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2022年 9月１6日 

 

『しがぎん』ダイレクト利用規定 新旧対照表 

『しがぎん』ダイレクトのセキュリティ強化に伴い、『しがぎん』ダイレクト利用規定の改訂を実施します。 

なお、改訂後の規定は、2022年 10月 17日より適用いたします。 

現行 改正後 

２．本人確認 

本サービスの利用にあたっては、お客さまはキャッシュカード

暗証番号、確認用暗証番号、ログインパスワードおよび会員

番号を使用するものとし、当行はこれらの番号およびオンライ

ンでの本人確認（以下「eKYC」といいます。）により本人確認

を行います。 

（１）暗証番号の届出、会員番号、ログインパスワードの付与 

キャッシュカード暗証番号は、お客さまが当行所定のキャッシ

ュカード取引のためにあらかじめ当行に届出の暗証番号とし

ます。また、確認用暗証番号は、お客さまが当行所定の申込

書により当行に届出るものとし、当行は申込者に対して会員

番号および初回ログイン用パスワードを付与します。ログイン

パスワードは、インターネットバンキングの初回利用時にお客

さまが任意のパスワードに変更するものとします。なお、当行

が会員番号を付与したお客さまを『しがぎん』ダイレクト会員と

いいます。 

（２）本人確認手続き（略） 

２．本人確認 

本サービスの利用にあたっては、お客さまはキャッシュカード

暗証番号、確認用暗証番号、ログインパスワードおよび会員

番号を使用するものとし、当行はこれらの番号およびオンライ

ンでの本人確認（以下「eKYC」といいます。）により本人確認

を行います。 

（１）暗証番号の届出、会員番号、ログインパスワードの付与 

キャッシュカード暗証番号は、お客さまが当行所定のキャッシ

ュカード取引のためにあらかじめ当行に届出の暗証番号とし

ます。また、確認用暗証番号は、お客さまが当行所定の方法

により当行に届出るものとし、当行は申込者に対して会員番

号および初回ログイン用パスワードを付与します。ログインパ

スワードは、インターネットバンキングの初回利用時にお客さ

まが任意のパスワードに変更するものとします。なお、当行が

会員番号を付与したお客さまを『しがぎん』ダイレクト会員とい

います。 

（２）本人確認手続き（略） 

３．暗証番号等の変更・管理、会員カードの紛失・盗難 

（１）暗証番号等の変更・管理 

①～②（略） 

③暗証番号はお客さま自身の責任において厳重に管理する

ものとし、第三者には絶対に教えないでください。（当行職員

から暗証番号をお尋ねすることはありません。）また、暗証番

号は第三者に漏洩するような方法で書き残さないでくださ

い。暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その

他の恐れがある場合は、直ちに暗証番号の変更手続きをし

てください。 

④キャッシュカード暗証番号または確認用暗証番号およびロ

グインパスワードと異なる暗証番号を複数回連続して入力し

た場合、当行は該当者について本サービスの利用を停止し

ます。ただし、当行がやむを得ないと認めて利用停止の解除

を受付ける場合は、当行所定の本人確認手続（第 2 条第 2 

項①．A.の方法）により本人と確認できた場合は、お客さま本

人の依頼とみなし利用停止を解除するものとします。 

３．暗証番号等の変更・管理、会員カードの紛失・盗難 

（１）暗証番号等の変更・管理 

①～②（略） 

③暗証番号等はお客さま自身の責任において厳重に管理す

るものとし、第三者には絶対に教えないでください。（当行職

員から暗証番号等をお尋ねすることはありません。）また、暗

証番号等は第三者に漏洩するような方法で書き残さないでく

ださい。暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用

その他の恐れがある場合は、直ちに暗証番号等の変更手続

きをしてください。 

④届出内容と異なるキャッシュカード暗証番号または確認用

暗証番号およびログインパスワードを複数回連続して入力さ

れた場合、当行は該当者について本サービスの利用を停止

します。ただし、当行がやむを得ないと認めて利用停止の解

除を受付ける場合は、当行所定の本人確認手続（第 2 条第 

2 項①．A.の方法）により本人と確認できた場合は、お客さま

本人の依頼とみなし利用停止を解除するものとします。 

８．振込・振替サービス 

（１）～（３） （略） 

（４）振込先口座の確認 

①お客さまからのパソコンによる依頼に基づき、受付けた振

込は、振込依頼の内容と振込先金融機関の届出内容とを照

合し、その照合結果をパソコンの利用画面への表示により、

お客さまに確認いただき、振込依頼を受付するものとします。

なお、振込先口座の確認機能は、金融機関の振込先口座の

確認ができる共同システムに不参加の金融機関および振込

先金融機関の事情等により利用できない場合があります。そ

の場合は、振込依頼内容のまま処理をいたしますので、予め

ご了承ください。 

②（略） 

（５）～（８） （略） 

８．振込・振替サービス 

（１）～（３） （略） 

（４）振込先口座の確認 

①お客さまからのパソコンによる依頼に基づき、受付けた振込

は、振込依頼の内容と振込先金融機関の届出内容とを照合

し、その照合結果をパソコンの利用画面への表示により、お

客さまに確認いただき、振込依頼を受付するものとします。な

お、振込先口座の確認機能は、金融機関の振込先口座の確 

認ができる共同システムに不参加の金融機関や共同システム

の運休および振込先金融機関の事情等により利用できない

場合があります。その場合は、振込依頼内容のまま処理をい

たしますので、予めご了承ください。 

②（略） 

（５）～（８） （略） 
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９．ペイジー（税金･各種料金支払）サービス 

（１）～（９） （略） 

（10）ペイジー（税金･各種料金支払）のお客さまからの払込

依頼内容によっては、当行本支店の店頭に掲示した所定の

手数料をいただきます。 

９．ペイジー（税金･各種料金支払）サービス 

（１）～（９） （略） 

（10）ペイジー（税金･各種料金支払）のお客さまからの払込依

頼内容によっては、収納機関との契約により当行所定の手数

料をいただきます。 

（追加） 14. 電話番号変更受付サービス 

（１）電話番号変更受付サービスの内容 

電話番号変更受付サービスは、お客さまからの電話、パソコ

ンによる依頼に基づき、当行が本人確認をした場合に、届出

電話番号を変更することができるものとします。 

（２）電話番号変更受付サービスの申込の受付 

①当座勘定・融資（shigagin card STIO および当行所定の消

費者向け貸出のみご契約の場合は除く）・外国為替の取引ま

たは障害者等の少額貯蓄非課税制度・財産形成非課税貯蓄

制度・障害者等の少額公債非課税制度を利用されている場

合等取引内容によっては手続きできない場合があります。 

②電話番号変更受付サービスを利用して電話番号変更を受

付けた場合は、本人確認をした口座開設店におけるご本人

名義のすべての口座について電話番号変更手続ができるも

のとします。 

③電話番号変更受付サービスで受付けた電話番号変更で

は、受付から処理完了まで日数がかかります。この間に生じた

損害については、当行の責めに帰すべき事由による場合を

除き、お客さまの負担とします。 

14．キャッシュカード支払限度額変更サービス 

（１）キャッシュカード支払限度額変更サービスの内容 

キャッシュカード支払限度額変更サービスは、お客さまから

の電話による依頼に基づき、当行が本人 

確認した場合にご利用口座の次のキャッシュカードの支払限

度額を変更する場合に利用できるものとします。 

 

①（略） 

②１ヵ月（毎月１日から末日まで）あたりのキャッシュカード（ロ

ーンカードを含みます。）の支払限度額（自動機による預金

の払戻し、自動機による振込および他預金口座への振替、

デビットカードの利用を含みます。）ただし、キャッシュカード

支払限度額の引き上げは『しがぎん』ダイレクト会員に限るも

のとします。 

（２）～（３） （略） 

15．キャッシュカード支払限度額変更サービス 

（１）キャッシュカード支払限度額変更サービスの内容 

キャッシュカード支払限度額変更サービスは、お客さまからの

電話による依頼に基づき、当行が本人確認した場合にご利用

口座の次のキャッシュカードの支払限度額を変更する場合に

利用できるものとします。ただし、キャッシュカード支払限度額

の引き上げは『しがぎん』ダイレクト会員に限るものとします。 

①（略） 

②１ヵ月（毎月１日から末日まで）あたりのキャッシュカード（ロ

ーンカードを含みます。）の支払限度額（自動機による預金の

払戻し、自動機による振込および他預金口座への振替、デビ

ットカードの利用を含みます。） 

 

 

（２）～（３） （略） 

15．カードローン借入・返済サービス 

（１） （略） 

（２）取引の実施日 

カードローン借入金の返済指定口座への入金日およびカー

ドローン借入金返済資金の引落し日・当該カードローン借入

金の返済日は、原則として受付日当日とします。 ただし、当

行所定の受付日および受付時限内に受付けた場合に限り、

受付日当日に処理するものとします。   

（３）～（４） （略） 

16．カードローン借入・返済サービス 

（１） （略） 

（２）取引の実施日 

カードローン借入金の返済指定口座への入金日およびカー

ドローン借入金返済資金の引落し日・当該カードローン借入

金の返済日は、当行所定の受付日および受付時限内に受付

けた場合に限り、受付日当日に処理するものとします。   

 

（３）～（４） （略） 

16．通知・照会等の連絡先 

（１）～（２） （略） 
17．通知・照会等の連絡先 

（１）～（２） （略） 

17．届出内容の変更等 

（１）～（３） （略） 
18．届出内容の変更等 

（１）～（３） （略） 

18．カード再発行受付サービス 

（１）～（３） （略） 

19．カード再発行受付サービス 

（１）～（３） （略） 

19.ワンタイムパスワード認証サービス 

 

20. Secure Starterアプリ  

 



 3 / 6 

現行 改正後 

（１）ワンタイムパスワード認証サービスの内容 

ワンタイムパスワード認証サービスとは、本サービスのインタ

ーネットバンキングの利用に際し、トークン（パスワード生成

機）により生成・表示され、60 秒ごとに変化する可変的なパ

スワード（以下「ワンタイムパスワード」といいます。）を、第 2 

条第 2 項②インターネットバンキングの「確認用暗証番号」

に代えて用いることにより、お客さまの本人確認を行うサービ

スをいいます。 

（２）サービス利用者 

ワンタイムパスワード認証サービスの利用者は『しがぎん』ダ

イレクトの会員とします。 

（３）利用方法 

①当行は、インターネットバンキングでお客さまの「ソフトトー

クン利用申込」依頼を受け、トークンの発行手続をいたします

ので、お客さまはスマートフォン等にスマートフォン専用アプ

リ「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロードし、インターネッ

トバンキングより「ソフトトークン利用申込」を行なってくださ

い。 

②～③ （略） 

④トークンとして利用しているスマートフォン等の機種変更等

でワンタイムパスワードの利用ができなくなる場合は、インタ

ーネットバンキングで「ソフトトークン解約」によりソフトトークン

の解約を行ってください。この依頼が完了した後、お客さまの

取引確認の手続に「ワンタイムパスワード」の入力が不要とな

ります。利用解除日の翌日以降、機種変更後のスマートフォ

ン等で、新規申込時と同様「ソフトトークン申込」を行っていた

だき、ワンタイムパスワードの利用を再開してください。 

（４）～（５） （略） 

（１）サービスの内容 

ワンタイムパスワード認証サービスとは、本サービスのインター

ネットバンキングの利用に際し、スマートフォン専用アプリ

「Secure Starter」（以下「Secure Starter」といいます）のトークン

（パスワード生成機）により生成・表示され、60 秒ごとに変化

する可変的なパスワード（以下．「ワンタイムパスワード」といい

ます。）を、第 2 条第 2 項②インターネットバンキングの「確

認用暗証番号」に代えて用いることにより、お客さまの本人確

認を行うサービスをいいます。 

（２）サービス利用者 

ワンタイムパスワード認証サービス（「Secure Starter」ソフトトー

クン）の利用者は『しがぎん』ダイレクトの会員とします。 

（３）利用方法 

①当行は、インターネットバンキングでお客さまの「ソフトトーク

ン利用申込」依頼を受け、トークンの発行手続をいたしますの

で、お客さまはスマートフォンに「Secure Starter」をダウンロー

ドし、インターネットバンキングより「ソフトトークン利用申込」を

行なってください。 

②～③ （略） 

④トークンとして利用しているスマートフォンの機種変更等で

ワンタイムパスワードの利用ができなくなる場合は、インターネ

ットバンキングで「ソフトトークン解約」によりソフトトークンの解

約を行ってください。この依頼が完了した後、お客さまの取引

確認の手続に「ワンタイムパスワード」の入力が不要となりま

す。 

 

 

（４）～（５） （略） 

（追加） 21．ワンタイムパスワードアプリ 

（１）サービスの内容 

①ワンタイムパスワードアプリとは、インターネットバンキン

グの各サービスの利用に際し、『しがぎん』ダイレクト会員が

当行所定の方法で当行所定のスマートフォン (以下「利用

端末」といいます)にインストールして利用する専用ソフトウ

ェア（ワンタイムパスワードアプリ）(以下、「本アプリ」といい

ます)をいいます。 

②本アプリの機能としては、ワンタイムパスワード認証とトラ

ンザクション認証の２種類があります。ワンタイムパスワード

認証とは、本サービスのインターネットバンキングの利用に

際し、本アプリにより生成され、表示されたワンタイムパスワ

ードを、上記「2．（２）第 2 条第 2 項②インターネットバンキ

ング」記載の「確認用暗証番号」に代えて用いることにより

お客さまの本人認証を行うものをいいます。トランザクショ

ン認証とは、特定の取引を行うにあたって、本アプリでの承

認操作を必要とすることにより、本人認証を行うものをいい

ます。 

（２）利用者 

ワンタイムパスワードアプリの利用者は、『しがぎん』ダイレ

クト会員とします。 

（３）利用方法 

①本アプリの利用を希望する『しがぎん』ダイレクト会員は、

当行所定の方法により、利用端末に本アプリをインストー

ルのうえ、利用登録を行ってください。 

②本アプリの利用登録後は、インターネットバンキングの当

行所定の取引において、各サービスの利用に際し、当行
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は所定の取引において本アプリによる認証を行います。な

お、ワンタイムパスワード認証については、第 2 条第 2 

項②インターネットバンキングの確認用暗証番号入力手続

に替えて「ワンタイムパスワード」を当行所定の方法により

入力してください。当行が受信し、認識した「ワンタイムパス

ワード」と、当行が保有している「ワンタイムパスワード」と一

致した場合は、当行はお客さまからの取引の依頼とみなし

ます。 

（４）取引限度額 

①本アプリの利用登録後、インターネットバンキングの振込

における取引限度額は、当行所定の金額の範囲内で当行

所定の方法により変更可能とします。 

②本アプリの利用停止・解約にあたり、『しがぎん』ダイレク

ト会員が指定した振込における取引限度額が、本アプリ未

登録者の取引限度額を超えている場合には、その超過部

分は無効とし、未登録者の取引限度額に引下げるものとし

ます。 

（５）ワンタイムパスワードの管理 

①本アプリはお客さま自身の責任において厳重に管理す

るものとし、ワンタイムパスワードは第三者には絶対に教え

ないでください。また、利用端末を紛失した場合には、直ち

に当行所定の方法により当行に届け出るものとします。こ

の届出を受けたときには、当行は直ちに本アプリの利用停

止の措置を講じます。この届出の前に利用者に損害が生

じたとしても、当行は責任を負いません。 

（６）再インストール等 

①利用端末から本アプリの削除や利用端末の機種変更を

行った場合、本アプリを再度利用するためには、これを再

インストールするものとします。 

②当行は本アプリの内容を変更する場合があります。この

場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホーム

ページへ掲載する等、当行所定の方法により告知します。

当該変更日以降は、最新のアプリでなければ適切な動作

が得られない場合があります。契約者は本アプリを最新の

状態に保つものとし、最新のアプリを利用しないことにより

契約者が損害を被ったとしても当行は責任を負いません。 

③再インストールには別途通信料がかかり契約者の負担と

なります。なお、利用環境によってインストールに数分を要

する場合があります。（本アプリのバージョンアップの際や

本アプリが正常に動作しないことにより再設定等で追加的

に発生する通信料を含みます。） 

（７）利用停止、解約 

①当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイム

パスワードが当行所定の回数以上連続して伝達された場

合は、お客さまの本アプリ利用を停止します。お客さまが

本アプリ利用の再開を依頼する場合には、当行所定の方

法により当行あてに届け出るものとします。 

②お客さまが本利用規定に違反した場合等、当行が本ア

プリの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、

当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本ア

プリの利用を停止することができるものとします。なお、当

該事由が消滅した場合は、当行は、本アプリの利用停止を

解除できます。 

③当行およびお客さまは、相手方に通知することによりい
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つでも本アプリの利用登録を解除することができるものとし

ます。この場合、本解除の効力は、本アプリに関するもの

に限り生じるものとします。なお、お客さまからの解除の通

知は当行所定の方法によるものとします。 

④契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、

当行はいつでも、本契約を解約することができます。この

場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当

行が解約の通知を届出住所先もしくは届出メールアドレス

先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとしま

す。  

1.住所変更の届出を怠る等により、当行において契約者の

所在が不明となったとき 

2.支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立

て、または、今後制定される倒産手続開始の申し立てがあ

ったとき 

3.相続の開始があったとき 

（８）知的財産権等 

①本アプリの著作権やその他の知的財産権は当行または

正当な権利を有する第三者に帰属します。また、契約者は

本アプリおよび本サービスにより契約者の利用端末にイン

ストールされた情報の転載・複製・転送・改変または改ざん

等をすることはできません。 

②契約者が当行に無断で本アプリをインストールした場合

にも本規定が適用されるものとし、この場合、本アプリに関

連して契約者または第三者に生じた損害については、当

行は一切の責任を負いません。 

（９）免責事項等 

①本アプリの作動にかかる不具合(バグ・機能の不備・エラ

ー・障害・通信状況等)、利用端末に与える影響およびお

客さまが本アプリを正常に利用できないことにより被る不利

益、その他一切の不利益について、当行は一切の責任を

負いません。 

②当行は、お客さまの承諾および事前の通知なく本アプリ

の一部または全部を停止、変更、廃止できるものとし、本ア

プリの停止、変更または廃止により損害または不利益が生

じた場合でも、当行に責めがある場合を除き、当行は一切

の責任を負いません。 

③当行が適当と考える安全策を講じたにもかかわらず、本

アプリの無断改変、本アプリに関するデータへの不正アク

セス、コンピュータウイルスの混入等の不正行為が行わ

れ、これに起因してお客さまに損害または不利益が生じた

場合でも、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責

任を負いません。 

④利用端末の紛失・盗難や本アプリの情報管理に起因し

ないパスワードの漏えいにより、お客さまに損害または不利

益が生じた場合でも、当行は一切の責任を負いません。 

⑤利用端末、ワンタイムパスワードはお客さま自身の責任

において厳重に管理するものとし、本アプリをインストール

したままでの他人への譲渡、質入または貸与や、本アプリ

及び本アプリ利用時のワンタイムパスワードの開示はでき

ません。利用端末、ワンタイムパスワードの管理不十分、使

用上の過誤または第三者による不正利用等による損害に

ついては、当行は一切の責任を負いません。 

⑥利用端末の故障、電池切れ等の事由でワンタイムパスワ
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ードが表示できなかったことにより、取引が遅延または不能

となった場合、それにより生じた損害について、当行は一

切の責任を負いません。 

（１０）その他 

①当行は、契約者が本規定に同意することを条件として、

本アプリを契約者の端末でのみダウンロードして利用する

ことのできる、非独占的かつ譲渡不能の使用権を無償で

許諾するものとします。 

②当行は、契約者が本規定に違反した場合に、いつでも

契約者に許諾した本アプリの使用権を停止させ、または使

用権を失効させることができるものとします。この場合、契

約者は直ちに本アプリをアンインストールまたは削除するも

のとします。 

③本アプリは、日本その他外国の輸出入規制の対象となる

可能性のあるものであり、契約者が本アプリをインストール

した端末を日本から国外へ持ち出す際には、関連法令を

遵守し、これに違反した行為により生じた問題につき、契

約者自身の責任と負担で解決するものとします。 

20．本サービスによる預金等の不正な払戻し被害補償 

（１）～（５） （略） 
22．本サービスによる預金等の不正な払戻し被害補償 

（１）～（５） （略） 

21．解約等 

（１）～（４） （略） 

23．解約等 

（１）～（４） （略） 

22．規定の準用 

この規定に定めのない事項については、各種預金規定、

総合口座取引規定、当座貸越約定書、振込規定、投資信

託受益権振替決済口座管理規定、しがぎん投資信託特

定口座および特定口座に係る上場株式配当等受領委任

に関する規定、自動けいぞく（累積）投資約款および『しが

ぎん』投信積立規定等当行の規定により取扱います。な

お、各規定は必要に応じて当行本支店の窓口もしくは『し

がぎん』ハローサポートへご請求ください。 

24．規定の準用 

この規定に定めのない事項については、各種預金規定、

総合口座取引規定、当座貸越約定書、振込規定、投資信

託受益権振替決済口座管理規定、しがぎん投資信託特定

口座および特定口座に係る上場株式配当等受領委任に

関する規定、自動けいぞく（累積）投資約款および『しがぎ

ん』投信積立規定等当行の規定およびローン契約書により

取扱います。なお、各規定は必要に応じて当行本支店の

窓口もしくは『しがぎん』ハローサポートへご請求ください。 

23．契約期間 （略） 25．契約期間 （略） 

24.規定の変更 

（１）～（２） （略） 

26.規定の変更 

（１）～（２） （略） 

25．譲渡質入れの禁止 当行の承諾なしに本サービスに基

づくお客さまの権利および預金等の譲渡・質入れ契約上の

地位の移転ならびに会 員カードの第三者への貸与等はで

きません。 

27．譲渡質入れの禁止 当行の承諾なしに本サービスに基づ

くお客さまの権利および預金等の譲渡・質入れ契約上の地位

の移転ならびに会 員カードの第三者への貸与等はできませ

ん。 

26．合意管轄 本規定に基づく取引に関して訴訟の必要が

生じた場合には、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を

管轄裁判所と します。 

28．合意管轄 本規定に基づく取引に関して訴訟の必要が生

じた場合には、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管

轄裁判所と します。 

 

以上 


