
お近くの＜だいとう＞の窓口またはフリーダイヤル
0120-018-616
（平日9：00～17：00）
携帯・PHSからもご利用いただけます。
（12月31日～1月3日、および土・日・祝日は休業とさせていただきます。）

○投資信託は預金ではなく預金保険の対象ではありません。
○投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の対象ではありません。
○当行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
○�投資信託は、株式や債券などの値動きのある証券等（外貨建資産は為替リスクも含みま
す）に投資しますので、基準価額は市場環境等によって変動いたします。したがって、元本
及び分配金が保証される商品ではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。

○投資信託に係る費用について（当行取扱商品）
　・申込時に直接ご負担いただく費用：お申込手数料　
　お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大3.24％（税込み）
　・投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用：信託報酬
　純資産総額に対して最大年率2.042％（税込み）
　・換金時に直接ご負担いただく費用：信託財産留保額
　約定日の基準価額の最大0.5％
　・�その他費用：上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があり
ます。

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率
を記載しております。投資信託に係る費用およびリスクは、それぞれの投資信託により異
なりますので、「投資信託説明書（目論見書）」「目論見書補完書面」でご確認ください。

○�投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託の購入者（お客さま）へ帰属します。
○�投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行い、信託財産は信託銀行等で分別保管さ
れます。

○�当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みに当たって
は、大東銀行各店窓口または「インターネット投資信託取引サービス」において、「投資信
託説明書（目論見書）」「目論見書補完書面」を取得いただき、内容をご確認のうえご自身
でご判断ください。

○�投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
りません。

以下のアドレスからご参照ください。
https://www.daitobank.co.jp/personal/ibank/guide2.html
（こちらから本書も拡大してご覧いただけます）

お近くの＜だいとう＞の窓口またはフリーダイヤル
0120-182-560
（平日9：00～17：00）
携帯・PHSからもご利用いただけます。
（12月31日～1月3日、および土・日・祝日は休業とさせていただきます。）

商号等：株式会社大東銀行　　登録金融機関　東北財務局長（登金）第17号
加入協会：日本証券業協会

ホームページアドレス
https://www.daitobank.co.jp/

投資信託のご注意事項 個人のお客さま向け操作ガイドについて

インターネットバンキングに関するお問合せ先

投資信託商品についてのお問合せ先

ログインID、ログインパスワード、ワンタイムパスワード（乱数表）、確認パスワードおよび
合言葉は、通帳や印鑑と同様に大切なものですので、ご自身で厳重に管理し他人に内容
を知られないよう、ご注意ください。

●�万一、パスワード等を他人に知られた場合は、〈だいとう〉インターネットバンキング
サービスセンターまでお申し出ください。
●�パスワード等を一定回数連続してお間違えになりますと、サービスがご利用できなくな
りますので、ご注意ください。
●�パスワード等をお忘れになった場合、当行からお教えすることはできません。当行所定
のお手続きを行っていただく必要がございます。
●�当行から、お取引に関係なく、電話やEメール等でパスワード等を、お客さまにおたずね
することは一切ありません。

当行は金融商品の販売等にあたり、以下の方針に沿って適切な勧誘を行います。
1.�私どもは、法令・諸規則を遵守し、お客さまの立場に立って適正な勧誘を行います。
2.�私どもは、お客さまの知識、経験、財産の状況、投資目的に照らし、適切な情報の提供
と商品説明を行います。
3.�私どもは、適正な勧誘・販売を確保するため知識の研鑽に努めます。
4.�商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によりお決めいただきます。この際、重要
事項について説明いたしますので、ご確認願います。
5.�私どもは、誠実・公正な勧誘・販売に徹し、断定的判断の提供、事実ではない情報の提
供、誤解を招くおそれのある説明、迷惑な勧誘は一切行いません。
6.�私どもは、お客さまのご迷惑になる時間帯（早朝、深夜、休日）には、金融商品の勧誘
は行いません。なお、事前にお客さまのご了承をいただいている場合を除きます。
7.�金融商品の勧誘・販売に関するお客さまからの苦情・お問い合わせに対応する相談窓
口を各支店および本店に設置いたしておりますので、ご不明な点がございましたら、ご遠
慮なくお申しつけください。

●�印章、氏名、住所、その他お届け事項に変更がある場合には、当行所定の用紙によりお
取引店へお届け出ください。なお、住所変更（ご融資等がある場合は除く）については、
本サービスのインターネットバンキングにより受付または手続を行なうことができま
す。

●�ご利用明細など当行からの郵便物が、郵便不着などでお届けできない場合は、本サービ
スのご利用を一時停止（または、解約）させていただく場合がございます。

パスワード等の管理

勧誘方針

その他

※ご注意
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お取引 内　容

投資信託の購入 当行で取り扱いしている投資信託の購入ができます。
※1回当たりの限度額は1億円です。

投資信託の解約 お客さまが保有されている投資信託の解約ができます。
※1日当たりの解約限度額はありません。

定時定額購入サービス
（積立投信）申込等

毎月1,000円から積立投資信託を始めることができます。サービスの申込
み、変更（登録条件の変更）、解約（自動引落しの中止）ができます。

各種照会 お預り状況、損益状況等について照会できます。

NISA状況照会 NISA口座開設状況、NISA利用状況、NISA取得年別残高明細について
照会できます。

取引履歴照会 過去の取引履歴について照会できます。

損益通知メール設定
保有しているファンドについて通知の基準となる「トータルリターン（総合
損益）」における運用利回りの設定が可能です。設定した基準値に達する
とメールでお知らせします。

目論見書等閲覧 交付目論見書·請求目論見書·目論見書補完書面が閲覧できます。

電子交付サービス

以下の各種報告書を郵送交付に代えてインターネット投資信託画面の「電
子交付」→「各種報告書」から閲覧できます。
・取引報告書　・再投資報告書（分配金）　・分配金報告書　
・償還金報告書　・取引残高報告書　・運用報告書

残りか預お、込申種各るかかに引取おの託信資投立積、込申の約解、入購の託信資投 ●
高、取引履歴の照会、電子交付サービスなどをパソコンやスマートフォンでかんたんに
ご利用いただけます。

み込申の」グンキンバトッネータンイ＞うといだ＜「めじからあ、はに用利のスビーサ本 ●
と「証券総合取引口座」の開設が必要です。申込みは、原則として20歳以上の個人の
お客さまに限らせていただきます。

ンイグロにグンキンバトッネータンイ＞うといだ＜らかジーペムーホの行当、はまさ客お ●
し、「投資信託ページ」からお取り引きいただきます。

引割％03てべ比に入購ので口窓が料数手込申お、合場の入購託信資投のスビーサ本 ●
（一部の商品では無料）になります。なお、＜だいとう＞定時定額購入サービス（積立
投信）における買付は30％割引の対象外となります。

間時るけだたい用利ご ●
ご利用時間 申込日

平日 0：00～24：00 入力時間 0：00～14：00 当日が申込日となります。
14：00～24：00 翌営業日が申込日となります。

土·日·祝日 0：00～24：00 翌営業日が申込日となります。
※注文の取消はお申込日14：00までにご入力ください。

曜月翌～00：32日曜日3第・2第月毎び及00：6～00：1日曜月週毎、めたのスンナテンメムテスシ ※
日7：00はご利用いただけません。

びよおドーワスパ認確、）表数乱（ドーワスパムイタンワ、ドーワスパンイグロ、DIンイグロ ●
合言葉はお客さまがご本人であることを確認する為の重要な情報です。これらは、第三者
に知られることのないよう、また、お忘れにならないようにご注意願います。

だくめやお、は用利ごるよにンコソパるす用使が方の数多定特不の等ェフカトッネータンイ ●
さい。ご自宅等でお客さまの情報が漏洩する恐れのない安全な環境でご利用願います。

報情の新最。すまいざごが合場るなに更変が等定規用利、境環奨推用利ご、容内スビーサ ●
につきましては、随時ホームページへ掲載いたしますのでご確認願います。

）号番証暗やドーワスパ（報情ンイグロトッネータンイ、りよにアエウイパスやルーメな審不 ●
が不正に取得されたことによる振込被害が全国複数の金融機関で発生していますので、ご
注意願います。当行では無料でセキュリティソフトをご提供しております。詳しくは当行
ホームページをご覧いただくか、〈だいとう〉インターネットバンキングサービスセンターま
でお問い合わせ願います。

たい定指ごをンイメドルーメ子電の記下ず必、はまさ客おの用利ごを能機止防ルーメ惑迷 ●
だき、受信可能な状態に設定してください。

電子メールドメイン： @ib.finemax.net
 @daitobk.com

留意事項

サービス内容・ご利用時間

●ログインID
用利ごグンキンバトッネータンイ〉うといだ〈るす送郵ご。すで号番るす識認をまさ客お 　

カードに記載しております。
●ログインパスワード
　お客さまの本人認証を行なうパスワードです。ログイン時に使用します。
●ワンタイムパスワード（乱数表）

用利ごグンキンバトッネータンイ〉うといだ〈。すでドーワスパうな行を証認人本のまさ客お 　
カードに記載してあります。振込・振替等取引時に使用します。

●確認パスワード
　振込・振替等各種取引やお客さま情報の変更時に使用します。
●合言葉

スやンコソパたしを録登に前事てしと」ンォフトーマスやンコソパう使もつい「がまさ客お 　
マートフォン以外から、インターネットバンキングへログインする際に必要となる追加認証
です。合言葉はお客さまがあらかじめ選択した質問文とその質問に対する回答をセットで
登録し、合言葉認証が必要な場面では、登録した質問文のうちひとつが表示され、その質
問の回答を入力することでログインが完了します。

ごグンキンバトッネータンイ〉うといだ〈（ドーワスパムイタンワ、DIンイグロのスビーサ本 ※
利用カード）、ログインパスワード・確認パスワードおよび合言葉は、非常に大切なもので
すので、お客さまご自身で厳重に管理し、他人に教えたり知られないように十分ご注意願
います。万が一に備え、ログインパスワード、確認パスワードおよび合言葉は、定期的な変
更をお勧めします。

ログインID、各種パスワード、合言葉について

ご準備いただくもの
キンバトッネータンイ〉うといだ〈「たしまきだたいてせさ送郵ごにまさ客お、りよ行銀東大 .1

ングご利用カード」
2.ログイン作業に入る前に、SaAT  Netizenのインストール

こはルートスンイ・細詳（クッロブをスルイウや金送正不「らかジーペムーホの行銀東大 ※　
ちら）」をクリックし、手順に従いインストールを行ってください。

ドーボーキアェウトフソはていつに力入のドーワスパ認確、ドーワスパンイグロ、DIンイグロ .3
を使用してください。

。すまりおてっ行を信通化号暗るなと術技新最のでトッネータンイ、めたの護保報情人個 ●
勧おを更変な的期定。すで能可更変りよにまさ客おはドーワスパ認確、ドーワスパンイグロ ●

めします。
上スビーサ本がまさ客お。すまりおてっなと円万005りたあ人1まさ客お日1は額度限込振 ●

で限度額を引下げすることもできます。

事前準備

セキュリティについて

サービスのご案内

振替·振替予約 24時間 24時間 ◯ ◯ ◯
31日先まで予約できます。

行銀は金入のへ座口金預座当 ※
　営業日9時～15時。

予約取消 24時間 24時間 ◯ ◯ ◯ 取消は、振込指定日の前日までと
なります。

振込先口座
登録·削除 24時間 24時間 ◯ ◯ ◯ 振込先口座の登録·削除ができま

す。

振込·振替
パターン

削除／名称変更
24時間 24時間 ◯ ◯ ◯

振込·振替パターン→毎月決まった
振込など（例えば、学費·生活費
等）を登録することにより取引が
簡単になります。

定期預金

定期預金預入 24時間 24時間 ◯ ◯ ◯

ご契約いただいております利用口
座（総合口座定期預金、通帳式定
期預金）に、定期預金（元金継続、
元利金継続）を作成できます。

定期預金
明細照会 24時間 24時間 ◯ ◯ ◯ 利用口座にご登録された定期預金

口座についての照会、ご解約がで
きます。定期預金解約 24時間 24時間 ◯ ー ー

積立定期預金
預入 24時間 24時間 ◯ ー ー

指定口座から指定金額を引落のう
え、積立定期預金の預入を行うこ
とができます。

投資信託
投資信託の
お取引 24時間 24時間 ◯ ◯ ー 投資信託の購入·解約、積立投信の

申込、各種照会がご利用できます。
決済サービス

税金·各種料金
の払込

（ペイジー）

0：15～
23：45
の規新 ※

　取引開始は
　23：35
　まで

0：15～
23：45
の規新 ※

　取引開始は
　23：35
　まで

◯ ◯ ◯

「Pay-easy（ペイジー）」マーク入
りの納入通知書·請求書などより通
知された税金や各種料金を振込み
できます。

。んせまきでは消取の後み込払 ※
のんせましたい行発は」書収領「 ※

でご了承ください。
ま00：9日2月1～54：02日1月1 ※

ではご利用できません。
でま00：6～51：0の日曜日３第 ※

はご利用できません。
手　続

住所変更届 24時間 24時間 ◯ ー ー
融資、マル優等のお取引があるお
客さまはお取扱いできません。お
取引店までご連絡願います。

お客さま情報の
変更 24時間 24時間 ◯ ◯ ◯ お客さま情報の変更は、即日反映

します。
公共料金口座
振替申込 24時間 24時間 ◯ ー ー NHK、東北電力、NTT東日本の口

座振替の申込を受付します。
※毎月第２・第３日曜日23：00～翌7：00はご利用できません。

00：12日前の）日の育体、日の老敬、日の海、日の人成（日祝の次 ※ ～翌7：00は定例メンテナンスの
為、サービスが休止となります。
※振替・振替予約は、代表口座、利用口座間のみとなります。
※システムメンテナンスおよび臨時休業等につきましては、当行ホームページにて、随時ご案内いたします。

サービス名
ご利用可能時間 パソ

コン
スマート
フォン

携帯
電話 サービス内容機能

平日 土日祝日

照　会

残高照会 24時間 24時間 ◯ ◯ ◯ 当日残高、支払可能残高、前日残高
前月末残高の照会ができます。

入出金明細照会 24時間 24時間 ◯ ◯ ◯ 過去15ヵ月分照会できます。

取引結果照会 24時間 24時間 ◯ ◯ ◯ 過去93日分照会できます。

操作履歴照会 24時間 24時間 ◯ ◯ ◯ 過去31日分照会できます。

振込·振替

振込·振込予約 24時間 24時間 ◯ ◯ ◯

31営業日先まで予約できます。
即時は事前登録のみとなります。
※当行本支店宛の振込は24時間、
　他行宛の振込は0:05～23:50
　(日曜日・月曜日は0:20～23:50)
　までとなります。

◆基本手数料…無料
◆振込手数料（消費税別）

◆契約口座（本人名義の口座に限ります。）
　代表口座…普通預金（総合口座を含みます。）
　利用口座…普通預金（総合口座及びカードローンを含みます。）

貯蓄預金、総合口座定期預金、通帳式定期預金、積立定期預金
◆利用限度額（1日あたり）
　振替………限度額はございません。
　振込………500万円
　※振込限度額は、0円から500万円の間で、お客さまが変更できます。

〈だいとう〉インターネット投資信託について
※当行に投資信託証券口座をお持ちで、パソコン・スマートフォンご利用のお客さま

手数料、契約口座、利用限度額

サービス内容

ご利用いただける取引内容

当行同一店宛 当行本支店宛 他行宛

無料 100円 400円

。すまきだたいてせさしと落き引にもとと金資込振、りよ座口落引金資込振 ※

（2020.6.1現在）


