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平成２７年４月２７日 

 
お客さま各位 

 
岡崎信用金庫 

 

 

岡崎信用金庫 預金・積金規定集の変更のお知らせ 

 

 

平成２７年４月２７日より、「岡崎信用金庫 預金・積金規定集」を下記のと

おり変更させていただきます。 

 本変更は、普通預金等の解約および届出事項の変更の受付を当金庫の本支店

であれば、どこでも受付け、手続きをさせていただくというものです。 

 

 ※預金の商品性およびお取引の内容により、お預かりとさせていただく場合がございます。

詳しくは、当金庫の営業店窓口へお問合せください。 

 
 
 
 
 
岡崎信用金庫 預金・積金規定集の変更内容 

 

下線部分が変更部分です。 

 

■目次 

改定後 改定前 

※規定中の「当店」とは、口座開設店をいいま

す。 

（追加） 
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（１）総合口座規定 

改定後 改定前 

2.（取扱店の範囲） 

(1)普通預金は、当店のほか当金庫本支店のど

この店舗でも預入れ、払戻し（当座貸越を利用

した普通預金の払戻しを含みます。）または解

約ができます。 

(2)定期預金の預入れは当金庫所定の金額以上

とし、定期預金の預入れ、解約または書替継続

は当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも

取扱います。 

ただし、第６条第３項による貸越金の返済を伴

う解約については当金庫所定の方法によりま

す。 

 

2.（取扱店の範囲） 

(1)普通預金は、当店のほか当金庫本支店の

どこの店舗でも預入れまたは払戻し（当座貸

越を利用した普通預金の払戻しを含みま

す。）ができます。 

(2)定期預金の預入れは当金庫所定の金額以

上とし、定期預金の預入れ、解約または書替

継続は当店のほか当金庫本支店のどこの店

舗でも取扱います。 

（追加） 

9.（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印

章、名称、住所その他の届出事項に変更があっ

たときは、直ちに当金庫所定の方法により届出

てください。 

 

9.（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、

印章、名称、住所その他の届出事項に変更が

あったときは、直ちに書面によって当店に届

出てください。 

 

12.（解約等） 

(1)普通預金口座を解約する場合には、この通

帳および届出の印章を持参のうえ、申出てくだ

さい。 この場合、この取引は終了するものと

し、貸越元利金等があるときはそれらを支払っ

てください。なお、定期預金の残高があるとき

は、別途に定期預金の証書（通帳）を発行しま

す。 

 

12.（解約等） 

(1)普通預金口座を解約する場合には、この

通帳および届出の印章を持参のうえ、当店に

申出てください。 この場合、この取引は終

了するものとし、貸越元利金等があるときは

それらを支払ってください。なお、定期預金

の残高があるときは、別途に定期預金の証書

（通帳）を発行します。 
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（２）普通預金規定 

改定後 改定前 

1.（取扱店の範囲） 

普通預金および利息を付さない旨の約定のあ

る普通預金（以下「この預金」といいます。）

は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗で

も預入れ、払戻しまたは解約ができます。 

1.（取扱店の範囲） 

普通預金および利息を付さない旨の約定のあ

る普通預金（以下「この預金」といいます。）

は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗で

も預入れまたは払戻しができます。 

 

4.（受入証券類の決済、不渡り） 

(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは

預金になりません。この場合は直ちにその通

知を届出の住所宛に発信するとともに、その

金額を普通預金元帳から引落し、その証券類

は受入店で返却します。 

 

4.（受入証券類の決済、不渡り） 

(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは

預金になりません。この場合は直ちにその通

知を届出の住所宛に発信するとともに、その

金額を普通預金元帳から引落し、その証券類

は当店で返却します。 

 

7.（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印

章、名称、住所その他の届出事項に変更があ

ったときは、直ちに当金庫所定の方法により

届出てください。 

 

7.（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印

章、名称、住所その他の届出事項に変更があ

ったときは、直ちに書面によって当店に届出

てください。 

 

12.（解約等） 

(1)この口座を解約する場合には、この通帳お

よび届出の印章を持参のうえ、申出てくださ

い。  

12.（解約等） 

(1)この口座を解約する場合には、この通帳お

よび届出の印章を持参のうえ、当店に申出て

ください。  
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（３）貯蓄預金規定 

改定後 改定前 

1.（取扱店の範囲） 

この預金は、当店のほか当金庫本支店のどこ

の店舗でも預入れ、払戻しまたは解約ができ

ます。 

1.（取扱店の範囲） 

この預金は、当店のほか当金庫本支店のどこ

の店舗でも預入れまたは払戻しができます。

 

4.（受入証券類の決済、不渡り） 

(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは

預金になりません。この場合は直ちにその通

知を届出の住所宛に発信するとともに、その

金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類

は受入店で返却します。 

 

4.（受入証券類の決済、不渡り） 

(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは

預金になりません。この場合は直ちにその通

知を届出の住所宛に発信するとともに、その

金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類

は当店で返却します。 

 

8.（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印

章、名称、住所その他の届出事項に変更があ

ったときは、直ちに当金庫所定の方法により

届出てください。 

 

8.（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印

章、名称、住所その他の届出事項に変更があ

ったときは、直ちに書面によって当店に届出

てください。 

 

13.（解約等） 

(1)この口座を解約する場合には、この通帳お

よび届出の印章を持参のうえ、申出てくださ

い。 

 

13.（解約等） 

(1)この口座を解約する場合には、この通帳お

よび届出の印章を持参のうえ、当店に申出て

ください。  
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（４）納税準備預金規定 

改定後 改定前 

4．（受入証券類の決済、不渡り） 

(1)証券類は、受入店で取立て、（以下略） 

(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは、

預金になりません。この場合は直ちにその通

知を届出の住所宛に発信するとともに、その

金額を納税準備預金元帳から引落し、その証

券類は受入店で返却します。 

4．（受入証券類の決済、不渡り） 

(1)証券類は、当店で取立て、（以下略） 

(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは、

預金になりません。この場合は直ちにその通

知を届出の住所宛に発信するとともに、その

金額を納税準備預金元帳から引落し、その証

券類は当店で返却します。 

8.（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印

章、名称、住所その他の届出事項に変更があ

ったときは、直ちに当金庫所定の方法により

届出てください。 

 

8.（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印

章、名称、住所その他の届出事項に変更があ

ったときは、直ちに書面によって当店に届出

てください。 

                        

13.（解約等） 

(1) この預金口座を解約する場合には、この

通帳および届出の印章を持参のうえ、当店ま

たは当金庫本支店に申出てください。ただし、

この預金口座が納税貯蓄組合預金の場合に

は、この通帳および届出の印章を持参のうえ、

当店に申出てください。 

 

13.（解約等） 

(1) この預金口座を解約する場合には、この

通帳および届出の印章を持参のうえ、当店に

申出てください。 

 

 

（５）通知預金規定 

改定後 改定前 

3.（証券類の受入れ） 

(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預

金になりません。不渡りとなった証券類は、こ

の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、受

入店で返却します。（証書の場合は、証書と引

換えに、返却します。） 

3.（証券類の受入れ） 

(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預

金になりません。不渡りとなった証券類は、こ

の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当

店で返却します。（証書の場合は、証書と引換

えに、返却します。） 

7.（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等）

(1)この通帳（証書）や印章を失ったとき、ま

たは、印章、名称、住所その他の届出事項に変

更があったときは、直ちに当金庫所定の方法に

より届出てください。 

 

7.（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等）

(1)この通帳（証書）や印章を失ったとき、ま

たは、印章、名称、住所その他の届出事項に変

更があったときは、直ちに書面によって当店に

届出てください。 
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（６）定期積金規定 

改定後 改定前 

2.（証券類の受入れ） 

(2)受入れた証券類が不渡りとなった時は掛金

になりません。不渡りとなった証券類は、通帳

の当該払込み記載を取り消したうえ、受入店で

返却します。 

2.（証券類の受入れ） 

(2)受入れた証券類が不渡りとなった時は掛金

になりません。不渡りとなった証券類は、通帳

の当該払込み記載を取り消したうえ、当店で返

却します。 

9.（解約） 

(1)この積金を解約するときは、当金庫所定の

払戻請求書に届出の印章により記名押印して

通帳とともに当店または当金庫本支店に提出

してください。 

9.（解約） 

(1)この積金を解約するときは、当金庫所定の

払戻請求書に届出の印章により、記名押印して

通帳とともに当店に提出してください。 

10.（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印

章、名称、住所その他の届出事項に変更があっ

たときは、直ちに当金庫所定の方法により届出

てください。 

10.（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、 

印章、名称、住所その他の届出事項に変更があ

ったときは、直ちに書面によって当店に届出て

ください。 
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（７）期日指定定期預金規定 

改定後 改定前 

3.（証券類の受入れ） 

(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預

金になりません。不渡りとなった証券類は、通

帳の当該受入れの記載を取消したうえ、受入店

で返却します。（証書の場合は、証書と引換え

に当店で返却します。） 

3.（証券類の受入れ） 

(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預

金になりません。不渡りとなった証券類は、通

帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で

返却します。（証書の場合は、証書と引換えに

当店で返却します。） 

6.（預金の解約、書替継続） 

(1)この預金を解約または書替継続するとき

は、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章によ

り記名押印して通帳（証書）とともに当店また

は当金庫本支店に提出してください。 

（削除） 

 

なお、（略） 

(2)この預金の一部の金額を解約するときは、

当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により

記名押印して通帳（証書）とともに当店または

当金庫本支店に提出してください。 

（削除） 

 

なお、（以下、略） 

 

6.（預金の解約、書替継続） 

(1)この預金を解約または書替継続するとき

は、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章によ

り記名押印して通帳（証書）とともに提出して

ください。 

当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも取

扱います。 

なお、（略） 

(2)この預金の一部の金額を解約するときは、

当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により

記名押印して通帳（証書）とともに提出してく

ださい。 

当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも取

扱います。 

なお、（以下、略） 

 

7.（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等）

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印

章、名称、住所その他の届出事項に変更があっ

たときは、直ちに当金庫所定の方法により届出

てください。 

7.（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等）

(1)この通帳や印章を失ったとき、または、 

印章、名称、住所その他の届出事項に変更があ

ったときは、直ちに書面によって当店に届出て

ください。 
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（８）自由金利型定期預金（Ｍ型）規定（スーパー定期） 

改定後 改定前 

3.（証券類の受入れ） 

(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預

金になりません。不渡りとなった証券類は、通

帳の当該受入れの記載を取消したうえ、受入店

で返却します。（証書の場合は、証書と引換え

に当店で返却します。） 

 

3.（証券類の受入れ） 

(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預

金になりません。不渡りとなった証券類は、通

帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で

返却します。（証書の場合は、証書と引換えに

当店で返却します。） 

 

8. （預金の解約、書替継続） 

(1)預金を解約または書替継続するときは、当

金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記

名押印して通帳（証書）とともに当店または当

金庫本支店に提出してください。 

（削除） 

 

なお、（以下、略） 

 

8. （預金の解約、書替継続） 

(1)預金を解約または書替継続するときは、当

金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記

名押印して通帳（証書）とともに提出してくだ

さい。 

当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも取

扱います。 

なお、（以下、略） 

 

9.（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等）

(1)この通帳（証書）や印章を失ったとき、ま

たは、印章、名称、住所その他の届出事項に

変更があったときは、直ちに当金庫所定の方

法により届出てください。 

 

9.（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等）

(1)この通帳（証書）や印章を失ったとき、ま

たは、印章、名称、住所その他の届出事項に

変更があったときは、直ちに書面によって当

店に届出てください。 
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（９）自由金利型定期預金規定（大口定期） 

改定後 改定前 

3.（証券類の受入れ） 

(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預

金になりません。不渡りとなった証券類は、通

帳の当該受入れの記載を取消したうえ、受入店

で返却します。（証書の場合は、証書と引換え

に当店で返却します。） 

3.（証券類の受入れ） 

(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預

金になりません。不渡りとなった証券類は、通

帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で

返却します。（証書の場合は、証書と引換えに

当店で返却します。） 

6. （預金の解約、書替継続） 

(1)この預金を解約または書替継続するとき

は、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章によ

り記名押印して通帳（証書）とともに当店また

は当金庫本支店に提出してください。 

（削除） 

 

なお、（略） 

6. （預金の解約、書替継続） 

(1)この預金を解約または書替継続するとき

は、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章によ

り記名押印して通帳（証書）とともに提出して

ください。 

当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも取

扱います。 

なお、(略) 

7.（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等）

(1)この通帳（証書）や印章を失ったとき、ま

たは、印章、名称、住所その他の届出事項に変

更があったときは、直ちに当金庫所定の方法に

より届出てください。 

7.（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等）

(1)この通帳（証書）や印章を失ったとき、ま

たは、印章、名称、住所その他の届出事項に変

更があったときは、直ちに書面によって当店に

届出てください。 
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（１０）変動金利定期預金規定 

改定後 改定前 

2.（証券類の受入れ） 

(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預

金になりません。不渡りとなった証券類は、通

帳の当該受入れの記載を取消したうえ、受入店

で返却します。（証書の場合は、証書と引換え

に当店で返却します。） 

2.（証券類の受入れ） 

(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預

金になりません。不渡りとなった証券類は、通

帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で

返却します。（証書の場合は、証書と引換えに

当店で返却します。） 

4. （預金の解約、書替継続） 

(1)この預金を解約または書替継続するとき

は、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章によ

り記名押印してこの通帳（証書）とともに当店

または当金庫本支店に提出してください。 

（削除） 

 

なお、(略) 

4. （預金の解約、書替継続） 

(1)この預金を解約または書替継続するとき

は、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章によ

り記名押印してこの通帳（証書）とともに提出

してください。 

当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも取

扱います。 

なお、(略) 

5.（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等）

(1)この通帳（証書）や印章を失ったとき、ま

たは、印章、名称、住所その他の届出事項に変

更があったときは、直ちに当金庫所定の方法に

より届出てください。 

5.（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等）

(1)この通帳（証書）や印章を失ったとき、ま

たは、印章、名称、住所その他の届出事項に変

更があったときは、直ちに書面によって当店に

届出てください。 

 

以上 

 


