項番 掲載場所 改定前 改定後
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第6条　輸出手形買取・取
立依頼サービス
（1）輸出手形買取・取立
依頼受付サービス

⑦書面にて出力した輸出手形買取・取立依頼明細データへの契約者の署名
当行は、本項③号にて受信した輸出手形買取・取立依頼明細データについて、契
約者の署名が必要な場合、契約者が申込書により当行にあらかじめ届け出た契約
者のサインイメージを、契約者の依頼に基づき、輸出手形買取・取立依頼明細
データの当行所定の箇所へ印字し、書面にて出力するものとします。契約者は、
当該サインイメージが契約者自身の署名として扱われることに同意するものとし
ます。当行が、書面にて出力した輸出手形買取・取立依頼明細データをもって輸
出手形買取・取立の手続を行った後、外国向為替手形の支払義務者による支払、
引受または債務の確認の拒絶等あっても、そのために生じた損害ついて当行は責
任を負いません。この場合契約者は、事由の如何を問わず、外国向為替手形取引
約定書または外国為替取引約定書に基づき、当該外国向為替手形を買い戻すもの
とします。

⑦書面にて出力した輸出手形買取・取立依頼明細データへの契約者の署名
当行は、本項③号にて受信した輸出手形買取・取立依頼明細データについて、契
約者の署名が必要な場合、契約者が本サービス申込に際して当行にあらかじめ届
け出た契約者のサインイメージを、契約者の依頼に基づき、輸出手形買取・取立
依頼明細データの当行所定の箇所へ印字し、書面にて出力するものとします。契
約者は、当該サインイメージが契約者自身の署名として扱われることに同意する
ものとします。当行が、書面にて出力した輸出手形買取・取立依頼明細データを
もって輸出手形買取・取立の手続を行った後、外国向為替手形の支払義務者によ
る支払、引受または債務の確認の拒絶等あっても、そのために生じた損害ついて
当行は責任を負いません。この場合契約者は、事由の如何を問わず、外国向為替
手形取引約定書または外国為替取引約定書に基づき、当該外国向為替手形を買い
戻すものとします。
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第6条　輸出手形買取・取
立依頼サービス
（3）貿易関係債権買取依
頼受付サービス

⑤買取依頼受付の通知
確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行は、
都度、契約者が申込書により当行にあらかじめ届け出た、契約者自身の電子メー
ルアドレスおよび契約者以外の電子メールアドレスあてに、当該買取依頼を受け
付けた旨の案内を電子メールにて送信します。当行が、当該案内を電子メールに
て送信した場合には、これらが延着し、または到着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ます。なお、当行が契約者以外の電子メールア
ドレスあてに送信した買取依頼を受け付けた旨の案内について、契約者が届け出
た電子メールアドレスの相違や契約者の設定相違等、当行の責めによらない事由
により、当該案内が不着となる、または取引情報等が漏洩する等があっても、そ
のために生じた損害について当行は責任を負いません。

⑤買取依頼受付の通知
確認指示が当行所定の時限までに当行内の所定の機器に到達した場合、当行は、
都度、契約者が本サービス申込に際して当行にあらかじめ届け出た、契約者自身
の電子メールアドレスおよび契約者以外の電子メールアドレスあてに、当該買取
依頼を受け付けた旨の案内を電子メールにて送信します。当行が、当該案内を電
子メールにて送信した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときで
も通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、当行が契約者以外の電
子メールアドレスあてに送信した買取依頼を受け付けた旨の案内について、契約
者が届け出た電子メールアドレスの相違や契約者の設定相違等、当行の責めによ
らない事由により、当該案内が不着となる、または取引情報等が漏洩する等が
あっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。



項番 掲載場所 改定前 改定後
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第7条　仕向送金サービ
ス
（1）仕向送金依頼受付
サービス

⑩取引内容の確認
契約者は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取
引に疑義がある場合は、直ちに申込書記載の取扱店に当行所定の手続により照会
するものとします。また、当行は、送金手続の実行後、関係銀行から照会があっ
た場合には、送金依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当行
からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答が
あった場合には、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
当行が送金手続の実行後、関係銀行による拒絶等により送金ができないことが判
明した場合には、当行は契約者にすみやかに通知するものとします。この場合、
当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、契約者は、本項⑫号
に基づき、当行所定の手続により組戻し手続を行うものとします。

⑩取引内容の確認
契約者は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取
引に疑義がある場合は、直ちに本サービス申込に際して指定された取扱店に当行
所定の手続により照会するものとします。また、当行は、送金手続の実行後、関
係銀行から照会があった場合には、送金依頼の内容について、契約者に照会する
場合があります。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合
または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当行
は責任を負いません。当行が送金手続の実行後、関係銀行による拒絶等により送
金ができないことが判明した場合には、当行は契約者にすみやかに通知するもの
とします。この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときに
は、契約者は、本項⑫号に基づき、当行所定の手続により組戻し手続を行うもの
とします。
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第7条　仕向送金サービ
ス
（1）仕向送金依頼受付
サービス

⑪送金の中止、取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、送金手続の中止、または取消
を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
イ．外国為替法、その他日本および外国の法令との関係で当行が送金を実行でき
ないと判断した場合
ロ．本項⑨号にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が、当行所定の期間内に
申込書の取扱店に到着しない場合
ハ．契約者が仕向送金依頼データにおいて指定した引落指定口座の送金取組日に
おける支払可能金額（当座貸越（総合口座による貸越を含みます）を利用できる
範囲内の金額を含みます）が、当該送金の送金資金額に満たない場合
ニ．本項⑧号ロの場合における外国為替予約が送金の内容に適合しない等、仕向
送金依頼データに不備がある場合

⑪送金の中止、取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、送金手続の中止、または取消
を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
イ．外国為替法、その他日本および外国の法令との関係で当行が送金を実行でき
ないと判断した場合
ロ．本項⑨号にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が、当行所定の期間内に
本サービス申込に際して指定された取扱店に到着しない場合
ハ．契約者が仕向送金依頼データにおいて指定した引落指定口座の送金取組日に
おける支払可能金額（当座貸越（総合口座による貸越を含みます）を利用できる
範囲内の金額を含みます）が、当該送金の送金資金額に満たない場合
ニ．本項⑧号ロの場合における外国為替予約が送金の内容に適合しない等、仕向
送金依頼データに不備がある場合



項番 掲載場所 改定前 改定後
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第7条　仕向送金サービ
ス
（1）仕向送金依頼受付
サービス

⑫送金の組戻し等
送金手続実行後の送金の組戻し等については次の通りとします。
イ．契約者が送金に関して、組戻しまたは仕向依頼内容の変更等の依頼をすると
きは、別途当行が定める手続に従い当行所定の文書をもって行うものとします。
その照会、組戻しまたは変更等の手続は、当行所定の方法に従って取り扱うもの
とします。なお、契約者は、照会、組戻し、変更の受付・取扱にあたっては、当
行および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。
ロ．組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金に係る返戻金を受領した場合に
は、契約者が当行所定の受取書等を申込書の取扱店に提出することで、その返戻
金を返却するものとします。なお、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制
限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により組戻しの取扱ができない場合
があります。
ハ． 組戻し等の理由で当行が返戻金を送金通貨と異なる通貨により契約者に返却
する場合に適用する外国為替相場は先物外国為替取引契約が締結されている場合
を除き、当行の計算実行時における所定の外国為替相場とします。

⑫送金の組戻し等
送金手続実行後の送金の組戻し等については次の通りとします。
イ．契約者が送金に関して、組戻しまたは仕向依頼内容の変更等の依頼をすると
きは、別途当行が定める手続に従い当行所定の文書をもって行うものとします。
その照会、組戻しまたは変更等の手続は、当行所定の方法に従って取り扱うもの
とします。なお、契約者は、照会、組戻し、変更の受付・取扱にあたっては、当
行および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。
ロ．組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金に係る返戻金を受領した場合に
は、契約者が当行所定の受取書等を本サービス申込に際して指定された取扱店に
提出することで、その返戻金を返却するものとします。なお、関係銀行による組
戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により組
戻しの取扱ができない場合があります。
ハ． 組戻し等の理由で当行が返戻金を送金通貨と異なる通貨により契約者に返却
する場合に適用する外国為替相場は先物外国為替取引契約が締結されている場合
を除き、当行の計算実行時における所定の外国為替相場とします。
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第８条　輸入ＬＣサービス
（1）輸入信用状開設・条
件変更依頼受付サービス

⑥輸入信用状開設・条件変更手続の中止、取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手
続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害について
は、当行は責任を負いません。
イ．外国為替法、その他日本および外国の法令上取扱えない輸入信用状開設・条
件変更の場合
ロ．本項⑤号にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が当行所定の期間内まで
に、申込書の取扱店に到着しない場合
ハ． 輸入信用状開設・条件変更依頼データの不備、その他の理由により、依頼さ
れた輸入信用状開設・条件変更手続を行えないと当行が判断した場合

⑥輸入信用状開設・条件変更手続の中止、取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手
続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害について
は、当行は責任を負いません。
イ．外国為替法、その他日本および外国の法令上取扱えない輸入信用状開設・条
件変更の場合
ロ．本項⑤号にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が当行所定の期間内まで
に、本サービス申込に際して指定された取扱店に到着しない場合
ハ． 輸入信用状開設・条件変更依頼データの不備、その他の理由により、依頼さ
れた輸入信用状開設・条件変更手続を行えないと当行が判断した場合
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第８条　輸入ＬＣサービス
（4）輸入手形書類到着案
内サービス

①輸入手形書類到着案内サービスの内容
輸入手形書類到着案内サービスとは、契約者が申込書によりあらかじめ届け出た
電子メールアドレスあてに、輸入手形書類の到着案内を当行所定の手続に基づい
て電子メールにて定期的に送信し、また、契約者の依頼に基づいて、接受日、輸
入手形金額、ご照会番号、契約者の輸入手形にかかる情報等（輸入手形書類取引
以外の別途当行の定めるユーザンス取引の情報も含むものとします。以下、「輸
入手形等明細情報」といいます）を提供するサービスをいうものとします。な
お、契約者の申し出により、輸入手形等明細情報にインボイス等の輸入手形付帯
書類にかかる情報を含めることができます。

①輸入手形書類到着案内サービスの内容
輸入手形書類到着案内サービスとは、契約者が本サービス申込に際してあらかじ
め届け出た電子メールアドレスあてに、輸入手形書類の到着案内を当行所定の手
続に基づいて電子メールにて定期的に送信し、また、契約者の依頼に基づいて、
接受日、輸入手形金額、ご照会番号、契約者の輸入手形にかかる情報等（輸入手
形書類取引以外の別途当行の定めるユーザンス取引の情報も含むものとします。
以下、「輸入手形等明細情報」といいます）を提供するサービスをいうものとし
ます。なお、契約者の申し出により、輸入手形等明細情報にインボイス等の輸入
手形付帯書類にかかる情報を含めることができます。



項番 掲載場所 改定前 改定後
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第８条　輸入ＬＣサービス
（4）輸入手形書類到着案
内サービス

⑤到着の通知
当行が、契約者が申込書によりあらかじめ当行に届け出た電子メールアドレスあ
てに、輸入手形書類が到着した旨の案内を電子メールにて送信した場合には、こ
れらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したもの
とします。

⑤到着の通知
当行が、契約者が本サービス申込に際してあらかじめ当行に届け出た電子メール
アドレスあてに、輸入手形書類が到着した旨の案内を電子メールにて送信した場
合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到
達したものとします。
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第８条　輸入ＬＣサービス
（5）輸入手形等決済指示
受付サービス

⑨輸入手形等決済の中止、取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、輸入手形等決済手続の中止、
または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責
任を負いません。
イ．外国為替法、その他日本および外国の法令との関係で当行が輸入手形等決済
を実行できないと判断した場合
ロ．本項⑧号にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が当行所定の期間内に、
申込書の取扱店に到着しない場合
ハ．契約者が輸入手形決済等指示データにおいて指定した引落指定口座の決済手
続き時における支払可能金額（当座貸越（総合口座による貸越を含みます）を利
用できる範囲内の金額を含みます）が、当該輸入手形等決済の決済資金額に満た
ない場合
ニ． 本項⑦号ロの場合における外国為替予約が輸入手形等決済指示の内容に適合
しない等、輸入手形等決済指示データに不備がある場合

⑨輸入手形等決済の中止、取消
次の場合には、当行は契約者に通知することなく、輸入手形等決済手続の中止、
または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責
任を負いません。
イ．外国為替法、その他日本および外国の法令との関係で当行が輸入手形等決済
を実行できないと判断した場合
ロ．本項⑧号にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が当行所定の期間内に、
本サービス申込に際して指定された取扱店に到着しない場合
ハ．契約者が輸入手形決済等指示データにおいて指定した引落指定口座の決済手
続き時における支払可能金額（当座貸越（総合口座による貸越を含みます）を利
用できる範囲内の金額を含みます）が、当該輸入手形等決済の決済資金額に満た
ない場合
ニ． 本項⑦号ロの場合における外国為替予約が輸入手形等決済指示の内容に適合
しない等、輸入手形等決済指示データに不備がある場合
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第11条　届出事項の変更
等
（2）届出事項の変更

申込書による届出事項に変更がある場合、および本サービスの申込についての届
出の印章を紛失した場合、契約者は、直ちに当行所定の書面により取引店あてに
届け出るものとします。ただし、契約者の電子メールアドレス等当行所定の事項
の変更については、当行が特に定める場合を除いて、契約者の端末により当行に
届けることもできるものとします。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害
について、当行は責任を負いません。

本サービス申込に際する届出事項に変更がある場合、および本サービスの申込に
ついての届出の印章を紛失した場合、契約者は、直ちに当行所定の書面により取
引店あてに届け出るものとします。ただし、契約者の電子メールアドレス等当行
所定の事項の変更については、当行が特に定める場合を除いて、契約者の端末に
より当行に届けることもできるものとします。契約者が届出を怠ったことにより
生じた損害について、当行は責任を負いません。

22
第12条　解約等
（5）本サービスの強制解
約

⑥申込書または本規定に定める届出（変更の届出を含みます）につき、届出また
は記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合

⑥本サービス申込に際する届出その他の本規定に定める届出（変更の届出を含み
ます）につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがある
ことが判明した場合

23 全体 - 行間、行間隔、インデント等修正


