
《 口座登録方法 》 《 ご用意いただくもの 》
●登録する口座のキャッシュカード

●登録する口座の通帳

❶店番（数字3桁）

❷口座番号（数字7桁）

※通帳を発行していない口座の場合、
　現在残高

店番

《 入力項目 》

ひめぎんアプリのご利用にあたっ
ては、口座の登録が必要です。

口座番号

❸氏名（全角カタカナ）

❹生年月日

❺キャッシュカード暗証番号（数字4桁）

❻通帳記帳最終行の口座残高下4桁
（例）

※通帳を発行していない口座の場合は
　入力時の口座残高下4桁を入力

1,234,567円
89円

-500円

→「4567」
→「0089」
→「0500」

❶

❷

❺

❻

❸

❹

年 月 日 概   要
1 03‐01‐06

20,000
82,345

03‐01‐08
10,000

100,000

62,345
52,34503‐01‐13

03‐01‐15
10,000

152,345

2
3
4
5
6

お引き出し額 お預け入れ額

普通預金
差 引 残 高

【ご利用いただける方】
愛媛銀行キャッシュカード発行済み普通預金口座をお持ちの個人のお客さま
【ご利用時間】0：05～23：55
※毎月第1・3月曜日の前日日曜日23：55～翌月曜日6：00を除く。
※1：00～5：00の時間帯はメンテナンスのため、一部照会機能が制限されます。
　入出金明細…直近2か月分のみ照会可能　運用資産照会…表示されません。
　住所・電話番号変更…受付できません。
※上記以外にもシステムメンテナンスのため、サービスが休止となる場合があります。
＜注意事項＞
※下記対象取引をご利用いただく際は、Trust Idiom（当人認証サービス）の登録が必要に
　なります。Trust Idiomとは、ひめぎんアプリと端末機に登録された当人認証情報を紐づける
　当人認証サービスです。
　なお、Trust Idiomの登録は完了まで数日かかる場合がございます。（最大5営業日程度）
　【対象取引】振込、定期預金取引（預入・解約）、住所・電話番号変更申込、キャッシュカード
　　　　　　利用限度額変更
※貯蓄預金、定期性預金（定期預金、積立定期預金、定期積金、財産形成預金）、運用資産（投資
　信託残高、外貨預金残高）、ローン（各種個人ローン、住宅ローン）の照会は、メイン口座
　お取引店でのお取引が対象になります。
※メイン口座および追加口座の登録は、キャッシュカード発行済の普通預金口座が対象と
　なります。
※個人事業主の方で普通預金に事業性ローン（ビジネスサポートカードローン等）をセット
　されている場合はメイン口座として登録できません。
※口座の登録時にキャッシュカード暗証番号等本人確認情報を一定回数誤入力された
　場合にはロックがかかります。
※入出金明細の表示件数は、1か月最大100件です。101件以上の明細がある場合は、
　最新の100件のみ表示します。

10ポイント進呈！
ひめぎんアプリ登録で
ステージポイント

詳しくは、愛媛銀行のお取引窓口へお問い合わせください。

（2022年6月13日現在）

ひめぎんポイント倶楽部
お得なサービスが受けられる！

アプリを使うとおトクなサービス！

https://www.himegin.co.jp/

サービス内容に関するお問い合わせは、ホームページ又はフリーダイヤル
（　 0120‐22‐0576 月～金（祝日除く）9：00～17：00）へ

「ひめぎんポイント倶楽部」とは、愛媛銀行と取引するごとに特典がアップ
するお得なサービスです。次の2種類のポイントをご提供します。

入会金
年会費
無料

毎日の暮らしをアップデート

今すぐ！ダウンロード
ひめぎんアプリ 検索

毎月25日基準のお取引
状況に応じて月のステー
ジポイントが確定します。
ステージにより、当 行
ATM時間外手数料無料等
の特典が受けられます。

3か月ごとにクーポン掲載店舗が変更になります。
クーポンは数に限りがございます。

ひめぎんアプリ内特設のページより愛媛県内
人気店のクーポンがご利用いただけます。

アプリ登録口座から1,000円以上のキャッシュレス決済のチャージ
1回につき5円を還元いたします。
※還元は1日25円、1か月500円を上限とする。

ひめぎんアプリ利用者限定

グルメクーポン
キャンペーン実施中

現金還元サービス

・PayPay ・メルペイ ・d払い ・J-CoinPay ・pring《対象サービス》

キャッシュレス決済チャージで

ひめぎん×

ひめぎんアプリで、ステージポイントおよびギフトポイント数の確認ができます。
「ひめぎんポイント倶楽部」のお申込みもひめぎんアプリから。

愛媛銀行の各種サービスがアプリから！
ご利用がますます便利に！

セキュリティ強化でより安心して使えるようになりました。
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メイン口座残高

折りたたむ

通帳レス口座
切替申込

かんたん送金

公営競技
スポーツくじ

振込振替

引き落とし
予定照会

かんたん
「家計簿」

インターネット
バンキング

ローンサイト

FAQ

定期預金
預入・解約

アプリ
カードローン

ローン
残高照会

住所変更
電話番号変更

愛媛銀行
ホームページ

クレジット
デビットカード

残高照会
入出金明細

非表示

ギフトポイント
対象のお取引があれば、毎月自動的にギフ
トポイントがたまります。たまったギフトポ
イントは、ひめぎんアプリからgifteeBox
に交換できます。

NEW

※都合により商品が変更になる可能性がござい
　ます。
※本パンフレットを店頭でご提示いただいても、
　商品はご利用いただけません。



残高照会・入出金明細

各種預金・カードローンの残高や入出金明
細（直近5年分）がリアルタイムで確認でき
ます。メイン口座お取引店に複数の口座を
お持ちの場合、自動で表示されます。

〈カードローン増額申込〉

〈定期預金照会〉

〈カードローン照会〉

〈積立定期預金一部引出し〉
積立定期預金から、指定の金額を自動振替
口座へ振り替えます。（限度額：30万円/日）

愛媛銀行と取引するごとにたまるポイントを
当行所定の商品・サービスと交換できます。

ひめぎんアプリ利用者限定の
おトクな定期預金へアプリから
かんたんに預入いただけます。

メイン口座から公営競技（競馬・
ボートレース）の投票、スポーツ
くじの購入ができます。

〈運用資産照会〉

〈定期預金解約〉

〈定期預金預入〉

投資信託残高およびファンドの
詳細、外貨預金残高（普通預金・
定期預金）が確認できます。
※前営業日の残高が表示されます。
　（休日の場合、投資信託は2営業日前）※お客さまの積立状況により、一部引出しできない

　場合があります。

※ひめぎんポイント倶楽部の登録が必要です。

ローン残高照会

定期預金
預入・解約

各種個人ローンや住宅ローン
の残高および返済予定（6か月
分）が確認できます。

対象のお客さまにおいて、カードローンの
増額申込が可能です。

定期預金の照会ができます。

公営競技
スポーツくじ

引き落とし予定照会

ひめぎんアプリに登録の口座間
での振替ができます。カード
ローンのお借入・ご返済もこちら
から。（限度額：30万円/日）

《銀行代理業の概要》
所属銀行：住信SBIネット銀行株式会社／銀
行代理業者：株式会社愛媛銀行　取扱業
務：円普通預金の受入れを内容とする契約
締結の媒介（勧誘及び受付）並びに為替取
引を内容とする契約締結の媒介（勧誘）

※「ひめぎんNEOBANKサービス」の
　お申込みおよび各種サービスごと
　の利用登録が必要です。

振込
ひめぎんアプリにご登録の普
通預金・貯蓄預金口座から、当
行本支店および他行の口座宛
に指定した金額を振り込むこと
ができます。（限度額：50万円/
日、振込手数料を含みます）

〈入出金通知設定〉
普通預金、貯蓄預金、カードローン
口座に指定金額以上の入出金取引
があった場合、プッシュ通知でお知
らせします。

照会時点で予定されてい
る登録口座の引き落とし
明細が確認できます。

キャッシュカード
利用限度額変更

キャッシュカードの1日あたり
のご利用限度額について、口
座ごとに増額（引き上げ）や減
額（引き下げ）ができます。
（上限額：ICカード200万円、
MSカード50万円）

〈ATM出金ロック設定〉
口座ごとにキャッシュカードのATM
取引（出金）を制限することができます。

メイン口座と同じ名義の他店
口座を追加できます。

各種優遇の対象口座の場合、
コンビニATM手数料無料
回数が確認できます。

直近5年分までの明
細が確認できます。

通帳表示・メモ入力
もできます。

カードローンのご利用
可能額や返済予定を
確認できます。

住宅ローン
一部繰上返済申込

対象の住宅ローンについて一部
繰上返済申込ができます。
※一部繰上返済申込額は100万円以
　上（1万円単位）となります。また、
　一部繰上返済日は毎月の約定返済
　日となります。
※一部繰上返済申込の予約は、次回ご
　返済日の10日前まで申込可能です。

※四国八十八カ所支店の口座をメイン
　口座として登録している場合は、ご
　利用いただけません。
※本機能のご利用には、Trust Idiom
　（当人認証サービス）の登録が必要
　です。

※本機能のご利用には、Trust Idiom
　（当人認証サービス）の登録が必要
　です。

※本機能のご利用には、Trust Idiom
　（当人認証サービス）の登録が必要
　です。

ひめぎんアプリにて作成した
定期預金のみアプリから解約
できます。

NEWNEW

NEW

アプリカードローン
24時間365日アプリでど
こでもお借入・ご返済が可
能！お申込みはこちらから。

通帳レス口座
切替申込
ひめぎん通帳レス口座（通
帳を発行しない普通預金
口座）へ切替ができます。

インターネット
バンキング
ワンタイムパスワードアプ
リから各種銀行取引や
サービスがご利用いただ
けます。

住所変更・
電話番号変更
メイン口座お取引店のご
住所およびお客さま情報
を変更します。

かんたん「家計簿」
（一生通帳 by Moneytree）
銀行・クレジットカード・電
子マネーやポイントの残高
や明細を一元管理。

ローンサイト
申込みから借入までWEB
で完結！カードローン、フ
リーローン、マイカーローン
等のお申込みはこちらから。

JCBクレジット・
デビットカード

（Money Tap）
かんたん送金

FAQ

Money Tap対応金融機関
の口座に無料で送金でき
ます。

よくあるご質問と回答をご
確認いただけます。

愛媛銀行
ホームページ
愛媛銀行ホームページへ
リンクします。

※Money Tapの利用には「Mo
   ney Tapアプリ」が必要です。

振替

〈ギフトポイント交換〉

キャッシュカードとクレ
ジットカードが1枚になっ
た［asita］、即時決済の
「ひめぎんJCBデビット」
の申込みがWEBで完結！


