
DAIWA SMART DEPOSIT 会員規約（改訂日：平成 31 年 3 月 16日改訂） 

新旧対照表 

 

（下線部分改正） 

改訂前 改訂後 

第 1条（定義） 

ご利用ガイド 

当サービスの内容（手数料、利用方法、注意事項

等）が記載された webページもしくは冊子。 

第 1条（定義） 

ご利用ガイド 

当サービスの内容（手数料、利用方法、注意事項

等）が記載された webページ。 

第 3条（概要） 

(1) 当サービスは、「ご利用ガイド」に記載された

通貨を本カードにチャージすることにより使用す

ることができる発行会社が発行するプリペイドカ

ードです。本カードの募集は当銀行が取扱い、外

貨預金口座の資金を本カードにチャージする機能

が付いています。 

(2) 会員は、以下の方法でチャージすることによ

り、本カードを利用することが可能となります。 

① 外貨預金口座の資金（「ご利用ガイド」に記載

された通貨に限ります。）を発行会社に送金し、カ

ード会員専用サイトにおける操作を行うことなく

本カードにチャージする方法（第 7条の 2に規定） 

第 3条（概要） 

(1) 当サービスは、当サービスサイトに記載され

た通貨を本カードにチャージすることにより使用

することができる発行会社が発行するプリペイド

カードです。本カードの募集は当銀行が取扱い、

外貨預金口座の資金を本カードにチャージする機

能が付いています。 

(2) 会員は、以下の方法でチャージすることによ

り、本カードを利用することが可能となります。 

① 外貨預金口座の資金（当サービスサイトに記

載された通貨に限ります。）を発行会社に送金し、

カード会員専用サイトにおける操作を行うことな

く本カードにチャージする方法（第 7 条の 2 に規

定） 

第 5条（入金（振込）） 

(5) 会員は、カード会員専用サイトに登録してい

る利用目的以外の目的で本カード口座に入金（振

込）してはなりません。また、下記の外国為替及

び外国貿易法に基づく規制に該当する目的で入金

（振込）してはなりません。 

①北朝鮮への「貿易に関する支払規制」、「資金使

途規制」 

②イランへの「資金使途規制」 

③その他当局が定める規制措置 

第 5条（入金（振込）） 

(5) 会員は、カード会員専用サイトに登録してい

る利用目的以外の目的で本カード口座に入金（振

込）してはなりません。また、下記の外国為替及

び外国貿易法に基づく規制に該当する目的で入金

（振込）してはなりません。 

①資産凍結等経済制裁対象者に関連する取引 

②北朝鮮への「貿易に関する支払規制」、「資金使

途規制」及び「支払の原則禁止措置」 

③イランへの「資金使途規制」 

④その他当局が定める規制措置 

第 6条（両替） 

(1) 会員は、カード会員専用サイトにログインの

うえ発行会社が定める方法で、日本円の預り残高

（未チャージ）の範囲内で日本円を「ご利用ガイ

第 6条（両替） 

(1) 会員は、カード会員専用サイトにログインの

うえ発行会社が定める方法で、日本円の預り残高

（未チャージ）の範囲内で日本円を当サービスサ



ド」に定める外貨に、両替することができます。

また、対象通貨の預り残高（未チャージ）の範囲

内で当該外貨を日本円に両替することができま

す。円貨から外貨への両替は 1,000 円以上、外貨

から円貨への両替は 1補助通貨から可能です。 

（中略） 

(5) 両替可能時間については、「ご利用ガイド」に

定める時間とします。 

イトに定める外貨に、両替することができます。

また、対象通貨の預り残高（未チャージ）の範囲

内で当該外貨を日本円に両替することができま

す。円貨から外貨への両替は 1,000 円以上、外貨

から円貨への両替は 1補助通貨から可能です。 

（中略） 

(5) 両替可能時間については、当サービスサイト

に定める時間とします。 

第 7条（預り残高（未チャージ）からのチャージ） 

（中略） 

(4) チャージ金額の上限については、別表 2 に定

める額とします。また、チャージ可能時間につい

ては、「ご利用ガイド」に定める時間とします。 

第 7条（預り残高（未チャージ）からのチャージ） 

（中略） 

(4) チャージ金額の上限については、別表 2 に定

める額とします。また、チャージ可能時間につい

ては、当サービスサイトに定める時間とします。 

第 7条の 2（外貨預金からのチャージ） 

（中略） 

(2) 前項により送金できる通貨は「ご利用ガイド」

に定める通貨とし、送金された通貨は同一通貨の

利用可能残高（チャージ済）として反映されます。 

（中略） 

(5) チャージ金額の上限については、別表 2 に定

める額とします。また、外貨預金からのチャージ

の依頼が可能な時間については、「ご利用ガイド」

に定める時間とします。 

 

第 7条の 2（外貨預金からのチャージ） 

（中略） 

(2) 前項により送金できる通貨は当サービスサイ

トに定める通貨とし、送金された通貨は同一通貨

の利用可能残高（チャージ済）として反映されま

す。 

（中略） 

(5) チャージ金額の上限については、別表 2 に定

める額とします。また、外貨預金からのチャージ

の依頼が可能な時間については、当サービスサイ

トに定める時間とします。 

第 8条（カード利用） 

(1) 会員は、本カードを、海外の MasterCard ATM

における通貨の引出しや残高照会、及び世界中の

MasterCard加盟店（店舗、レストラン及びオンラ

インサービスを含みます。）におけるショッピング

でご利用いただけます。 

（中略） 

(5)本カードは、利用可能残高（チャージ済）の「米

ドル」を利用して「ご利用ガイド」に記載された

通貨以外の通貨でも利用することができます。 

中略 

(6)会員は、カード会員専用サイトに登録している

利用目的以外の目的で本カードを利用してはなり

ません。また、下記の外国為替及び外国貿易法に

第 8条（カード利用） 

(1) 会員は、本カードを、海外の MasterCard ATM

における通貨の引出し及び世界中の MasterCard

加盟店（店舗、レストラン及びオンラインサービ

スを含みます。）におけるショッピングでご利用い

ただけます。 

（中略） 

(5)本カードは、利用可能残高（チャージ済）の「米

ドル」を利用して当サービスサイトに記載された

通貨以外の通貨でも利用することができます。 

中略 

(6)会員は、カード会員専用サイトに登録している

利用目的以外の目的で本カードを利用してはなり

ません。また、下記の外国為替及び外国貿易法に



基づく規制に該当する目的で利用してはなりませ

ん。 

①北朝鮮への「貿易に関する支払規制」、「資金使

途規制」 

②イランへの「資金使途規制」 

③その他当局が定める規制措置 

基づく規制に該当する目的で利用してはなりませ

ん。 

①資産凍結等経済制裁対象者に関連する取引 

②北朝鮮への「貿易に関する支払規制」、「資金使

途規制」及び「支払の原則禁止措置」 

③イランへの「資金使途規制」 

④その他当局が定める規制措置 

 

第 16条（ペイバック） 

（中略） 

(4) ペイバックが可能な時間については、「ご利用

ガイド」に定めるものとします。 

第 16条（ペイバック） 

(4) ペイバックが可能な時間については、当サー

ビスサイトに定めるものとします。 

第 17条（戻入れ） 

（中略） 

(4) 戻入れの依頼が可能な時間については、「ご利

用ガイド」に定める時間とします。 

第 17条（戻入れ） 

（中略） 

(4) 戻入れの依頼が可能な時間については、当サ

ービスサイトに定める時間とします。 

第 20条（強制解約・利用停止） 

(1) 発行会社は、会員が、以下のいずれかに該当

することが判明した場合、強制解約、又は利用停

止することができるものとします。 

①当規約の条項及び発行会社が定める諸規定に違

反した場合、又は「ご利用ガイド」、カード会員専

用サイト、当サービスサイト等に記載した事項に

違反した場合。 

第 20条（強制解約・利用停止） 

(1) 発行会社は、会員が、以下のいずれかに該当

することが判明した場合、強制解約、又は利用停

止することができるものとします。 

①当規約の条項及び発行会社が定める諸規定に違

反した場合、又はカード会員専用サイト、当サー

ビスサイト等に記載した事項に違反した場合。 

第 30条（お問い合わせ） 

(2) 緊急対応（紛失盗難の場合のみ） 

TEL 03-5625-3896 

（土日祝祭日 24時間及び平日午後 6時から翌午前

9時まで） 

第 30条（お問い合わせ） 

(2) 緊急対応（紛失盗難の場合のみ） 

TEL 03-5625-3896 

※海外からの場合 TEL 81-3-5625-3896 

（土日祝祭日 24時間及び平日午後 6時から翌午前

9時まで） 

別表１（手数料等） 

ATM手数料 

（中略） 

※ATM引出時に利用通貨の利用可能残高（チャー

ジ済）から引き落とされます。 

※残高照会の場合は無料です。 

 

クロスボーダー手数料 

別表１（手数料等） 

ATM手数料 

（中略） 

※ATM引出時に利用通貨の利用可能残高（チャー

ジ済）から引き落とされます。 

 

 

クロスボーダー手数料 



USD 

利用額の 3％ 

※チャージ可能通貨以外の通貨でカードを利用し

た場合に USD の利用可能残高（チャージ済）から

引き落とされます。 

USD 

利用額の 2％ 

※チャージ可能通貨以外の通貨でカードを利用し

た場合に USD の利用可能残高（チャージ済）から

引き落とされます。 

 


