
「四国八十八カ所支店」では、

パソコン・スマートフォン・携帯電話等を利用して、

銀行窓口にご来店されなくても、

いつでもどこでも銀行サービスをご利用いただけます。

ご利用に際しましては、

本「ご利用の手引き」をご活用ください。
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　カテゴリー 一覧

　四国八十八カ所支店は

　サービス時間

　サービスのご案内

■店舗や窓口を持たず、通帳・証書も発行されないインター
ネット専用支店です。

■四国八十八カ所支店のお取引は、すべて With You Net
を介して行われます。

■口座維持手数料や With You Net 利用手数料は無料です。

■サービスのご案内 ………………………………………P ２

■ご利用環境 ………………………………………………P ３

■お取引開始の前に ………………………………………P 3

■ ATM ご利用のご案内 …………………………………P 5

■各種お取引 ………………………………………………P 7

■各種変更 …………………………………………………P21

■ご利用時のご注意 ………………………………………P22

では、パソコン・スマートフォン・携帯電話等を利用して、
いろいろな銀行サービスをいつでもどこでもご利用いただけます。

【インターネットバンキングサービスのご利用時間】
下記のサービス休止日・時間帯を除いて、ご利用いただけます。

【インターネット投資信託のご利用時間】
下記のメンテナンス時間帯およびインターネットバンキング休止時間帯を除き、 ご利用可能です。

毎日23:55〜翌日0:05まで
毎月第２・第４日曜日の21:00〜翌月曜日の8:00まで
12月 31日の21:00〜翌年１月４日の８:00まで

月曜日の1：00〜6：00まで

※また、上記時間以外にも、システムのバージョンアップ等のため、
サービスを休止させていただく場合がございます。

  （この場合には、事前にホームページ上に掲載いたします。）

口座照会

投資信託

購入・解約・
積立投資信託

翌営業日扱い

※当日扱いの注文取消は
　平日14：30まで

お申込取消
お申込状況照会
残高・損益照会
取引履歴照会

0:05 ～ 23:55

平日　0:05 ～ 14:30

　  平日 14:30 ～ 23:55

土日祝　0:05 ～ 23:55

0:05 ～ 23:55

0:05 ～ 23:55

0:05 ～ 23:55

0:05 ～ 23:55お預け入れ・お引き出し

0:05 ～ 23:55

0:05 ～ 23:55

0:05 ～ 23:55

0:05 ～ 23:55

8:00 ～ 21:00

0:05 ～ 23:55

）当行が契約している先で、かつペイジーマークが記載されている払込書等に限ります。

）ペイジー払込受付時間は20:30までとなっております。

(注2

(注3

※予約受付の場合、銀行営業日の7：00以降に振込実行となります。

当日
扱い

普通・貯蓄

振込指定日 受取口座 0:05 7:00 15:00 23:55

即時実行

即時実行 ×

即時実行 ×予約受付

即時実行

当座

他行宛

普通・貯蓄

当行宛

当行宛

銀行
営業日

休業日

先日付
予約

普通・貯蓄

予約受付
当座

他行宛

普通・貯蓄

当行宛

当行宛

銀行
営業日

休業日

振込サービス利用時間表
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　ご利用環境

　お取引開始の前に

事前にご準備ください。

「With You Net」でのお取引開始にあたり、次ページのご登録手
続きが必要です。

ご登録手続きは、インターネットバンキング（パソコン・スマー
トフォン）、モバイルバンキングのどちらからでもご利用いただけ
ます。

● インターネットに接続できるパソコンと電子メールアドレスが必要です。
　 ※電子メールアドレスは、お取引結果をお知らせするために必要です。
● 以下の環境でのご利用が必要です。

「四国八十八カ所支店」でのお取引にあたり、以下の環境が必要です。
①「会員番号、仮ログイン暗証のご連絡について」

②『新規口座開設申込書』および、『新規契約者用申込控』ご記入の仮暗証４桁

※以下の項目につきましては、初回ログインの操作の途中で入力が必要になります。
　初回ログインされる前にあらかじめお決めいただきますようお願いいたします。

③ 新ログイン暗証（半角英数字８～ 12 桁）
２回目以降ログイン時にご使用される暗証番号

④ 確認暗証（半角数字６桁）
お取引内容の確認時にご使用される暗証番号
よりセキュリティを高めるため、お振込み、お振替など資金移動を伴うお取
引をされる場合に、ご入力が必要となります。
※確認暗証は入力の都度、ご入力いただく桁が変わります。
※確認暗証はインターネットバンキング、モバイルバンキング共通です。

⑤ メールアドレス（半角）
お取引結果等をお知らせいたします。パソコンメールアドレスまたは、携帯
電話メールアドレスのいずれかをご登録ください。

お取引確認メールについて
　確認暗証の入力を必要とするお取引等を行われた場合、お客様が登録されたメー
ルアドレス宛に下記差出人で電子メールによりお取引通知を送信いたします。お取引
通知は、身に覚えのないお取引の確認等にも有効となりますので、メールソフトの設
定をご確認のうえ必ず受信くださいますようお願いいたします。なお、メールアドレ
スをご変更された場合はインターネットバンキングよりメールアドレスのご変更手続き
をお願いいたします。

★インターネットバンキング・モバイルバンキング共通★
お取引確認メールの差出人（送信元アドレス）

withyounet@ib-channel.net
主なメールの内容

◆ 確認暗証のご入力が必要なお取引を行われた際の確認メール
◆ 予約扱いの振込・振替が実行された際の結果メール
◆ 予約扱いの定期預金お預け入れ・お引き出しが実行された際の結果メール

★投資信託のお取引★
投資信託口座開設のお申込受付時　投資信託のお取引通知案内等
toushinuketuke88@himegin.co.jp　　  himegin-toushin@prodmail.sonar-ic.jp
主なメールの内容
◆  購入・解約・定時定額サービス（積立投資信託）等のお取引を行われた際の確認メール

※必ず受信できるよう、ご設定をお願いいたします。

会員番号（数字10桁）

仮ログイン暗証（＊＊＊＊数字4桁）

仮暗証（数字4桁）

OS ブラウザ
 Windows　7    Internet Explorer 11
 Windows　8.1 　Internet Explorer 11
 Windows　10 　Internet Explorer 11

※ 「Windows10」ブラウザのうち、「Microsoft Edge」は動作保証の対象外となります。
※ Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の
　 国における登録商標または商標です。

OS ブラウザ 動作保証
 MacOS X 10.11 以上 Safari 5.1 以上

※Mac OS・Safariは、米国 Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または
　商標です。

iPhone 端末
OS ブラウザ

 iOS 9.3.4 以上 端末標準搭載ブラウザ（Safari）

Android 端末
OS ブラウザ

 Android 4.4 以上 Android 端末標準搭載ブラウザ、Chrome35 以上

※iPhoneは、米国 Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Android は、Google Incの登録商標または商標です。
※端末により動作等に一部制約が発生する場合がございます。
※標準ブラウザ ( スマートフォンに初期搭載されているブラウザ ) 以外では、ご利用いただけ
　ない場合がございます。

ご利用には携帯電話会社ごとに、以下のいずれかのお手続きが必要です。 

NTTドコモ
NTT ドコモをご利用の場合

「i モード対応携帯電話機」のご利用、「i モード契約」

au
au をご利用の場合

「EZweb 対応携帯電話機」のご利用、「EZweb サービス」加入

ソフトバンク
ソフトバンクをご利用の場合

「Yahoo! ケータイ対応携帯電話機」のご利用

※ただし、一部ご利用いただけない機種がございますので、くわしくは当行までご確認ください。

■推奨環境

パソコン
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　ＡＴＭご利用のご案内

■ ATMによる入出金手数料

ATM 入金手数料 出金手数料 時間外
利用手数料

無料 無料
※１

無料

月間 4回まで　無料

月間5回以上 平日 8：45 ～ 18：00　108 円
それ以外　　　　　　　　216 円

無料 無料
※ 3

108 円
（入金について
は、各金融機関の
定めによります）

108 円 108 円
※ 3

216 円
（うち手数料

108 円）

108 円 108 円
※ 3

216 円
（うち手数料

108 円）

108 円 108 円
※ 3

216 円
（うち手数料

108 円）

108 円 108 円
※ 3

216 円
（うち手数料

108 円）

有料
（各金融機関の
定めによります）

ー
有料

（各金融機関の
定めによります）

ー 無料
※ 3

108 円

ー 無料
※ 3

108 円

ー 108 円
※ 3

216 円
（うち手数料

108 円）

※１(出金限度額 ) １回あたり１００万円、１日あたり２００万円
※２(出金限度額 ) １回あたり２０万円、 １日あたり２００万円
※３(出金限度額 ) 各金融機関の定めによります

４ユーネットとは 入金ネットとは
四国の第二地方銀行（愛媛銀行・香川銀
行・徳島銀行・高知銀行）による ATM
提携サービスです。下記のマークがある
ATM でご利用いただけます。

入金ネット提携金融機関とは、下記のマーク
がある金融機関です。

■お取引限度額
当行 ATM・IC 対応ローソン ATM

などによるお取引
現金によるお引き出し 振込・振替

200 万円 200 万円

他行 ATM・IC 非対応ローソン ATM
などによるお取引

現金によるお引き出し 振込・振替

50 万円 50 万円

愛媛銀行 ATM　入金

1 日あたり 限度額なし

1 回あたりの限度額
（枚数） 100 万円（100 枚）

ローソン ATM　入金

1 日あたり 限度額なし

1 回あたりの限度額
（枚数） 50 万円（59 枚）

愛媛銀行 ATM　出金

1 日あたり 200 万円

1 回あたりの限度額
（枚数） 100 万円（117 枚）

ローソン IC 対応 ATM　出金

1 日あたり 200 万円
1 回あたりの限度額

（枚数）
20 万円（28 枚）

ローソン IC 非対応 ATM　出金

1 日あたり 50 万円

1 回あたりの限度額
（枚数） 20 万円（28 枚）

他行 IC 対応・IC 非対応 ATM　出金

1 日あたり 50 万円

1 回あたりの限度額
（枚数）

各金融機関の
定めによります

※ IC 非対応のローソン ATM をご利用されるお客様は、お取引限度額を増額することにより、
変更された利用限度額範囲内でご利用が可能です。

※他行 ATM をご利用の際は、全て他行 ATM・IC 非対応ローソン ATM などによるお取引
限度額範囲内でのご利用になります。

※他行 ATM・IC 非対応ローソン ATM などによるお取引限度額を 200 万円以上に増額さ
れていても、1 日あたりのご出金限度額は上限 200 万円までとなり、1 回あたりのご出金
限度額は99万9千円になります。なお、ご利用限度額には他行ATM利用手数料も含みます。

※他の金融機関 ATM をご利用される際は、金融機関ごとにご利用限度額が設定されている
場合がございます。詳細につきましては、ご利用される金融機関までお問い合わせください。

■振込・振替手数料（ATM、インターネットバンキング・モバイルバンキング共通）
種別 ３万円未満 ３万円以上

お振込

四国八十八カ所支店内 無料 無料
愛媛銀行　本支店宛 無料 無料
その他の金融機関宛 324 円 432 円

お振替 ご本人名義の愛媛銀行口座 無料 無料
※お振込…「お振替」以外の愛媛銀行および他の金融機関へのご送金。
※お振替…事前に「With You Net 申込書」でお届けいただいた、メイン口座を含む契約
　　　　　口座（ご本人名義に限ります）間の資金移動。

※ 2
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　各種お取引

■普通預金（インターネットバンキング・モバイルバンキング共通）

四国八十八カ所支店普通預金および他店の契約口座（ご本人様名
義に限ります）について、以下のサービスをご利用いただけます。

サービスメニュー サービス内容

残高照会 ● 残高を表示いたします。 

振込・振替
● 1 日あたりの振込：最高 500 万円
　※限度額を設定されているお客様は設定額範囲内での
　　ご利用になります。
● 1 日あたりの振替：限度額無し

入出金明細照会
● 入出金明細を表示いたします。
● 12ヶ月前の１日以降の入出金明細をご照会いた

だけます。

※インターネットバンキングでは、サービスメニューで「口座照会」をクリックすると、
メイン口座の残高と過去１週間分の入出金明細を表示いたします。

■定期預金（インターネットバンキングのみ）

「四国八十八カ所支店」専用の定期預金をご利用いただけます。　
お預け入れ方法については、P.8 ～ P.10 をご覧ください。
※マル優制度はご利用いただけません。

《サービス内容・時間》
サービスメニュー 取扱日 サービス時間

明細照会 即時 0:05 〜 23:55

お預け入れ
お引き出し 即時 0:05 〜 23:55

■投資信託（インターネットバンキング）

ご利用にあたり、投資信託口座（投資信託受益権振替決済口座）
の開設が必要です。投資信託口座の開設については、当店ホームペー
ジよりお申込が可能です。

　
◆投資信託のお取引
●購入よりお客様のご希望に沿ったファンドの購入手続きが可能です。
●募集より募集中のファンドをご確認いただけます。
●解約よりお客様が保有されているファンドの解約手続きが可能です。
●申込取消よりお客様がお申込された各注文のお取消が可能です。但し、注

文処理を行う平日 14：30 までにお取消が完了しているものに限ります。

◆積立投資信託のお取引
●新規申込よりお客様のご希望に沿ったファンドのお申込手続きが可能です。
●内容変更より購入金額やボーナス月等の設定変更が可能です。
●解約より積立投資信託お取引の解約手続きが可能です。なお、積立てられ

た投資信託を解約される場合は、「投資信託－解約」より別途、解約のお
手続きが必要です。

■投資信託・積立投資信託共通項目　

《各種照会》
お取引画面より、お申込状況照会・取消、トータルリターン、お

預り状況、NISA 状況照会、取引履歴、譲渡損益の照会が可能です。
●トータルリターン一覧より、お客様の投資信託損益状況等がご確認いただ

けます。
●お預り状況一覧より、お客様の投資信託お預り残高等がご確認いただけま

す。
●お申込状況より、お客様がお申込された内容をご確認いただけます。
●取引履歴より、ご利用された期間に約定された各お取引履歴がご確認いた

だけます。
●譲渡損益より、お客様の年間を通じた譲渡損益がご確認いただけます。

《書類閲覧》
目論見書、目論見補完書面、電子報告書等が閲覧いただけます。

《お客様情報変更》
お客様の損益通知メール受取設定をご変更いただけます。

《その他》
商品（ファンド）ラインアップ、基準価額等が閲覧いただけます。

《サービス内容・時間》
サービスメニュー サービス時間

購入・解約
積立投資信託

当日扱い　平日　  0:05 〜14:30

翌営業日扱い　平日　14:30 〜 23:55
　　　　土日祝　  0:05 〜 23:55

お申込取消
お申込状況照会
残高・損益照会
取引履歴確認

　　　　　 　       0:05 〜 23:55
※当日扱いの注文取消は平日 14：30 まで
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3. 取引予定日、金額を確認のうえ、「お預け入れ商品の指定」で希望商品を
選択してください。

4. 満期時の利息の取扱方法を選択します。
利息受取…満期時にお利息を普通預金に入金し、定期預金元金のみ自動継続
元金組入…満期時にお利息を定期預金元金と足して元利金を自動継続

① 希望商品をチェック

② 利息の受取方法をチェック

③  次へをクリック

　操作方法

●「定期預金」お預け入れ

四国八十八カ所支店普通預金口座からのお預け替えができます。

1. With You Net へログイン後、「四国八十八カ所支店サービスメニュー」か
ら「お預け入れ」を選択します。

2. お預け入れいただく金額をご入力ください。

操作手順

① ここをクリック

① 金額を入力
※１口毎に入力。複数口をお預
け入れされる場合は、口数毎に
操作が必要となります。

②  次へをクリック

選択不要です。その

ままお進みください。
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●「定期預金」お引き出し

解約されたご資金は四国八十八カ所支店普通預金口座へ自動入金
されます。

1. With You Net へログイン後、「四国八十八カ所支店サービスメニュー」か
ら「明細照会・お引き出し」を選択します。

操作手順

2. 「定期預金明細」から解約する定期預金の「お引き出し方法」の「全部」
ボタンをクリックします。 

① ここをクリック

3. 解約する定期預金の内容を確認し、「次へ」ボタンをクリックします。

5. 取引予定日、金額、お預け入れ商品、満期日等をご確認いただき、取引内
容が正しければ、確認暗証番号（ランダムに指定された３桁）を入力して
実行します。

『確認暗証のご入力方法』について
お取引の際に必要となる確認暗証は、事前に数字６桁でご設定いただいてい
るものになります。６桁のうち、入力画面に毎回ランダムに指定される３桁を、

「◆・☆・◎」の順番でご入力ください。

① 確認暗証番号６桁のう
ち３桁を上の記号の順
番に合わせて入力

②  実行をクリック

② 次へをクリック

① 次へをクリック
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●お振込・お振替

サービスメニュー サービス内容

お振込

愛媛銀行本支店および他の金融機関へのお振
込がご利用いただけます。
●お振込のご利用にあたっては、当行所定の

振込手数料をいただきます。
●あらかじめ登録した振込先に振込む『登録

済振込』と、お振込の都度、振込先をご指
定いただく『都度指定振込』があります。

お振替

事前に登録いただいたご本人様名義の口座（普
通預金・貯蓄預金に限ります）間の資金移動
がご利用いただけます。
●振込手数料は不要です。
●振込・振替方法は『振替』でご利用ください。

◎振込先のご登録をおすすめします
◆定期的にご利用される振込先は、「振込先登録」をおこなうと大変便利です。

ご登録方法は「普通預金」の「◆振込先登録・変更」をご参照ください。
◆モバイルバンキングでは、メインメニューの「［２］振込・振替」の「［２］

振込先登録」からご登録可能です。
  ≪振込サービス時間≫

振込サービス利用時間については、P. ２をご覧ください。

≪振替サービス時間≫

取扱日 ご利用時間帯 予約
扱い

当行が
実行する時間

当日扱い 　　　0:05 〜 23:55 即時（ご利用時点）

予約受付 　　　0:05 〜 23:55 ◎ ご指定日の 7:00 以降

※振込資金（振込手数料を含みます）・振替資金は「当行が実行する時間」に引き落としい
たします。

※予約扱い分については、必ずお取引の結果をご確認ください。（「取引確認」をご参照く
ださい）

4. 取引内容が正しければ、確認暗証番号（ランダムに指定された３桁）を入
力して実行します。 
 

① 確認暗証番号６桁のう
ち３桁を上の記号の順
番に合わせて入力

②  実行をクリック

5. 「お取引を受付いたしました」のメッセージを確認してください。「確認」
ボタンをクリックすると、トップメニューに戻ります。

6. 「結果照会／予約取消」ボタンをクリックすると、最新の結果を照会でき
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

●「定期預金」明細照会

　お預け入れいただいている定期預金の明細をご照会いただけます。

1. With You Net へログイン後、「四国八十八カ所支店サービスメニュー」か
ら「明細照会・お引き出し」を選択します。

2.  「◎定期の選択」画面の「選択」にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

操作手順
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●インターネット投資信託　ファンドの購入

ネット投信のお取引はスマートフォンからもご利用いただけます。

1.  メニューから選択 

 

 

2. 留意事項の確認 

④ファンド選択

⑧お申込受付完了

操作手順

③ご意向入力

⑦ご購入内容確認

　②留意事項の確認

⑥ご購入の申込⑤重要事項確認

①メニュー

3. ご意向入力 
 

 

①　メニュー「投信の取引」 
　から「購入」をクリック 

      してください。

①　ご留意事項の確認後、
　 「次へ進む」をクリック

　　してください。

①　各質問事項にお答えください。
　　初回お取引時は、全てのご質問
　　に入力が必要です。2 回目以降は、
　　前回お答えいただいた内容が
　　あらかじめ入力されております
　　（金融資産等の「今回投資予定額」
      「既リスク性商品投資額」を除きます。）
       ので、変更箇所のみ入力ください。

②　 「次へ進む」をクリック
　　してください。
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4. ファンド選択 5. 重要事項確認 
【操作説明】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ご購入の申込

①　購入するファンドを選択し
　　ご希望のコースのボタン

　をクリックしてください。

②　ご確認後、チェックを
　　入れてください。

④　ご確認後、チェックを
　　入れてください。

③　「ダウンロード（PDF 形式）」
　　ボタンをクリックしてください。
　　ダウンロード後、PDF に記載
　　された重要事項の内容を
　　ご確認ください。

⑤　「次へ進む」ボタンを
  　  クリックしてください。

①　「ダウンロード（PDF 形式）」
　　ボタンをクリックしてください。
　　ダウンロード後、PDF に記載
　　された目論見書の内容を
　　ご確認ください。

購入したいファンド名または
詳細条件を選択し検索すると、
条件にあったファンドの絞り込み
ができます。

「ファンド名」をクリックすると、
指定したファンドの説明が
確認できます。

①　「購入金額」で、口座区分を
　　選択し、購入する金額を
　　入力ください。

【補足】
「購入金額」には
「10,000 円以上1 円単位」で
入力して下さい。

②　「次へ進む」ボタンを
  　  クリックしてください。
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7. ご購入内容確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. お申込受付完了 
以上でファンド購入のお申込は完了です。 
平日 0：05 ～ 14：30 に受付したご注文については、当日 14：30 以
降に、平日 14：30 ～ 23：55 および土日祝日に受付を完了した注文に
ついては、翌営業日扱いとして当該営業日の 14：30 以降に購入代金を
引き落とします。 

　　　　　　　　　　　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足】 

残高不足等により購入代金が引き落せなかった場合は、ご注文は失効しますの
でご了承ください。 

 

 

 

 

 

①　お申込内容をご確認ください。

②　「注文する」をクリック
　　してください。

①　「約定日」が到来すると、
　　ご注文いただいたファンド

　は約定され、「お預り状況
　　一覧」よりご確認いただ
　　けます。

②　「お申込状況照会・取消」をクリックすると、お申込内容を
　　ご確認いただけます。 

　またお申込処理を行う平日 14：30 までの間は、当該注文を
　　取消することができます。
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予約取消
●● 予約中のお振込・お振替（サービスメニューの「結果照会／予約取消」（モバイ
ルバンキングは「結果照会・取消」）において「予約中」の状態のもの）につい
ては、取扱日の7:00まで取消が可能です。ただし、取扱日の7:00までに取
消操作が完了しているものに限ります。
※ 当日扱いのうち、即時実行分については取消できません。

登録可能振込先
●● 50 先までご登録いただけます。
●● ご登録された振込先は、インターネットバンキング・モバイルバンキング
共通でご利用いただけます。

ニックネーム
●● ご登録いただく振込先を、自由にネーミングできます。　　　　　　 　
【ネーミング例】家賃振込、子どもへの仕送りなど（漢字もご使用いただけます）
※ ニックネームを省略された場合は、受取人名の先頭10 文字（カナ）が自動的にニッ

クネームになります。

登録済振込先の変更・消去
●● いつでも変更・消去いただけます。
●● モバイルバンキングでは、振込先は変更できませんので、一度振込先を
消去してから、再度ご登録ください。
●●「エラー」と表示されているお取引は金融機関名または支店名、受取人
名や口座番号が相違している場合がございますので、再度ご確認くださ
い。なお、金融機関名および支店名は変更できませんので、一度振込先
を消去してから、再度ご登録ください。

結果照会／予約取消（モバイルバンキングは「結果照会・取消」と表示）
●● 最大２ヶ月前からの取引結果をご確認いただけます。

※ インターネットバンキングではすべてのお取引の結果詳細がご覧いただけますが、
モバイルバンキングでは、「お振込」・「お振替」・「暗証番号変更」・「メールアドレ
ス変更」・「ATM 取引制限」・「税金・各種料金払込」のみとなります。

●● お振込、お振替の予約取消ができます。

税金・各種料金払込（インターネットバンキング・モバイルバンキング共通）
●● Pay-easy（ペイジー）マークが記載されている請求書の料金のお支払い
ができます。

≪サービス時間≫

取扱日 ご利用時間 当行が実行する時間

当日扱い 8:00 〜 21:00 即時（ご利用時点）

●各種変更
暗証番号変更（インターネットバンキング・モバイルバンキング共通）
●● インターネットバンキング・モバイルバンキングで使用する「ログイン 
暗証」・「確認暗証」をいつでも変更いただけます。

メールアドレス変更（インターネットバンキング・モバイルバンキング共通）
●● メールアドレスをいつでも変更いただけます。メールアドレスはインター
ネットバンキング・モバイルバンキング共通です。

住所変更（インターネットバンキングのみ）
●● 住所変更のお手続きができます。

ATM 取引制限（インターネットバンキング・モバイルバンキング共通）
●● 普通預金口座の ATM 取引を制限することができます。
1. 口座ロック有効化（ご指定の口座についてキャッシュカードでのご出金・

振込・預け替えを停止します）
2. 口座ロック一時解除（ロック設定した口座を、一定の時間だけロック解

除し、その間キャッシュカードでの取引を可能とします）
3. 口座ロック無効化（ロック設定した口座を、いつでも利用できる状態に

解除します）

■インターネットバンキングのマイクロソフト社製ブラウザ
「Internet Explorer 11（IE11）」のご利用について

　「Internet Explorer11（IE11）」をご利用いただく場合は、セキュリティの
観点からＩＤやパスワード等が記憶されないように、設定状況をご確認いただき、
以下の手順で対応いただきますようお願いします。

設定確認
　通常の設定ではログインＩＤやパスワード等の入力項目に対するオートコ
ンプリート無効化が有効になっていないため、ＩＤやパスワード等が自動的
にブラウザに記憶されます。

1. 「Internet Explorer11（IE11）」を起動し、メニューバーにある「ツール (T)」、
「インターネットオプション (O)」の順にクリックします。 
※メニューバーが表示されていない場合は、「Alt」キーを押してメニューバーを表示させ
ます。 

2. 「インターネットオプション」の画面が表示されますので、コンテンツタブを
クリックし、「設定 (I)」をクリックします。 

3. 「オートコンプリートの設定」の画面が表示されますので、フォームのユーザー
名およびパスワード (P) のチェックを外します。 
また、上記設定を行う前に当サービスにログインした場合は、オートコンプリー
ト履歴の削除 (D) をクリックしてください。

　ご利用時のご注意

操作手順



23
<平成29 年4 月24日現在 >


