楽天証券マネーブリッジ利用規定 新旧対照表
（変更箇所は架線にて表示）
新

旧

（らくらく入金）

（らくらく入金）

第４条

第４条

１～２. （現行通り）

１～２. （記載省略）

３. 本サービス申込後、当社または楽天 ３. 本サービス申込後、お客様が当社ま
銀行のいずれかの口座で、お取引に制 たは楽天銀行のいずれかの口座でお取引
限がされた場合は、らくらく入金をご 等に制限がとられている場合は、らくら
利用いただけない場合がございます。

く入金をご利用いただけない場合がござ
います。

４. らくらく入金にかかる振込手数料は ４. らくらく入金にかかる振込手数料は
無料です。なお、利用条件は、当社の任 無料です。なお、利用条件は、当社が任意
意で変更する場合があります。変更の で変更する場合があります。変更の際に
際には、当社のウェブサイト等にて変 は、当社のウェブサイト等にて変更内容
更内容を速やかに掲載いたします。
（らくらく出金）

を速やかに掲載いたします。
（らくらく出金）

第５条 らくらく出金とは、当社ウェブサ 第５条 らくらく出金とは、当社ウェブサ
イト等より、お客様の楽天証券口座の イト等より、お客様の楽天証券口座の預
預り金の残高のうち、お客様が指示し り金の残高のうち、指示した金額を楽天
た金額を楽天銀行口座へ原則24時間、 銀行口座へ原則24時間、即時に出金でき
即時に出金できるサービスです。
２～３. （現行通り）

るサービスです。
２～３. （記載省略）

４. 本サービス申込後、当社または楽天 ４. 本サービス申込後、お客様が当社ま
銀行のいずれかの口座で、お取引に制 たは楽天銀行いずれかの口座でお取引等
限がされている場合は、らくらく出金 に制限がとられている場合は、らくらく
をご利用いただけない場合がございま 出金をご利用いただけない場合がござい
す。

ます。

５. らくらく出金にかかる振込手数料は ５. らくらく出金にかかる振込手数料は
無料です。なお、利用条件は、当社の任 無料です。なお、利用条件は、当社が任意
意で変更する場合があります。変更の で変更する場合があります。変更の際に
際には、当社のウェブサイト等にて変 は、当社のウェブサイト等にて変更内容
更内容を速やかに掲載いたします。

を速やかに掲載いたします。

（自動入出金（スイープ））

（自動入出金（スイープ））

第７条 自動入出金（スイープ）とは、あ 第７条 自動入出金（スイープ）とは、あ
らかじめお客様が当社または楽天銀行 らかじめお客様が当社または楽天銀行ロ
のウェブサイト等にログイン後、当該 グイン後ウェブサイト等から利用を申込
ウェブサイトから利用を申込むこと むことで、お客様の楽天証券口座と楽天
で、お客様の楽天証券口座と楽天銀行 銀行口座との間で資金の入出金を自動的
口座との間で資金の入出金を自動的に に行うサービスです。自動入出金（スイー
行うサービスです。自動入出金（スイー プ）は、楽天銀行口座から楽天証券口座に
プ）は、楽天銀行口座から楽天証券口座 自動的に入金する自動入金（スイープ）
に自動的に入金する自動入金（スイー と、楽天証券口座から楽天銀行口座へ自
プ）と、楽天証券口座から楽天銀行口座 動的に出金する自動出金（スイープ）をあ
へ自動的に出金する自動出金（スイー わせたサービスとなります。
プ）をあわせたサービスとなります。
２．自動入出金（スイープ）の利用または ２．自動入出金（スイープ）の利用または
解除は、当社または楽天銀行のウェブ 解除は、別途当社または楽天銀行ログイ
サイトにログイン後、別途お手続きい ン後ウェブサイト等からお手続きいただ
ただくものとします。なお、本サービス くものとします。なお、本サービスをお申
をお申込みされるお客様は、自動入出 込みされるお客様は、自動入出金（スイー
金（スイープ）も同時に申込みいただく プ）も同時に申込みいただくこととなり
こととなります。
（自動入金（スイープ））

ます。
（自動入金（スイープ））

第８条 自動入金（スイープ）は、当社が 第８条 自動入金（スイープ）は、当社の
別途定める金融商品の新規注文または

指定する金融商品の新規注文または訂

訂正注文において、楽天証券口座の預

正注文おいて、当該注文にかかる必要

り金または委託保証金・証拠金等（以

買付代金相当額が楽天証券口座の預り

下、「預り金等」といいます。）の残高

金残高を上回る場合（以下、当該楽天証

が、当該注文に必要な金額（以下、「必

券口座の預り金残高を上回る金額を

要額」といいます。）を下回る場合に、

「不足金」といいます。）に、当該不足

不足している金額を楽天銀行口座から

金を楽天銀行口座から自動的に入金す

自動的に入金するサービスです。

るサービスです。

２～３. （現行通り）

２～３. （記載省略）

４．自動入金（スイープ）が何等かの事由 ４．自動入金（スイープ）が何等かの事由
により入金にかかる処理が完了しなか

により入金にかかる処理が完了しなか

った場合や、第２０条第１項もしくは

った場合や、第２１条第１項及び第２

第２項又はやむを得ない事由により入

項又はやむを得ない事由により入金に

金にかかる処理が完了せず、かつこれ

かかる処理が完了せず、かつこれに起

に起因し、自動入金（スイープ）がおこ

因し、お客様名義の楽天証券口座に不

なわれなかった場合は、お客様は、楽天

足金が生じた場合は、お客様名義の楽

証券口座へ別途自動入金（スイープ）相

天証券口座へ別途ご入金いただく必要

当額をご入金いただく必要がありま

があります。

す。
（自動出金（スイープ））

（自動出金（スイープ））

第９条

第９条

１．（現行通り）

１．（記載省略）

２．自動出金（スイープ）をご利用中のお ２．自動出金（スイープ）をご利用中のお
客様は、あらかじめ当社または楽天銀

客様は、あらかじめ当社または楽天銀

行のウェブサイトにログイン後、任意

行ログイン後ウェブサイト等から任意

の金額を設定することで、楽天証券口

の金額を設定することで、楽天証券口

座から楽天銀行口座への自動出金時に

座から楽天銀行口座への自動出金時に

楽天証券口座に当該任意の金額の預り

楽天証券口座に当該任意の金額の預り

金を留保することができます。

金を留保することができます。

３．当社の想定を超える処理金額や処理 ３．当社の想定を超える処理金額や処理
件数が発生した場合又はやむを得ない

件数が発生した場合又はやむを得ない

事情により、自動出金（スイープ）を第

事情により、自動出金（スイープ）を第

1 項に掲げる時間に代えて翌営業日の

1項に掲げる時間に変えて翌営業日の

当社が定める任意の時間に実施するこ

弊社が定める任意の時間に実施するこ

とがあります。この場合、当社ウェブサ

とがあります。この場合、弊社ウェブサ

イト等に「出金待」と表示されます。な

イト等に「出金待」と表示されます。な

お、
「出金待」と表示されている場合は、

お、
「出金待」と表示されている場合は、

当社ウェブサイト等から当該指示の取

当社ウェブサイト等から当該指示の取

消を行うことができます。

消を行うことができます。

（自動入出金（スイープ）の利用制限）

（自動入出金（スイープ）の利用制限）

第１０条 自動入出金（スイープ）をお申 第１０条 自動入出金（スイープ）をお申
込み後、当社または楽天銀行のいずれ

込み後、お客様が当社または楽天銀行

かの口座で、お取引に制限がされてい

いずれかの口座でお取引等が制限され

る場合は、自動入出金（スイープ）をご

ている場合は、自動入出金（スイープ）

利用いただけず、又は自動入出金（スイ

をご利用いただけず、又は自動入出金

ープ）の設定が解除される場合があり

（スイープ）の設定が解除される場合

ます。

があります。

２．自動入出金（スイープ）にかかる、振 ２．自動入出金（スイープ）にかかる、振
込手数料は無料です。なお、利用条件

込手数料は無料です。なお、利用条件

は、当社の任意で変更する場合があり

は、当社が任意で変更する場合があり

ます。変更の際には、当社のウェブサイ

ます。変更の際には、当社のウェブサイ

ト等にて変更内容を速やかに掲載いた

ト等にて変更内容を速やかに掲載いた

します。

します。

（残高表示サービス）

（残高表示サービス）

第１１条 残高表示サービスとは、当社ウ 第１１条 残高表示サービスとは、当社ウ
ェブサイト等に楽天銀行口座の残高を

ェブサイト等において楽天銀行口座残

表示するサービスと、楽天銀行ウェブ

高を、楽天銀行ウェブサイト等におい

サイト等に楽天証券口座の残高を表示

て楽天証券口座残高を表示するサービ

するサービスの総称をいいます。同サ

スです。同サービスをご利用のお客様

ービスをご利用のお客様は、当社およ

の当社および楽天銀行ログイン後ウェ

び楽天銀行のログイン後ウェブサイト

ブサイト上の所定箇所において、双方

上の所定の箇所において、双方の残高

の残高を表示します。

を閲覧することができます。
２～５. （現行通り）

２～５. （記載省略）

６. 本サービス申込後、お客様が当社ま ６. 本サービス申込後、お客様が当社ま
たは楽天銀行いずれかの口座でお取引

たは楽天銀行いずれかの口座でお取引

等に制限がされている場合は、残高表

等に制限がとられている場合は、残高

示サービスをご利用いただけない場合

表示サービスをご利用いただけない場

がございます。

合がございます。

（投資あんしんサービス）

（投資あんしんサービス）

第１２条

第１２条

１. 投資あんしんサービスとは、信用取 １. 投資あんしんサービスとは、当社に
引口座をお持ちのお客様へのサービス

て信用取引を行われているお客様への

です。あらかじめお客様ご自身が当社ウ

サービスです。あらかじめお客様ご自

ェブサイトにて利用条件等を設定する

身が当社ウェブサイトにて利用条件を

ことで、お客様の楽天証券口座での取引

設定することで、お客様の楽天証券口

において、日々の取引や市況状況等によ

座での取引において、日々の取引や市

り生じた保証金率等の低下や、決済等に

況状況等により生じた信用保証金維持

より預り金等に不足が発生したなどの

率の低下や、決済等により預り金に不

場合に、お客様の楽天銀行口座から引き

足が発生したなどの場合に、お客様の

落とした資金を、当社を収納機関とし

楽天銀行口座から引き落とした資金

て、お客様の楽天証券口座へ当社所定の

を、当社を収納機関として、お客様の楽

時間に資金の振替請求を自動的に行う

天証券口座へ当社所定の時間に資金の

サービスです。

振替請求を自動的に行うサービスで
す。

２. 投資あんしんサービスとは次の各自 ２. 投資あんしんサービスとは次の各サ
動振替を包括したサービスの総称とな
ります。

ービスの総称となります。
① 信用維持率リカバリーサービス

① 保証金率等の回復を目的とする自動 ② 預り金不足自動振替サービス
振替
② 追加保証金または信用取引に係る不 ③ 自動振替再請求サービス
足金（以下、両者を併せて「追証等」と
いいます。）の解消を目的とする自動振
替
３.当社の信用取引口座をお持ちのお客 ３.当社信用口座をお持ちのお客様が投
様は、投資あんしんサービスの詳細条

資あんしんサービスの詳細条件を設定

件を設定できます。また、本サービスご

できます。また、本サービスご利用開始

利用開始時点で信用取引口座をお持ち

時点で信用口座をお持ちでないお客様

でないお客様も、ご利用開始後に当社

も、ご利用開始後に当社信用口座を開

の信用取引口座を開設された場合は、

設された場合は、信用口座開設完了後

信用取引口座開設完了後より投資あん

より同サービスの詳細条件の設定が可

しんサービスの詳細条件の設定が可能

能となります。

となります。
４. （現行通り）

４. （記載省略）

５. 投資あんしんサービスに関する手数 ５. 投資あんしんサービスにかかる、手
料等の利用条件は当社が定めるものと

数料等の利用条件は当社が定めるもの

します。なお、当社は利用条件を任意で

とします。なお、利用条件は、当社が任

変更する場合があります。変更の際に

意で変更する場合があります。変更の

は、当社のウェブサイト等にて変更内

際には、当社のウェブサイト等にて変

容を速やかに掲載いたします。

更内容を速やかに掲載いたします。

６. 本サービス申込後、お客様の当社ま ６. 本サービス申込後、お客様が当社ま
たは楽天銀行いずれかの口座でお取引

たは楽天銀行いずれかの口座でお取引

等に制限がされている場合は、投資あ

等に制限がとられている場合は、投資

んしんサービスをご利用いただけない

あんしんサービスをご利用いただけな

場合がございます。

い場合がございます。

７. 第１７条に規定する本サービスの解 ７. 第１７条に規定する本サービスの解
除時において、お客様のお取引状況等

除において、お客様のお取引状況等に

によっては、解除申込後から解除手続

よっては、解除申込後から解除手続き

き完了までの間に、楽天銀行口座に投

完了までの間に、楽天銀行口座に投資

資あんしんサービスに基づき楽天銀行

あんしんサービスに基づき楽天銀行へ

へ振替請求される場合があります。

振替請求される場合があります。

８. 投資あんしんサービスにおいて、お ８. 投資あんしんサービスにおいて、お
客様の楽天銀行口座の残高不足などの

客様の楽天銀行口座の残高不足などの

理由で振替ができず、追証等の解消が

理由で振替ができず、信用口座等の取

されない場合は、当社「信用取引ルー

引等にて追加保証金や立替金が発生し

ル」等に基づき、所定の期日までに必要

た場合は、当社「信用取引ルール」等に

な金額を当社指定の金融機関口座に直

基づき、所定の期日までに当社指定の

接、ご入金いただく必要があります。

金融機関口座に直接、入金いただく必
要があります。

（削除）

９. 同一日の当社所定の時間において、
信用維持率リカバリーサービスと預り
金不足自動振替サービス双方で振替請
求が発生する場合は、両サービスにて
発生した個々の振替請求はおこなわれ
ず、両サービスの振替請求金額を比較
し、大きい振替請求金額が楽天銀行口
座への振替請求の対象となります。

９. 当社所定の時間において、保証金率 １０. 当社所定の時間において、信用維
等の回復を目的とする自動振替と追証

持率リカバリーサービスおよび預り金

等の解消を目的とする自動振替の双方

不足自動振替サービスの双方またはい

またはいずれかで、お客様が設定した

ずれかで、お客様が設定した詳細条件

詳細条件に該当したにもかかわらず、

に該当する同一日に、当社「信用取引ル

当社「信用取引ルール」等に基づき、当

ール」等に基づき、当社の任意でお客様

社の任意でお客様の計算により、お客

の計算により、お客様の口座における

様の信用取引における建玉の反対売買

全信用建玉または代用有価証券の反対

（現引、現渡を含む）、または、代用有

売買(または現引・現渡)が発生した場

価証券の売却等がおこなわれた場合

合は、楽天銀行口座への振替請求はお

は、楽天銀行口座への振替請求はおこ

こなわれません。

なわれません。
（保証金率等の回復を目的とする自動振 （信用維持率リカバリーサービス）
替）
第１３条 保証金率等の回復を目的とす 第１３条 信用維持率リカバリーサービ

る自動振替とは、信用取引における所

スとは、信用取引における当社所定の

定の時点において、保証金率等があら

時点で、お客様ご自身があらかじめ設

かじめお客様が設定された水準を下回

定された信用保証金維持率値を下回っ

った場合に、当社が、その水準を満たす

た場合に、自動的にお客様ご自身があ

ために必要な金額を算出し、お客様の

らかじめ設定された信用保証金維持率

楽天銀行口座へ自動的に振替請求をお

値まで回復する金額を算出し、お客様

こなうサービスです。

の楽天銀行口座へ自動的に振替請求を
おこなうサービスです。なお、ご利用に
は、あらかじめ当社ウェブサイトにて
詳細条件を設定されている必要があり
ます。

２. 前項のサービスをご利用になるに ２. 当社ウェブサイト上より信用維持率
は、当社ウェブサイトにて振替に関す

リカバリーサービスのご利用および詳

る詳細条件をあらかじめ設定する必要

細条件の設定、または解除の設定を行

があります。また、設定の解除について

うことができます。

も当社ウェブサイト上にておこなうこ
とができます。
（削除）

３. 第１項に該当した場合、お客様の楽
天銀行口座への振替請求は、当社所定
の時点のみとなります。ただし、第１５
条のご利用をあらかじめ設定されてい
る場合はこの限りではありません。

（追証等の解消を目的とする自動振替）

（預り金不足自動振替サービス）

第１４条 追証等の解消を目的とする自 第１４条 預り金不足自動振替サービス
動振替サービスとは、所定の時点にお

とは、当社所定の時点で、お客様の楽天

いて、追証等が解消しておらず、かつ、

証券口座の預り金において、不足金が

お客様の楽天証券口座の預り金等（追

生じる場合、不足金額、または不足金額

証等の場合は、新規に保証金として差

に加えてお客様ご自身があらかじめ設

し入れることができる有価証券を含

定された金額を、お客様の楽天銀行口

む。）が追証を解消するために必要な額

座に対して、振替請求を自動的におこ

を満たしていない場合、お客様の楽天

なうサービスです。

銀行口座に対して、不足分の振替請求
を自動的におこなうサービスです。
２. お客様は、当社ウェブサイト上で追 ２. 当社ウェブサイト上より預り金不足

証等の解消を目的とする自動振替のご

自動振替サービスのご利用および詳細

利用または解除の設定をおこなうこと

条件の設定、または解除の設定を行う

ができます。

ことができます。
（削除）

３. 第１項に該当した場合、お客様の楽
天銀行口座への自動的な振替請求は、
当社所定の時点のみとなります。ただ
し、第１５条のご利用をあらかじめ設
定されている場合はこの限りではあり
ません。

（削除）

（自動振替再請求サービス）
第１５条

お客様の楽天証券口座におい

て、あらかじめ第１２条第２項第１号
または第２号に定めるサービスを設定
されており、かつ、お客様の楽天銀行口
座へ振替請求をおこなったにもかかわ
らず、楽天銀行口座の残高不足等によ
り、振替手続きが完了しなかった場合
に、再度、当社所定の時間にお客様の楽
天銀行口座へ自動的に振替請求を行う
サービスです。
２. 自動振替再請求サービスでは、当日、
自動振替ができなかった金額と同一金
額の振替請求が行われます。また、自動
振替再請求サービスをご利用されてい
る場合は、当日中にお客様が楽天証券
口座へ直接ご入金なされても、当日に
振替ができなかった金額と同一金額の
振替請求が行われます。
３. 自動振替再請求サービスでの振替請
求において、再度のお客様の楽天銀行
口座への振替請求が自動的に処理でき
なかった場合、再々度の振替請求はお
こなわれません。
４. 当社ウェブサイト上より自動振替再
請求サービスの利用条件および解除の

設定を行うことができます。なお、自動
振替再請求サービスのみのご利用はで
きません。信用維持率リカバリーサー
ビス、または預り金不足自動振替サー
ビスを利用中の場合、設定が可能とな
ります。
第１５条～第１６条 （現行通り）

第１６条～第１７条 （記載省略）

（解除事由）

（解除事由）

第１７条 本サービスは、第１６条に定め 第１８条 本サービスは、第１７条に定め
る他、次の各号のいずれかに該当した

る他、次の各号のいずれかに該当した

ときに解除されるものとします。

ときに解除されるものとします。

①お客様が当社の総合証券取引約款第５ ①お客様が当社の総合証券取引約款第５
２条各号に該当しまたは当社が定める

２条各号に該当しまたは当社が定める

他の約款・規定に該当若しくは抵触し、

他の約款・規定に該当若しくは抵触し、

お客様名義の楽天証券口座を解約され

お客様名義の楽天証券口座を解約され

た場合

た場合

②楽天銀行またはお客様がお客様名義の ②楽天銀行またはお客様がお客様名義の
楽天銀行口座を解約した場合

楽天銀行口座を解約した場合

③当社または楽天銀行が本サービスの解 ③当社または楽天銀行が本サービスの解
除を申し出た場合

除を申し出た場合

④お客様が第２６条に定める本規定の変 ④お客様が第２７条に定める本規定の変
更に同意されない場合
第１８条～第２２条 （現行通り）

更に同意されない場合
第１９条～第２３条 （記載省略）

（金融商品仲介業者（IFA）への情報提供 （金融商品仲介業者（IFA）への情報提供
の同意）

の同意）

第２３条 契約金融商品仲介業者（以下、 第２４条 契約金融商品仲介業者（以下、
「IFA」といいます。）を通じて専用の

「IFA」といいます。）を通じて専用の

口座を開設されたお客様が本サービス

口座を開設されたお客様が自動入出金

を利用される場合は、当該 IFA に対し

（スイープ）を利用される場合は、当該

て本サービスにかかる情報が提供され

IFAに対して自動入出金（スイープ）に

ること、IFA は金融商品仲介業にかかる

かかる情報が提供されること、IFAは金

業務を遂行する目的で当該情報を利用

融商品仲介業にかかる業務を遂行する

することに同意いただくものとしま

目的で当該情報を利用することに同意

す。

いただくものとします。

第２４条～第２６条 （現行通り）
（2018年9月）

第２５条～第２７条 （記載省略）
（2018年4月）
以上

