
(2022年6月1日改定)
改定前 改定後

横浜金属GOLD CLUB純金積立約款 横浜金属GOLD CLUB純金積立約款

第1条(目的) 第1条(目的)
横浜金属株式会社(以下「弊社」といいます)は､お客様
との間において金地金の買付委託契約(以下､本契約とい
います)を締結し､お客様の委託により毎月､当月の弊社
店頭小売価格の平均価格にて金地金を購入し､お客様の
購入された金地金をお客様のご指示によって保管､返
却､売却､等価交換を行う制度(この制度を以下､純金積立
制度といいます)です。本約款は､お客様がこの制度を利
用して弊社とお取引される場合の手続及び金地金の本
契約の内容を規定するものです。

横浜金属株式会社(以下「弊社」という)が取り扱う横浜
金属GOLD CLUB純金積立は､お客様との間において金
地金の買付委託契約(以下､本契約といいます)を締結し､
お客様の委託により毎月､当月の弊社店頭小売価格の平
均価格にて金地金を購入し､お客様の購入された金地金
をお客様のご指示によって保管､返却､金銭による返
却、等価交換を行う制度(この制度を以下､純金積立制度
という)といい、これにおいて、本約款は､お客様が純金
積立制度を利用して弊社とお取引される場合の手続及
び金地金の本契約の内容を規定するものです。

第4条(買付委託代金等及び支払方法) 第4条(買付委託代金等及び支払方法)
1. 本契約に係る買付委託代金は､月額3,000円からお客
様の希望により1,000円単位で上積みした金額としま
す。
2. 買付委託代金は変更する事が出来ます。変更を希望
される場合はお電話でお申込み下さい。この申込みは
毎月末を締切日とし翌月20日(当該日が金融機関休業日
の場合は､翌営業日)から変更します。
3. 第1項の買付委託代金の他､お客様は､弊社が別途定
める金地金買付の為の委託手数料・保管料をお支払い
頂きます。年会費は掛かりません。
4. お客様は弊社に対して､本契約のお申込みをされた
月の翌々月以降､毎月19日までに買付委託代金及び買付
委託手数料・保管料を届出指定口座にご入金下さい。
弊社は買付委託代金及び買付委託手数料・保管料を毎
月20日(当該日が金融機関休業日の場合は､翌営業日)に
お客様の届出指定口座から口座振替により自動引落と
しさせて頂きます。

1. 本契約に係る買付委託代金は､月額3,000円からお客
様の希望により1,000円単位で上積みした金額としま
す。
2. 買付委託代金は、弊社所定の申込方法で変更するこ
とができます。この申込みは毎月末日を締切日とし翌
月20日(当該日が金融機関休業日の場合は､翌営業日)か
ら変更とします。
3. 第1項の買付委託代金の他､お客様は､弊社が別途定
める金地金買付の為の委託手数料・保管料をお支払い
いただきます。年会費はかかりません。
4. 弊社は、お客様が本契約の申込みをされた月の翌々
月以降､買付委託代金及び買付委託手数料・保管料を毎
月20日(当該日が金融機関休業日の場合は､翌営業日)に
お客様の届出指定口座から口座振替により自動引落し
いたします。

第5条(買付方法) 第5条(買付方法)
1. 弊社は､本契約が成立した日(お客様の預金口座より
振替が実行された日)の翌月よりお客様の申込み金額に
応じて毎月一定額ずつ月間平均価格(弊社の当日最初の
発表店頭小売価格の月間平均価格・小数点以下2位を切
り捨てる)で購入し続け､買付終了まで継続するものとし
ます。
2. 金地金の所有権は､購入と同時にお客様に移転しま
す。
3. 弊社は､弊社が第1項に基づき購入した金地金の買付
内容を『金地金ご購入報告書』として､年2回お客様に
送付致します。

1. 弊社は､本契約が成立した日(お客様の預金口座より
振替が実行された日)の翌月よりお客様の申し込み金額
に応じて毎月一定額ずつ月間平均価格(弊社の当日最初
の発表店頭小売価格の月間平均価格)で購入し続け､買付
終了まで継続するものとします。
2項の削除
2. 弊社は､弊社が第1項に基づき購入した金地金の買付
内容を『金地金ご購入報告書』として､年2回お客様に
送付します。

第6条(金地金の保管) 第6条(所有権の移転、保管)
弊社は､お客様が本契約に基づき購入した金地金をお客
様個人別のお預かり口座を作成し､お客様のご指示があ
るまで所定の保管金庫で特定保管の方法によりお預かり
致します。

1. 金地金の所有権は､購入と同時にお客様に移転しま
す。
2. 弊社は､お客様が本契約に基づき購入した金地金をお
客様個人別の預かり口座を作成し､お客様のご指示があ
るまで所定の保管金庫で混蔵寄託の方法によりお預か
りいたします。

第7条(譲渡禁止) 第7条(譲渡禁止及び担保提供禁止)
お客様は､弊社の承諾なくして､お預かり金地金の返却請
求権を他の第三者に譲渡したりまたは担保に供したりす
る事は出来ません。万一､譲渡あるいは担保に供した為
に生じた紛議等について､弊社は一切の責任を負いませ
ん。

お客様は､弊社の承諾なしで､お預かり金地金の返却請求
権を第三者に譲渡、または担保に供することはできませ
ん。万一､譲渡あるいは担保に供した為に生じた紛議等
について､弊社は一切の責任を負いません。

第8条(金地金の送付による返却) 第8条(金地金の送付による返却)
1. お客様は､いつでも宅急便にてお預かり金地金の返却
を受ける事が出来ます。この場合お預かり金地金の残
高のうち全部または一部を約一週間以内にお客様のご
登録住所宛に送付致します。この場合の送料は､お客様
の負担と致します。
2. 弊社がお客様に送付する金地金の種類は5g､10g､
30g、50g､100g､200g､300g､500g､1Kg､の9種類の中か
ら大きい順に組み合わせ返却させて頂きます。
なお､金地金の形状について上記弊社が設定した組み合
わせ以外のご指定がある方は､金地金加工費(バーチャー
ジ)を別途申し受けます。
3. お客様へ金地金を送付したにもかかわらず､弊社宛に
返送されて来た場合は当該金地金を3ヶ月間保管し､お
客様のお申し出があり次第､再度発送(送料はお客様負
担)致します。保管期間中にお客様からお申し出がない
時､又は2回目の送付をしたにもかかわらず再度金地金
が返送されてきた時は､当該金地金は弊社が定める任意
の日の弊社店頭買取価格で買い取るものとしその買取
代金をお客様の振替口座へ振込む事が出来るものとし
ます。この振込みが完了した時点で本契約にもとづく
弊社のお客様に対する一切の義務は終了したものとし
ます。

1. お客様は､いつでも弊社所定の申込発送方法でお預か
り金地金の返却を受けることができます。この場合お
預かり金地金の残高のうち全部または一部をお客様の
登録住所宛に送付します。この場合の送料は､お客様の
負担とします。
2. 弊社がお客様に送付する金地金の種類は5g､10g､
30g、50g､100g､200g､300g､500g､1Kg､の9種類の中か
ら大きい順に組み合わせて返却します。
なお､金地金の形状について上記弊社が設定した組み合
わせ以外のご指定がある場合は､別途金地金加工費(バー
チャージ)を申し受けます。
3. お客様へ金地金を送付したにもかかわらず､弊社宛に
返送されて来た場合は当該金地金を3ヶ月間保管し､お
客様の申し出があり次第､再度発送(送料はお客様負担)
いたします。保管期間中にお客様からお申し出がない
時､又は2回目の送付をしたにもかかわらず再度金地金
が返送されてきた場合は､当該金地金は弊社が定める任
意の日の弊社店頭買取価格を乗じて算出した、お客様
に返却する金銭（以下「返却金」という）をお客様の
届出指定口座へ振り込むことができるものとします。
この振り込みが完了した時点で本契約にもとづく弊社
のお客様に対する一切の義務は終了したものとしま
す。この場合に掛かった費用（送料、振込手数料）
は、お客様負担とし返却金から相殺いたします。

第9条(お預かり金地金の売却申込み) 第9条（預かり金地金の金銭による返却）
1. お客様は､いつでも電話にてお申込みされる事により
お預かり金地金を売却する事が出来ます。売却申込み
の場合､売却の価格は､弊社がお客様よりお申込みを頂
いた時点における金地金の弊社店頭買取価格となりま
す。
2. 第１項で売却された金地金の代金はお客様の届出指
定口座に振込む方法にてお支払い致します。この場合
の振込手数料は、弊社にて負担致します。

1. お客様は、いつでも弊社所定の申込方法で申込みす
ることより、弊社に対し、預かり金地金の返却に代え
て、金銭による返却（金地金流通協会　正会員の弊社
を通じて、預かり金地金に相当する公認ブランド地金
を取引市場で売却し、その代金相当額から弊社所定の
手数料相当額を控除した額として次項に定める金銭を
返却することをいいます。）を請求することができま
す。
2. 返却金の額は、金銭による返却の申し込みのあった
預かり金地金の重量にお客様が申し込みをした時点に
おける金地金の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額
によるものとします。
3. 返却金はお客様の届出指定口座に振り込む方法によ
り支払います。この場合の振込手数料は、弊社にて負
担します。

第10条(解約) 第10条(解約)
1. お客様は､いつでも電話にてお申込みされる事により
解約をする事が出来ます。お客様よりお申し出があっ
た時点で本契約は終了致します。
2. 解約の清算方法
(1) 売却の場合､お預かり金地金をお申込み当日の弊社
店頭買取価格で買取りさせて頂き翌々営業日にお振込
み致します。この場合､お預かりの買付委託代金がある
場合は合わせてお振込み致します。買取代金の支払い
は第９条第２項に準じます。
(2) 金地金返却の場合､お預かり金地金の全量(5g以上)を
返却致します。なお、返却は第８条第１項から第３項
に準じます。お預かり金地金の5g未満につきましては､
お申込みを頂いた時点における弊社店頭買取価格にて
買取させて頂き送料を控除した上でお支払致します。
また、お預かりの買付委託代金がある場合は合わせて
お支払い致します。

1. お客様は､いつでも弊社所定の申込方法で申込みされ
る事により解約をすることができます。お客様より申
し出があった時点で本契約は終了します。
2. 解約の清算方法
(1) 金銭による返却の場合､預かり金地金全量を本契約
終了日の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額を翌々
営業日に振り込みます。この場合､預かりの買付委託代
金がある場合は合わせて振り込みます。返却金の支払
いは第9条第3項に準じます。
(2) 金地金返却の場合､預かり金地金の全量(5g以上)を
返却します。なお、返却は第8条第1項から第3項に準じ
ます。預かり金地金の5g未満につきましては､本契約終
了日時点における弊社店頭買取価格を乗じて算出した
額を送料を控除した上で支払います。また、預かりの
買付委託代金がある場合は合わせて支払います。
(3) その他お客様が弊社に支払うべき金銭の未払金があ
る場合、弊社は前（1）号または（2）号の返却金があ
ればこれをもって支払いに充て、なお不足分がある場
合は、預かり金地金から不足分だけ前条に定める方法
に準じて金銭による返却を行い、弊社が定める任意の
日の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額の返却金を
もって支払いに充てることができるものとします。

第11条(買付中断) 第11条(買付中断)
1. お客様は､いつでも電話にてお申込みされる事により
買付の中断をする事が出来ます。この場合10ｹ月を限度
とし金地金をお預かり致します。この間にお客様は解
約(第10条に準ずる)或いは再開のお申し込みをして頂き
ます。お申し込みがない場合は解約とみなし第10条第2
項の(1)に準じて処理致します。この場合の買取価格は
弊社が定める任意の日の弊社店頭買取価格とします。
2. 再開の場合､お申し込み月の翌月より口座振替を再開
致します。

1. お客様は､いつでも弊社所定の申込方法により買付の
中断をすることができます。この場合10ｹ月を限度とし
金地金を預かります。この間にお客様は解約(第10条に
準ずる)或いは再開の申し込みをし、申し込みがない場
合は解約とみなし第10条第2項の（1）号および（2）号
に準じて処理します。この場合、弊社が定める任意の
日の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額を返却金と
します。
2. 再開の場合､申し込み月の翌月より口座振替を再開し
ます。

第12条(契約解除) 第12条(契約解除)
1. お客様が次の各号の一つにでも該当した場合､弊社
は､本契約を解除し､併せて会員としての登録を抹消し
ます。
(1) お申込み時に虚偽の申告をした時
(2) 本約款の何れかに違反した時
2. 弊社が前項により解除する場合､弊社はお客様に対し
てその旨を通知します。但し､弊社が通常の連絡方法を
用いても通知できない場合は､通常到達すべき時に上記
の通知がなされたものとみなします。
3. 第１項により解除された場合は､第10条に準じて､お
預かり金地金の返却及び買取り処理を致します。

1. お客様が次の各号の一つにでも該当した場合､弊社
は､本契約を解除し､併せて会員としての登録を抹消し
ます。
(1) 申し込み時に虚偽の申告をした時
(2) 本約款の何れかに違反した時
2. 弊社が前項により解除する場合､弊社はお客様に対し
てその旨を通知します。但し､弊社が通常の連絡方法を
用いても通知できない場合は､通常到達すべき時に上記
の通知がなされたものとみなします。
3. 第１項により解除された場合は､第10条2項（1）号お
よび（3）号により預かり金地金全量を処理いたしま
す。ただし、この場合に振込手数料はお客様負担とな
ります。

第14条(不可効力及び免責事項) 第14条(不可効力及び免責事項)
天災地変､戦争､内乱､暴動､法令の制定改廃､公権力によ
る命令､処分､指導､争議行為､その他の弊社の責に帰す
事のできない事由による損害について､弊社はその責を
負わないものとします。なお､これらの事由の発生によ
り､本契約の提供が出来なくなった場合には､弊社は､お
客様に対し何等の責めを負う事なく､弊社はこの業務を
中止する事が出来るものとし､以下の通り処理するもの
とします。
(1)弊社がこの業務を中止した時は､弊社はお客様に対
してその旨を通知します。但し､弊社が通常の連絡方法
を用いても通知出来ない時は､通常到着すべき時に上記
の通知が到着したものとみなします。
(2) 前項によりお客様よりお申し出がありました場合に
はお預かり金地金を第10条第２項の方法にて速やかに
返却、或いは買取代金をお客様の届出指定口座へお振
込み致します。

天災地変､戦争､内乱､暴動､法令の制定改廃､公権力によ
る命令､処分､指導､争議行為､その他の弊社の責に帰す
ことのできない事由による損害について､弊社はその責
を負わないものとします。なお､これらの事由の発生に
より､本契約の提供ができなくなった場合には､弊社は､
お客様に対し何等の責めを負うことなく､弊社はこの業
務を中止することができるものとし､以下のとおり処理
するものとします。
1. 弊社がこの業務を中止した時は､弊社はお客様に対し
てその旨を通知します。但し､弊社が通常の連絡方法を
用いても通知できない時は､通常到着すべき時に上記の
通知が到着したものとみなします。
2. 前項によりお客様より申し出があった場合は、預か
り金地金を第10条第2項の方法にて速やかに返却、金銭
による返却の場合はお客様の届出指定口座へ振り込み
ます。

第18条(個人情報の取扱い) 第18条(個人情報の取扱い)
弊社は本約款に基づくお取引に関して弊社が取得した
お客様の個人情報を､以下の通り利用等するものとし､
お客様はこれに同意するものとします。
1. 個人情報の利用目的
弊社は､お客様からご提供頂いた個人情報を､以下の目
的に利用させて頂きます。
(1) 弊社とお取引のあるお客様ご本人であるかどうかの
確認
(2) 弊社の各種サービスをご提供する際の判断
(3) 郵便物や金地金などの返却物の送付､及び売却代金
などの振込
(4) 弊社や弊社グループ企業､弊社提携企業各社からの
商品・サービスのご案内
(5) 弊社内で使用する統計資料の作成など､商品・サー
ビスに関わる研究・開発
(6) その他法令に定められた義務を果たす場合
2. 個人情報の提供・共同利用について
弊社は､お客様からご承諾頂いた場合､規約・合意等が
ある場合､法令により必要と判断される場合､お客様ま
たは公共の利益の為に必要と判断される場合､その他正
当な理由のある場合には､弊社の保有する個人情報を第
三者に提供する事があります。また､弊社は､お客様と
のお取引の円滑な遂行､お客様に対する商品､サービス
のご案内等の為に､弊社グループ企業間にて個人情報を
共同利用致します。

弊社は本約款に基づくお取引に関して弊社が取得した
お客様の個人情報を､以下の通り利用等するものとし､
お客様はこれに同意するものとします。
1. 個人情報の利用目的
弊社は､お客様からご提供された個人情報を､以下の目
的に利用いたします。
(1) 弊社とお取引のあるお客様ご本人であるかどうかの
確認
(2) 弊社の各種サービスをご提供する際の判断
(3) 郵便物や金地金などの返却物の送付､及び返却金な
どの振込
(4) 弊社や弊社グループ企業､弊社提携企業各社からの
商品・サービスのご案内
(5) 弊社内で使用する統計資料の作成など､商品・サー
ビスに関わる研究・開発
(6) その他法令に定められた義務を果たす場合
2. 個人情報の提供・共同利用について
弊社は､お客様から承諾された場合､規約・合意等があ
る場合､法令により必要と判断される場合､お客様また
は公共の利益の為に必要と判断される場合､その他正当
な理由のある場合には､弊社の保有する個人情報を第三
者に提供することがあります。また､弊社は､お客様と
のお取引の円滑な遂行､お客様に対する商品､サービス
のご案内等の為に､弊社グループ企業間にて個人情報を
共同利用いたします。

3. 個人情報取扱い(業務)の委託について
弊社は､お客様に対する各種サービスのご提供､その他
弊社の業務を行う上で､弊社の保有する個人情報の取扱
いの全部または一部を外部に委託する事があります。
4. 個人情報の開示等について
お客様は､弊社に対し､お客様ご自身の個人情報を開示
するよう求める事が出来ます。これによりお客様は保
有個人データの内容の訂正､追加または削除を求める事
が出来ます。ただし､以下の何れかに該当する場合は､
開示等の請求に対応出来ない事もございます。
(1) 開示等の請求の対象が保有個人データにあたらない
場合
(2) 請求者がお客様ご本人である事の確認が出来ない場
合
(3) お客様ご本人または第三者の生命､身体､財産その他
の権利利益を害するおそれがある場合
(4) 弊社業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれ
がある場合
(5) 法令に違反する事となる場合

3. 個人情報取扱い(業務)の委託について
弊社は､お客様に対する各種サービスのご提供､その他
弊社の業務を行う上で､弊社の保有する個人情報の取扱
いの全部または一部を外部に委託することがありま
す。
4. 個人情報の開示等について
お客様は､弊社に対し､お客様ご自身の個人情報を開示
するよう求めることができます。これによりお客様は
保有個人データの内容の訂正､追加または削除を求める
ことができます。ただし､以下の何れかに該当する場合
は､開示等の請求に対応できないこともあります。
(1) 開示等の請求の対象が保有個人データにあたらない
場合
(2) 請求者がお客様本人であることの確認ができない場
合
(3) お客様本人または第三者の生命､身体､財産その他の
権利利益を害するおそれがある場合
(4) 弊社業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれ
がある場合
(5) 法令に違反することとなる場合


