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Joint Internet Banking デバイスに関する同意書 

Consent Letter for Joint Internet Banking Devices 

日付 Date:________________(年月日 DD/MM/YYYY) 

中國信託商業銀行東京支店 御中 

To: CTBC Bank (“Bank”) Tokyo Branch 
 

 Application /   Termination 

私/当社 (以下、「顧客」といいます。) は、以下第１条乃至第３条の定めを遵守することに同意します。 

We (as “Customer”) hereby consent to comply with the following articles 1 to 3: 

1. 貴行に開設した顧客の取引口座について、上記デバイス保有者のインターネットバンキング・デバイス（デジタル証
明書、トークンを含む。）を使用して入力・承認される、インターネットにより行うあらゆる取引依頼は、顧客が行
ったものと看做され、顧客に対して効力を生じ、顧客の責に帰するものとします。顧客は取引依頼の結果または効果
を異議なく承諾し撤回しないものとします。取引依頼の結果として損失が生じたとしても、貴行は当該損失につきい
っさい責任を負わず、顧客は、これについて法的手段その他いかなる方法においても貴行対して請求を行いません。 

All the instructions, which are related to our accounts opened in your Bank and initiated or approved by above Owner ’s Internet 

Banking Devices (inclusive of Digital Certificate and Token) through Internet Banking, shall be deemed as given by us and shall 

have valid and binding effect upon us, and we shall unconditionally and irrevocably accept the consequence or effect resulted 

from any of the aforesaid instructions without making any protest in connection therewith. Your Bank (including but not limited 

to the Designated Branch) shall in no event be held liable or responsible for any loss or damage caused due to the aforesaid 

instructions, and we shall not seek any legal recourse or otherwise against your Bank in any respect. 

2. 顧客は、Joint Internet Banking デバイスを使用する場合には、これを使用しないで口座管理する場合には起こらない
問題やリスクが生じ得るということを十分に認識しています。下記に署名・捺印する署名権限者は、本同意書が社内
承認手続・規定に則り提出されることを表明します。 

We recognize well that the Joint Internet Banking Devices is not the normal way of operating our accounts, which may cause 

more problems or pose different risks. The undersigned represents that this Notice is duly executed in conformity with our 

internal rules and approval process. 

3. 顧客及びインターネットバンキング・デバイス保有者が署名・捺印する取引解約申込書が提出された場合にあっては、
貴行がかかる解約申込の受理・内部処理を完了するまでは、その時点で存する取引依頼(失効期限のないものを含む。) 

は依然有効であり、これに起因して損失が生じたとしても、貴行はかかる損失についていっさい責任がありません。 

When you receive a consent letter of the termination application signed by both Owner of Internet Banking Devices and us, all 

our instructions are still effective (including unexpired ones) until you complete all the internal process related to our 

termination application, and you shall in no event be held liable or responsible for any loss or damage thereof.  

 

(個人のお客様 applicable to an individual) 

顧客の名前 Customer’s Name: ______________________     署名(捺印) Signature(s):_________________________ 

日付 Date :  

 

(法人のお客様 applicable to a company) 

顧客の名称 Customer’s Name: ________________________   署名(捺印) Signature(s):_________________________ 

署名権限者の名前  Name of Authorized Signatory(ies)   

署名権限者の役職名Title:                                     日付 Date : 

Joint Internet Banking デバイス（デジタル証明書及びトークンを含む）  

Joint Internet Banking Devices ( inclusive of Digital Certificate and Token )     

  名前 Name 
顧客 ID 

Customer ID 

取引営業店 

Designated Branch 

顧客 Customer 

(口座保有者 Account Holder) 
               

インターネットバンキング(IB)・ 

デバイス保有者 Owner of 

Internet Banking Devices 

  
 TW  HK  VN  

 NY  SG  IN 
 JP   __________ 
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私/当社 (以下、「IB デバイス保有者」といいます。) は、以下第４条乃至第６条の定めを遵守することに同意します。 

We (as “Owner of Internet Banking Devices”) hereby consent to comply with the following articles 4 to 6: 

1. IB デバイス保有者は、自己が保有するインターネットバンキング・デバイス(デジタル証明書、トークンを含む。）

を上記顧客と共有し、貴行に開設してある顧客の口座に関連して、顧客が当該デバイスを使用して入力・承認するい

っさいのインターネット取引を了承します。 

We agree to share our Internet Banking Devices, inclusive of Digital Certificate and Token, with Customer listed above, and 

authorize Customer to use the Internet Banking Devices to initiate or approve all the transactions related to the Customer’s 

accounts opened in your Bank through internet banking. 

2. IB デバイス保有者及び顧客が署名・捺印する取引解約申込書が提出されるまで、貴行は、顧客のあらゆる取引依頼

を実行できるものとします。貴行がかかる解約申込の受理・内部処理を完了するまでは、その時点で存する取引依頼

(失効期限のないものを含む。) は依然有効であり、これに起因して損失が生じたとしても、貴行はかかる損失につい

ていっさい責任がありません。 

Your Bank is hereby authorized by us to implement all Customer’s instructions made by our Internet Banking Devices until you 

receive a consent letter of the termination application signed by both Customer and us. Before your Bank completes all the 

internal process related to our termination application, all Customer’s instructions are still effective (including unexpired ones), 

and you shall in no event be held liable or responsible for any loss or damage thereof. 

3. IB デバイス保有者は、(イ) インターネットバンキング・デバイスの、顧客の不適切な方法による使用その他やむを

得ない原因による故障、又は(ロ) 顧客の不注意又は意図的な行為によりもたらされた損傷 などにより (但し、これ

ら事例に限定されず、同等・同様の事由を含む)、貴行に損失が生じた場合は、それが直接的又は間接的に被った損

失であるかに拘らず、IB デバイス保有者はこれを補償します。 

We shall reimbursed your Bank all the direct/indirect losses and damages caused by the circumstances, including but not limited 

to (a) your Customer’s improper use or uncontrollable reason to make breakdowns of the Internet Banking Devices, and (b) your 

Customer’s negligent or intentional actions to result in any damage or bodily injuries. 

 

 

(個人のお客様 applicable to an individual) 

IBデバイス保有者の名前 Owner’s Name: __________________    署名(捺印) Signature(s):___________________ 

日付 Date :  

 

(法人のお客様 applicable to a company) 

IBデバイス保有者の名称 Owner’s Name: __________________   署名(捺印)Signature(s):____________________  

署名権限者の名前  Name of Authorized Signatory (ies)   

署名権限者の役職名Title:                         日付 Date : 
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