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１．外貨普通預金
　　外貨普通預金の操作手順について説明します。
　　インターネットバンキングにログオン後の画面です。

（１）預入れ
　　外貨普通預金の入金操作手順について説明します。

　①『外貨預金』の項目をタップします。

　②『外貨普通預金・外貨積立預金』をタップします。

 
メニューより「外貨預金」
をタップします。 

 
「外貨普通預金・外貨積立預金」 
をタップします。 
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　③外貨普通預金サービス欄の『お預入れ』をタップします。
　　外貨普通預金の入金操作手順について説明します。

　④外貨預金のリスクの説明がされています。

 
「お預入れ」をタップします。 

 

 
「こちら」を押すと、外貨預
金の説明が表示されます。 
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　⑤お引き出し口座を選択してください。
　⑥お預入れ口座を選択してください。

　⑦預入金額を入力します。　（１通貨単位以上、10万米ドル相当額未満）
円貨、外貨のいずれかで入力してください。

『決定』ボタンを押した後、確認パスワードを入力してください。

（２）引出し
　　外貨普通預金の出金操作手順について説明します。

　①『お引出し』をタップします。

 
銀行営業日の15:00以降および 
土・日・祝日の場合は、 
キャンセル相場の指定欄が 
表示されます。 
詳しい入力方法は２２ページを 
ご確認ください。 
それ以外は、当日の公表為替相場 
にてのお取引となり、キャンセル相場 

 
「円貨」または「外貨」で 
金額を入力します。 

 
「お引出し」をタップします。 
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　②外貨預金のリスクの説明が表示されます。　４ページの④を参照してください。

　③引出す外貨普通預金口座を選択します。

　④お預入れの口座を選択します。

　⑤引出す金額を入力します。　（１通貨単位以上、10万米ドル相当額未満）

お取引をご確認後、確認パスワードを入力してください。

 
お引出し口座を選択します。 
 

 
「円貨」または「外貨」で 
金額を入力します。 

 
銀行営業日の15:00以降および 
土・日・祝日の場合は、 
キャンセル相場の指定欄が 
表示されます。 
詳しい入力方法は２２ページを 
ご確認ください。 
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（３）振替
　　外貨普通預金の振替操作手順について説明します。

　①『お振替え』をタップします。
　

　②外貨預金のリスクの説明が表示されます。　４ページの④を参照してください。
　③お引き出し口座を選択してください。
　④お預入れ口座を選択してください。

　⑤振り替える金額を入力します。
外貨額で入力します。

お取引をご確認後、確認パスワードを入力してください。

 
お振替えをタップします。 
 

 

振り替える金額を「外貨」で入力し

ます。 

お振り替えは同一通貨、同一店舗間

でのみ可能です。 
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２．外貨定期預金

（１）預入れ
外貨定期預金の入金操作手順について説明します。

　①『外貨預金メニュー』から『外貨定期預金』をタップします。
　②『お預入れ』の項目をタップします。

　③外貨預金のリスク説明がされています。

 
お預入れをタップします。 
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　④お客さまの適合性把握のため、アンケートにお答えください。
　　　

　⑤『契約締結前交付書面』のダウンロード、理解のご確認、および反社会的勢力
　に該当しないことの表明・確約を行います。

 
回答はラジオボタン（○）を 
タップしてください。 

 
全てのアンケートにお答えいただ 
かなければ、次へ進めません。  

 
契約締結前交付書面をダウンロードし、内容
をご確認ください。 
※ダウンロード後、白紙ページが表示される場合の 
  操作方法については２３ページを、ホーム画面が 
  表示される場合は２６ページをご覧ください。 

 
内容をご理解のうえ、確認チェックを 
お願いします。 

 
反社会的勢力に該当しない場合はこちら
をチェックしてください。 

 
こちらをタップすると 
次に進みます。 
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　⑥お引き出し口座を選択してください。
　⑦お預入れ口座を選択してください。

　⑧お預入れの内容を入力します。　（お預入れ金額10万円相当額以上、10万米ドル相当額未満）

お取引をご確認後、確認パスワードを入力してください。

（２）解約
　　　外貨定期預金解約の操作手順を説明します。

　①『外貨預金メニュー』から『外貨定期預金』をタップします。
　②サービス欄の『お引出し』をタップします。

 
「円貨」または「外貨」で 
金額を入力します。 

銀行営業日の15:00以降および 
土・日・祝日の場合は、 
キャンセル相場の指定欄が 
表示されます。 
詳しい入力方法は２２ページを 
ご確認ください。 
それ以外は、当日の公表為替相場 
にてのお取引となり、キャンセル相場 

 
お引き出しをタップします。 
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　③外貨預金のリスクの説明が表示されます。　４ページの④を参照してください。

　④お引出し口座を選択します。

　⑤お預入れ口座と解約する外貨定期預金を選択します。
　⑥内容を確認し決定をタップします。

お取引をご確認後、確認パスワードを入力してください。

３．為替特約付外貨定期預金
（１）お申込

為替特約付外貨定期預金の申込操作手順について説明します。
　①『外貨預金メニュー』から『為替特約付外貨定期預金』をクリックします。

 
解約する外貨定期預金の口座 
を選択します。 

 
「為替特約付外貨定期預金」 
をタップします。 
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　②為替特約付外貨定期預金サービス欄の『お申込』をクリックします。

　③為替特約付外貨定期預金のリスク説明がされています。

 
「お申込」をタップし
ます。 
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　④お客さまの適合性把握のため、アンケートにお答えください。

　⑤『契約締結前交付書面』、『お取引の際の注意事項』のダウンロード、理解のご確認、
および反社会的勢力に該当しないことの表明・確約を行います。

 
回答はラジオボタン（○）を 
タップしてください。 

 
全てのアンケートにお答えいただ 
かなければ、次へ進めません。  

 
契約締結前交付書面をダウンロードし、
内容をご確認ください。 

 
お取引の際の注意事項をダウンロードし、
内容をご確認ください。 

 
内容をご理解のうえ、確認チェックを 
お願いします。 

 
反社会的勢力に該当しない場合はこちら
をチェックしてください。 

 
こちらをクリックすると次に進みます。 
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　⑥お申込いただく商品を選択してください。

　⑦お引出し口座を選択してください。
　⑧お預入れ口座を選択してください。

　⑨お申込金額を入力します。

お取引をご確認後、確認パスワードを入力してください。

 
お申込いただく商品を選択して
ください。 

 
「円貨」で 
金額を入力します。 
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４．外貨預金口座開設
外貨預金口座開設の操作手順について説明します。

（１）外貨積立預金を選択いただく場合について説明します。
　①『外貨預金メニュー』から『外貨預金口座開設』をクリックします。
　②重要事項が表示されるのでご確認ください。
　③アンケートに回答して『次へ』をクリックします。

　④外貨預金の種類を選択します。

 
開設する預金種別を選択します。 
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　⑤『契約締結前交付書面』のダウンロード、理解のご確認、および反社会的勢力
　に該当しないことの表明・確約を行います。

　⑥開設する外貨預金の内容を入力します。

 
契約締結前交付書面をダウンロード
し、内容をご確認ください。 

 
ご使用印鑑および利用口座の登録について
「同意」のチェックをお願いします。 

 
通貨およびお取引明細書の送付に
ついて選択します。 

16



　⑦『外貨積立預金』の場合は、毎月および特定月の積立金額を入力します。

お取引をご確認後、確認パスワードを入力してください。

５．取消
　　お取引の取消しを行う場合の操作手順についてご説明します。

（注）取消ができる時間は限定されていますので時間にはご注意ください。

 
取消可能時間をご確認ください。 

 
振替口座、振替日、振替金額、特定月の
内容について入力します。 
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　①『外貨普通預金・外貨積立預金』または『外貨定期預金』または『為替特約付外貨定期預金』
を選択後、『取消』をタップします。

　②取消可能な取引の中から選択します。

お取り消しの内容を確認後、確認パスワードを入力してください。

 
取消をタップします。 

 
取り消すお取引を選択します。 
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６．照会

（１)残高・入出金明細照会
　①『外貨普通預金・外貨積立預金』または『外貨定期預金』を選択します。

　②外貨普通預金・外貨積立預金（残高・入出金明細照会）
　　　サービス欄の『残高・入出金明細照会』をタップすると残高や取引明細が照会できます。

（２）外貨定期預金明細照会
　　　『外貨定期預金明細照会』をタップし、口座を選択すると明細や損益などが照会できます。

 
「照会口座」を選択し、「照会」ボタン 
を押すと、入出金明細・残高が照会でき 
ます。 

 
「外貨定期預金」の明細、および 
照会時点での損益（参考）が照会 
できます。 
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（２）状況照会
　『外貨普通預金・外貨積立預金』または『外貨定期預金』または『為替特約付外貨定期預金』

　　　を選択後、『状況照会』をタップすると、お取引結果の状況が表示されます。

（３）外貨預金（公表為替相場照会）
　サービスメニューから『公表為替相場照会』をタップすると、相場照会ができます。

 
「こちら」を押すと、「取引状況」
の説明が表示されます。 
 

 
「基準日時」での公表為替相場
が照会できます。 
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（４）外貨預金（金利照会）
　サービスメニューから『金利照会』をタップすると、金利照会ができます。

 
照会時点での金利が照会できます。 
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７．その他

（１）予約扱時のキャンセル相場の指定（除く為替特約付外貨定期預金）
①円から外貨の場合

②外貨から円の場合

 
円から外貨への預入の場合は円安に1円まで１０銭刻みで 
キャンセル相場を指定できます。 

 
外貨から円への引出しの場合は円高に1円まで１０銭刻み
でキャンセル相場を指定できます。 
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８．ご注意事項
Androidスマートフォンの標準ブラウザをご利用の場合、契約締結前交付書面等のＰＤＦを
ダウンロードした後の操作は機種により異なります。

（１）ＰＤＦをダウンロードした後、ブラウザの白紙ページが表示される場合

②ブラウザの白紙ページが表示さ

れ、ダウンロードが開始される。 
その後、画面上部をスワイプする。 

①アプリケーションを選択する。 
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③ダウンロードしたPDFを押すと、

表示されます。 

④表示されたPDFを閲覧後、 

ホームボタンを押す。 

⑤ホーム画面で 

ブラウザボタンを押す。 
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⑥ブラウザの白紙ペー
ジが表示されるので、タ
ブボタンを押す。 

⑦元の画面のタブを押してく
ださい。 
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（２）ＰＤＦをダウンロードした後、ホーム画面が表示される場合

①アプリケーションを選択する。 

②ホーム画面が表示され、ダウ

ンロードが開始される。 

その後、画面上部をスワイプ 

する。 
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③ダウンロードしたPDFを押すと、

表示されます。 

④表示されたPDFを閲覧後、 

ホームボタンを押す。 

⑤ホーム画面でブラウザボタ
ンを押すと、元の画面が表示さ
れます。 
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