
令和２年３月

各 位

民法（債権関係）改正等を踏まえたジャストバンキングサービス利用規定改定のお知らせ

横浜信用金庫

  当金庫では「民法の一部を改正する法律」の施行を踏まえ、令和２年４月１日より下記のサービス

の利用規定を改定しますのでお知らせします。

  改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用します。

記

１．改定日

令和２年４月１日（水）

２．改定する規定

 《よこしん》パーソナルダイレクト利用規定

 《よこしん》ビジネスダイレクト利用規定

 《よこしん》外為インターネットバンキングサービス

 《よこしん》VALUX サービス利用規定

 《よこしん》FB サービス利用規定

《よこしん》テレホン／ファクシミリサービス利用規定

 《よこしん》ポイントパークサービス利用規定

３．主な改定内容

（１）《よこしん》パーソナルダイレクト利用規定

新 旧 

《よこしん》パーソナルダイレクト利用規定  

《よこしん》パーソナルダイレクト（以下「本サ
ービス」といいます。）をご契約いただいたお客
さま（以下「契約者」といいます。）は、本利用
規定の内容をご了解のうえ、本サービスを利用い
ただくものとします。 

1.適用範囲等 

～省略～ 

22．規定の変更 
（１）この規定の各条項その他の条件は、金

融情勢の状況の変化その他相当の事由が
あると認められる場合には、当金庫のホ

《よこしん》パーソナルダイレクト利用規定 

《よこしん》パーソナルダイレクト（以下「本サ
ービス」といいます。）をご契約いただいたお客
さま（以下「契約者」といいます。）は、本利用
規定の内容をご了解のうえ、本サービスを利用い
ただくものとします。 

1.適用範囲等 

～省略～ 

22．規定の変更 
この規定の内容を変更するときは、契約者に事前
に通知することなく、当金庫が定める方法により
変更いたします。なお、当金庫が変更を適宜の方



ームページへの掲載による公表その他相
当の方法で周知することにより、変更で
きるものとします。
なお、当金庫が変更を上記の方法により
開示または通知した後に行われた本サー
ビスの利用については、変更後の内容が
適用されるものとします。

（２）前項の変更は、公表等の際に定める適
用開始日から適用されるものとします。

～省略～ 

以上
AAX00096_2020.04.01

法により開示または通知した後に行われた本サ
ービスの利用については、変更後の内容が適用さ
れるものとします。

～省略～ 

以上
AAX00096_2017．03

（２）《よこしん》ビジネスダイレクト利用規定

新 旧 

《よこしん》ビジネスダイレクト利用規定  

《よこしん》ビジネスダイレクト（以下「本サー
ビス」といいます。）をご契約いただいたお客さ
ま（以下「契約者」といいます。）は、本利用規
定の内容をご了解のうえ、本サービスを利用いた
だくものとします。 

1.適用範囲等 

～省略～ 

22．規定の変更 
（１）この規定の各条項その他の条件は、金

融情勢の状況の変化その他相当の事由が
あると認められる場合には、当金庫のホ
ームページへの掲載による公表その他相
当の方法で周知することにより、変更で
きるものとします。
なお、当金庫が変更を上記の方法により
開示または通知した後に行われた本サー
ビスの利用については、変更後の内容が
適用されるものとします。

（２）前項の変更は、公表等の際に定める適
用開始日から適用されるものとします。

～省略～ 

以上
AAX00102_2020.04.01

《よこしん》ビジネスダイレクト利用規定 

《よこしん》ビジネスダイレクト（以下「本サー
ビス」といいます。）をご契約いただいたお客さ
ま（以下「契約者」といいます。）は、本利用規
定の内容をご了解のうえ、本サービスを利用いた
だくものとします。 

1.適用範囲等 

～省略～ 

22．規定の変更 
この規定の内容を変更するときは、契約者に事前
に通知することなく、当金庫が定める方法により
変更いたします。なお、当金庫が変更を適宜の方
法により開示または通知した後に行われた本サ
ービスの利用については、変更後の内容が適用さ
れるものとします。

～省略～ 

以上
AAX00102_2017．03

（３）《よこしん》外為インターネットバンキングサービス利用規定

新 旧 

第1条《よこしん》外為インターネット 
バンキングサービス 

～省略～ 

第３条 利用申込 
１．本サービスを利用するには、本規定の各条項

を熟読のうえ内容を十分に理解し、その内容
が適用されることを承諾したうえで申込書に
所定の事項を記入し、申込手続きを行うもの
とします。

第１条《よこしん》外為インターネット
バンキングサービス 

～省略～ 

第３条 利用申込 
１．本サービスを利用するには、本規定を熟読の

うえ内容を十分に理解し、その内容が適用さ
れることを承諾したうえで申込書に所定の事
項を記入し、申込手続きを行うものとします。



～省略～ 

第９条 外国送金受付サービスの取扱 
  ～省略～ 

７．外国送金取引規定 
契約者は当金庫に外国送金を依頼するにあた
り、別途「外国送金取引規定」の各条項を十
分理解したうえで、その内容が適用されるこ
とを承諾したうえでこれに従うものとしま
す。

～省略～ 

第２０条 規定の変更 
１．この規定の各条項その他の条件は、金融情勢

の状況の変化その他相当の事由があると認め
られる場合には、当金庫のホームページへの
掲載による公表その他相当の方法で周知する
ことにより、変更できるものとします。なお、
当金庫が変更を上記の方法により開示または
通知した後に行われた本サービスの利用につ
いては、変更後の内容が適用されるものとし
ます。

２．前項の変更は、公表等の際に定める適用開始
日から適用されるものとします。

  ～省略～ 

以上

令和2年4月1日 改正

～省略～ 

第９条 外国送金受付サービスの取扱 
  ～省略～ 

７．外国送金取引規定 
契約者は当金庫に外国送金を依頼するにあた
り、別途「外国送金取引規定」を十分理解し
たうえで、これに従うものとします。

～省略～ 

第２０条 規定の変更 
当金庫は本規定の内容を、任意に変更できるも

のとします。変更の内容や変更日については、当
金庫ホームページに記載するなど、当金庫所定の
方法でお客さまに通知します。変更日以降は、変
更の内容に従い取扱うこととします。なお、当金
庫の任意の変更により損害が生じた場合であって
も、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除
き、当金庫は責任を負いません。

  ～省略～ 

以上

平成28年8月1日 改正

（４）《よこしん》VALUX サービス利用規定

新 旧 

《よこしん》ＶＡＬＵＸサービス利用規定  

第 1 章 共通事項 
第 1 条 「《よこしん》ＶＡＬＵＸサービス」と
は 
1.サービス内容 

～省略～ 

第 10 条 規定の変更等 
１ 規定の変更 
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の

状況の変化その他相当の事由があると認めら
れる場合には、当金庫のホームページへの掲
載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日
から適用されるものとします。

～省略～ 

以上
金サ-HT011_2020.04.01

《よこしん》ＶＡＬＵＸサービス利用規定 

第 1 章 共通事項 
第 1 条 「《よこしん》ＶＡＬＵＸサービス」と
は 
1.サービス内容 

～省略～ 

第 10 条 規定の変更等 
１ 規定の変更
 当金庫は必要がある場合、契約者の事前の承諾
を得ることなく、本規定の内容および利用方法（当
金庫の所定事項を含みます。）を変更することがで
きます。この場合、当金庫は、ホームページ上の
本規定を改定して掲示する等の方法により告知し
ます。

～省略～ 

以上
2017．03



（５）《よこしん》FB サービス利用規定の改正

新 旧 

《よこしん》ＦＢサービス利用規定  

第 1 章 共通事項 
第 1 条 「《よこしん》ＦＢサービス」とは 
1.サービス内容 

～省略～ 

第 10 条 規定の変更等 
１ 規定の変更 
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の

状況の変化その他相当の事由があると認めら
れる場合には、当金庫のホームページへの掲
載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日
から適用されるものとします。

～省略～ 

以上
金サ-FB011_2020.04.01

《よこしん》ＦＢサービス利用規定 

第 1 章 共通事項 
第 1 条 「《よこしん》ＦＢサービス」とは 
1.サービス内容 

～省略～ 

第 10 条 規定の変更等 
１ 規定の変更 
当金庫は必要がある場合、契約者の事前の承諾
を得ることなく、本規定の内容および利用方法
（当金庫の所定事項を含みます。）を変更する
ことができます。この場合、当金庫は、ホーム
ページ上の本規定を改定して掲示する等の方
法により告知します。

～省略～ 

以上
2019．11

（６）《よこしん》テレホン／ファクシミリサービス利用規定

新 旧 

《よこしん》テレホン/ファクシミリサービス利用
規定 

第 1 条 「《よこしん》テレホン/ファクシミリサ
ービス」とは 
1.サービス内容 

～省略～ 

第 10 条 規定の変更等 
１ 規定の変更 
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の

状況の変化その他相当の事由があると認めら
れる場合には、当金庫のホームページへの掲
載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日
から適用されるものとします。

～省略～ 

以上
_2020.04.01

《よこしん》テレホン/ファクシミリサービス利用
規定 

第 1 条 「《よこしん》テレホン/ファクシミリサ
ービス」とは 
1.サービス内容 

～省略～ 

第 10 条 規定の変更等 
１ 規定の変更
 当金庫は必要がある場合、契約者の事前の承諾
を得ることなく、本規定の内容および利用方法（当
金庫の所定事項を含みます。）を変更することがで
きます。この場合、当金庫は、ホームページ上の
本規定を改定して掲示する等の方法により告知し
ます。

～省略～ 

以上
2016．08.01



（７）《よこしん》ポイントパーク利用規定

新 旧 

《よこしん》ポイントパーク サービス利用規定

《よこしん》ポイントパークとは、お客様のす
べての取引を当金庫所定の基準によりポイントに
換算し、その合計とお客様の預金残高のうち定期
預金・定期積金の残高を基に設定される段階（以
下「ステージ」といいます）により、そのステー
ジに応じた特典が受けられるサービス（以下「本
サービス」といいます）をいいます。
本サービスは次の要領で取扱います。

１．対象 

～省略～ 

7．規定の変更
（1）この規定の各条項その他の条件は、金

融情勢の状況の変化その他相当の事由
があると認められる場合には、当金庫
のホームページへの掲載による公表そ
の他相当の方法で周知することによ
り、変更できるものとします。
なお、当金庫が変更を上記の方法により開
示または通知した後に行われた本サービ
スの利用については、変更後の内容が適用
されるものとします。

（2）前項の変更は、公表等の際に定める適
用開始日から適用されるものとしま
す。

以上
金サ‐PP001_2020.04.01

《よこしん》ポイントパーク サービス規定

《よこしん》ポイントパークとは、お客様のす
べての取引を当金庫所定の基準によりポイントに
換算し、その合計とお客様の預金残高のうち定期
預金・定期積金の残高を基に設定される段階（以
下「ステージ」といいます）により、そのステー
ジに応じた特典が受けられるサービス（以下「本
サービス」といいます）をいいます。
本サービスは次の要領で取扱います。

１．対象 

～省略～ 

左記条項を新設 

～省略～ 

以上

４．改定後の各種規定については、４月１日（水）以降当金庫のホームページ上に最新の内容のものを

常時掲載する予定です。

以 上


