2019 年 2 月 25 日

「通帳アプリ」の提供開始について
千葉銀行（頭取 佐久間 英利）は、2019 年 2 月 25 日（月）より、お客さまのスマートフォンで
登録口座の残高や入出金明細を 24 時間いつでもリアルタイムに照会できる「通帳アプリ」の提供
を開始しました。
本アプリの利用登録を行った口座は、従来の紙の通帳は使用しないことになりますが、スマート
フォン上で最大 10 年分※1 の入出金明細情報を閲覧することが可能になります。
また、本アプリには入出金明細情報のなかから見たい明細を絞り込むことができるキーワード検
索の機能が付いています。
なお、本アプリは、事前に登録いただく「ちばぎんＩＤ※2」によりお客さまの認証を行いますの
で、インターネットバンキング契約のないお客さまでも安心・便利にご利用いただけます。また、
スマートフォン本体の指紋認証・顔認証にも対応していますので、一度登録をいただくとスムーズ
にログインすることが可能です。その他、アプリの概要については別紙をご参照ください。
また、今回のアプリ提供にあわせ、紙の通帳から「通帳アプリ」に切り替えたお客さまを対象と
した「通帳アプリへの切替で 500 円もらえるキャンペーン」を実施します。
当行は、今後もお客さまの利便性向上を図るべく、商品・サービスの充実に努めてまいります。
「通帳アプリ」画面イメージ

つ い たち

※1 アプリの初回登録時は、ちばぎんＩＤのユーザー登録月の 3 か月前の一日以降の明細情報が表
示されます。以降、蓄積されていく明細情報については最大 10 年分を閲覧いただけます。
※2 インターネットで提供されるサービスを共通のＩＤでご利用いただくための仕組みです。
以

上

「千葉銀行 通帳アプリ」利用規定
「千葉銀行 通帳アプリ」利用規定（以下、
「 本規定」
といいます）
は、株式会社千葉銀行（以下、
「当行」
といいます）がお客さまのスマートフォン
（以下、
「 端末」
といいます）
にダウンロードさ
れたアプリケーション
「千葉銀行 通帳アプリ」
（ 以下、
「 本アプリ」
といいます）
を利用して提供
する
「千葉銀行 通帳アプリサービス」
（ 以下、
「 本サービス」
といいます）
を、お客さまにご利用
いただく場合の条件等を定めたものです。お客さまは、本規定に同意していただいた場合に、
本アプリをダウンロードし本サービスをご利用いただけます。
1. 本規定の適用範囲
本規定は、本サービスを利用する方ご本人
（以下、
「 利用者」
といいます）
に適用されます。
本サービスについては、本規定の定めによるほか、当行が定める以下の取引規定
（以下、
「関連規定」
といいます）
により取り扱います。なお、関連規定と本規定とで差異が生じる場
合は、本規定が優先して適用されるものとします。
＜関連規定＞
普通預金規定、貯蓄預金規定、自動継続期日指定定期預金規定、自動継続スーパー定期
［自由金利型定期預金
（M型）
］
規定
（単利型）
、自動継続スーパー定期
［自由金利型定期預
金
（M型）
］
規定
（複利型）
、自動継続自由金利型定期預金規定、自動継続変動金利定期預金
規定
（単利型）
、自動継続変動金利定期預金規定
（複利型）
、自動継続自由引出型定期預金
（それいゆ）規定、総合口座取引規定、総合口座取引追加規定、普通預金規定（インター
ネット支店）
、休眠預金等活用法に関する預金取引規定、ちばぎんID利用規定、ちばぎん
キャッシュカード規定
（個人用）
2. 本サービス
⑴ 本サービスは、通帳に代えて本アプリにより、後記3の⑵⑶に定める口座
（以下、
「本サー
ビスご利用口座」
といいます）
で後記6に定める機能をご利用いただくサービスです。
⑵ 本サービスにおいては通帳を発行しません。
⑶ 当行は、本サービスの全部または一部について、追加、停止、終了ならびにサービス内容
および利用条件の変更を行うことがあります。
3. 利用条件等
⑴ 本サービスがご利用いただける方は、
ちばぎんIDのユーザー登録のある個人のお客さ
まとなります。
⑵ 本サービスご利用口座は、ちばぎんIDの代表口座またはサービス利用口座に登録され
ている必要があります。
⑶ 本サービスご利用口座の対象は、前記⑵のうち、キャッシュカードの発行がある円貨普
通預金
（決済用普通預金を含みます）
および貯蓄預金となります。また、円貨普通預金の
貸越金の担保としてセットされた総合口座定期預金も対象となります。
⑷ 現在発行済の通帳を本サービスにお切り替えされる場合は、
スーパー総合口座通帳お
よび総合口座通帳が対象となります。ただし、別冊通帳扱いおよび別冊証書扱いの総合
口座定期預金は対象外となります。
⑸ 本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。なお、利用時間内であっ
ても、臨時のシステムメンテナンスの実施等により本サービスの全部または一部がご
利用できない場合があります。
⑹ 本サービスの利用は無料ですが、本アプリの利用およびダウンロード
（本アプリのバー
ジョンアップなどの再ダウンロードを含みます）
にかかる通信料は利用者のご負担と
なります。
⑺ 本アプリは当行所定の端末でのみ、
ご利用いただけます。ご利用いただける環境につい
ては、当行ホームページでご確認ください。
⑻ 本サービスご利用口座が以下に該当する場合は、本サービスをご利用いただけません。
①通帳、印鑑またはキャッシュカードの喪失・盗難手続中
②その他、
当行所定の条件を充たさない場合
⑼ 本サービスでは、
ちばぎんIDのユーザー登録月の3か月前の応当月の1日にさかのぼっ
て明細データを蓄積し、10年を超えた過去の明細データは1か月単位で閲覧できなく
なります。
⑽ 未記帳明細をお手元に残す必要がある場合は、本サービスのご利用前に通帳記入を
行ってください。
⑾ 現金自動預入・引出兼用機（以下、
「 ATM」
といいます）取引のうち、通帳を使う以下
のお取引きができなくなります。
①本サービスご利用口座を入金口座とした振替取引
②本サービスご利用口座の定期預金取引
4. 初回登録
⑴ 本アプリを初めてご利用になる場合、ちばぎんIDのログインによりご本人確認を行い
ます。そのうえで次の初回登録を行う必要があります。
①本サービスでご利用になる口座の選択
②後記5に定めるかんたんログインの設定
⑵ 初回登録後は⑴で設定したかんたんログインにより、本アプリを利用することができ
ます。かんたんログインの設定を行わない場合は、ちばぎんIDのログインにより本
アプリを利用することができます。
⑶ 通帳をお持ちの利用者は、本アプリの初回登録時点から、本サービスでご利用になる
口座の通帳は利用できなくなります。
5. かんたんログイン
⑴ かんたんログインとは、ちばぎんIDの代わりに利用者の端末に登録されている生体認
証機能または本アプリ専用のパスコードを利用して本アプリにログインする機能のこと
をいいます。
⑵ 生体認証機能のない端末をご利用の場合、本アプリ専用のパスコードを設定すること
ができます。パスコードは、
利用者が任意で設定する4桁の数字です。
6. 本サービスの機能
⑴ 本サービスでは、
本アプリを利用して以下の各機能を提供します。
①残高照会
本サービスご利用口座の残高照会ができます。定期預金はお預り番号毎の明細が
照会できます。
②入出金明細照会
円貨普通預金、貯蓄預金の入出金明細の照会ができます。ちばぎんIDのユーザー
登録月の3か月前の1日にさかのぼって照会することができます。それ以前の明細は
照会できません。
③メモ登録
普通預金の入出金明細にメモの登録ができます。
メモは1入出金明細につき20文字まで
入力できます。
メモに登録した情報は本アプリでのみ利用できます。
また、
メモに登録した
情報は
「ちばぎんマイアクセス
（インターネットバンキング ）
」
等へは反映されません。

④口座の追加
初回登録後、本サービスご利用口座を追加する場合は次の方法があります。なお、
次の操作を行った時点から、追加した口座の通帳は利用できなくなります。また、端末
の利用者以外の方
（以下、
「追加利用者」
といいます）
が本規定に同意し、以下の
（B）
の
操作を行うことができます。その場合、端末の利用者が、追加利用者の対象口座に
かかる本サービスの機能を利用することができます。
(A)利用者のちばぎんIDのサービス利用口座の中から、
追加する対象口座を選択
(B)追加利用者のちばぎんIDでのログインによる追加
⑵ 本アプリによらず、
ブラウザを備えたパソコンまたはスマートフォンを利用して残高照会
と入出金明細照会を行うことができます。
7. 利用の停止・解除
⑴ 本サービスの利用停止をご希望の場合、本アプリ利用者の端末から追加利用者を削除
する場合は、
当行本支店の窓口で通帳発行へ変更するお手続きが必要となります。
⑵ 本サービスが利用可能な状態のままちばぎんIDを退会されると、本サービスは利用
できなくなります。通帳の発行が必要なお客さまは⑴のお手続きが必要です。また、本
サービスご利用口座を解約した場合、当該口座での本サービスの機能は利用できなく
なります。
⑶ 成年後見人等の届出を行う場合には、通帳発行によるお取扱いとなりますので、本サー
ビスは利用できなくなります。
⑷ 本アプリ利用者の端末から追加利用者を削除する場合は、利用者の端末で削除の操作
を行うか、追加利用者が追加利用者のちばぎんIDを退会することで可能です。なお、
端末の利用者による照会を停止するまでの期間に生じた損害については、当行は責任
を負いません。
8. 禁止事項
⑴ 利用者は本サービスおよび本アプリを自身による利用のみの目的で利用するものとし、
本サービスおよび本アプリに基づく利用者の権利について譲渡、質入れ、第三者の権利
を設定すること、
第三者に利用させることはできません。
⑵ 利用者は本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・修正・蓄
積・転送・改変・リバースエンジニアリングまたはこれに類する行為を行ってはなりません。
9. 知的財産権等
本アプリにかかる著作権その他一切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。
10. 預金の預入・払戻し等
⑴ 本サービスご利用口座は、当行本支店の窓口、ATM、インターネットバンキングで
お取引きいただけます。なお、
インターネットバンキングは別途
「ちばぎんマイアクセス」
のご契約が必要となります。
⑵ 窓口で現金、手形、小切手等を入金する場合は、当行所定の入金票に記入して本サー
ビスご利用口座のキャッシュカードとともに提出してください。なお、キャッシュカードが
ない場合の現金の入金は振込扱いとなる場合があります。
⑶ 窓口で預金の払戻しをする場合は、当行所定の払戻請求書に記入して本サービスご
利用口座のキャッシュカードとともに提出してください。また、キャッシュカードの暗証を
入力いただき、届出の暗証との一致
（以下、
「暗証の一致」
といいます）
を確認いたします
が、
暗証は当行窓口に備え付けの機器へお客さまご自身で入力してください。
⑷ 定期預金の払戻しをする場合は、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印
して、
本サービスご利用口座のキャッシュカードとともに提出してください。
⑸ 本サービスご利用口座を解約する場合は、当行所定の解約依頼書に届出の印章により
記名押印して、
本サービスご利用口座のキャッシュカードとともに提出してください。
⑹ 上記⑶、⑷、⑸において、当行が必要と判断した場合は、当行所定の本人確認資料の
提示等を求める場合があります。
11. 免責事項
⑴ 本サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・情報漏えい等が生じた場合、そのた
めに利用者に生じた損害については、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。
⑵ 端末の紛失盗難その他事故により、本アプリが不正使用され、口座の情報を第三者に
閲覧された場合であっても、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。
⑶ 端末の障害、機種変更、端末初期化、電源オフおよび圏外時の利用、通信機械および
コンピュータ等の障害ならびに回線障害により、本サービスの提供が遅延もしくは不能
となった場合、
これらに関連して利用者に損害が発生したとしても当行は一切の責任を
負いません。
12. 本規定の変更
⑴ 当行は、本規定を、ちばぎんIDの仕様の変更その他相当の事由があると認められる
場合には、利用者の目的に反せず、
かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の
変更にかかる事情に照らして合理的な内容に変更することができます。
⑵ 前項による本規定の変更は、
変更後の規定の内容を当行ホームページで公表し、公表の
際に定める2週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
13. 合意管轄
本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所
とします。
14. その他
⑴ 当行は、お客さまが本規定に同意することを条件として、本アプリをお客さまの端末で
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。
⑵ 当行は、利用者が本規定に違反した場合に、いつでも利用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、利用者
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。
⑶ 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、
お客
さま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、
お客さま自身の責任と負担で解決
するものとします。
以上

お使いのスマートフォンが「通帳」に。
通帳記帳・繰越はもう不要です！

通帳アプリ

ご利用ガイド

預金残高確認が
とってもスムーズ！
ホーム画面で残高と直近の入出
金明細（5明細）を確認できます

入出金明細が最大
10年分確認できる！

指紋認証・顔認証で
かんたんログイン！

ちばぎんIDのユーザー登録月の
3か月前の1日以降の明細となります

スマートフォンに登録されている
指 紋 認 証・顔 認 証 を 利 用します

無料でアプリをダウンロードできます！
iPhoneをご利用の方

Androidをご利用の方

（2019年2月25日現在）

くわしくは、ちばぎんホームページをご覧いただくか、お近くのちばぎん、またはテレフォンバンキングセンターまで、お気軽にお問い合わせください。

s

※「iPhone」はApple Inc.の商標・登録商標です。※「Android」はGoogle Inc.の商標・登録商標です。
通話料無料
携帯からもご利用いただけます。

海外からの通話などフリーダイヤルをご利用いただけない場合

アプリのはじめ方は中面をご覧ください。

通話料はお客さまのご負担となります。

（コード5201）2019.02
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とても簡単！ 「千葉銀行
1

ちばぎんIDのユーザー登録

2

ちばぎんIDのユーザー登録を行ってください。

通帳アプリ」のはじめ方

通帳アプリのダウンロード

3

本パンフレット表面のQRコードを読み取って、
アプリをダウンロードします。
または、各ストアから「千葉銀行 通帳アプリ」
を検索してください。

○ ちば ぎ ん I Dとはインターネットで の 各 種 サ ービスを、
共通のIDでご利用いただくためのしくみです。
○ちばぎんIDをご利用いただくためにはユーザー登録が
必要になります。

通帳アプリの登録

ちばぎんIDでログインし、
口座の登録、
かんたんログ
インの設定を行います。

「千葉銀行 通帳アプリ」の詳細はこちら
https://www.chibabank.co.jp/kojin/convenience/app̲tsucho/

これで完了！

ちばぎ ん I D の
ユー ザ ー 登 録はこちらから
（キャッシュカードが必要になります）

千葉銀行 通帳アプリ

ちばぎんIDのユーザー登録方法
STEP

1

「新規ユーザー登録」を
タップしてください。

STEP

2

STEP

1

アプリを起動し説明事項を
ご確認ください。

STEP

「ちばぎんID利用規定」を
ご確認ください。

通帳アプリの登録方法
STEP

3

店番号、口座番号、
お名前、

生年月日を入力してください。

STEP

4

STEP

キャッシュカードの暗証番号と、
キャッシュカードに記載されている
発行番号を入力してください。

5

ユーザー名、パスワード、
メールアドレスを
設定してください。

2

STEP

3

かんたんログインを
設定してください。
画面イメージは指紋認証の場合となります。

STEP

6

登録確認メールを受信し
メールのリンクを
クリックしてください。

STEP

7

これでちばぎんIDの
ユーザー登録は完了です。

！ ご利用前にご確認ください

※先にちばぎんＩＤのユーザー登録を行う必要があります。

「千葉銀行 通帳アプリ利用規定」を
ご確認のうえ
ログインしてください。

※画面はイメージです。
実際とは異なる場合があります。

※お手元にキャッシュカードをご用意ください。

STEP

4

アプリに登録する口座を選択してください。
初めての場合は
「未選択」
にチェックが
付いていますのでご注意ください。

STEP

5

これで通帳アプリの
登録は完了です。

●紙の通帳との併用はできません。
すでにお持ちの通帳をアプリにお切り替えされた場合、
その時点で通帳はご利用いただけなくなります。
また、アプリから紙の通帳へ変更する
場合は、窓口でのお手続きが必要となります。
●アプリ初回登録時に通帳に記帳していない入出金明細をお手元に残す必要がある場合
は、初回登録の操作の前に通帳への記帳を行ってください。
●スーパー総合口座通帳（または総合口座通帳）
をアプリにお切り替えされる場合、初回登
録の際に普通預金の口座を選択することで、定期預金、
貯蓄預金も同時に登録されます。
●ATM取引のうち、通帳を使うお取引き（アプリご利用口座を入金口座とした振替取引、
アプリご利用口座の定期預金取引）はできません。
これらのお取引きをされる場合は、
ちばぎんマイアクセス
（インターネットバンキング）
をご利用ください。
●アプリに登録する口座が通帳、印鑑またはキャッシュカードの喪失・盗難手続中、その他
当行所定の条件を充たさない場合はご利用いただけません。
●窓口でのお取引きの際は、通帳の代わりにキャッシュカードをお持ちください。
なお、金額
等によっては、本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。各種お手続きに
必要なものは、
ホームページまたは窓口にてご確認ください。
●お客さまのお名前（漢字）
に旧字などの特殊な文字が含まれる場合、通帳アプリ上では
カタカナで表示させていただきますのでご了承ください。
●ちばぎんアプリのかんたん口座照会をご利用のお客さまは、通帳アプリのご利用に
よってかんたん口座照会の画面上に入出金明細が表示されなくなります。
（ 残高は
表示されます）
●窓口での新規口座開設時に通帳を
「発行しません」
を選択したお客さまは速やかにちばぎ
んIDのユーザー登録および通帳アプリの初回登録を行ってください。
長期間、
ちばぎんID
のユーザー登録がない場合、
一部の入出金明細がご覧いただけなくなる場合があります。
●スマートフォンを機種変更した場合は、新しいスマートフォンに通帳アプリをインストール
し、もう一度、初回登録を行っていただきます。入出金明細情報やご登録いただいた
メモ情報は引き続き、継続してご利用いただけます。

