
個人インターネットバンキング　操作ガイド
●はじめてご利用のお客さま（初回ログイン）
お取引の開始

1：大東銀行ホームページへアクセス
大東銀行ホームページにアクセスし、トップページから　「個人インターネットバンキング　ログイン」　をクリックしてください。

https://www.daitobank.co.jp/

2:個人インターネットバンキングログインの画面が表示されます。
「ログイン」　をクリックしてください。

3:インターネットバンキングを安全にご利用いただくために

セキュリティ対策ソフト 「SaAT Netizen（サートネチズン） 」 を

無料でご提供しております。

「SaAT Netizenのインストールはこちら」をクリックし

インストールを行ってください。

すでに他の金融機関等で「SaAT Netizen」をインストールされた

お客さまは新たにインストールすることなく当行でもご利用いただけます。

この場合は「ログイン」 ボタンをクリックし、手順 「6:初回ログイン」 へ

お進みください。

※お使いのパソコン環境によっては、正常に動作しない場合が

　　ございます。 あらかじめご了承ください。

※「SaAT Netizen」は他社セキュリティ製品と一緒にご利用いただく

　　ことが可能です。

4:「SaAT Netizen」のインストール

「SaAT Netizenのインストール」をクリックし手順に沿ってインストールを

行ってください。

ダウンロードからインストールまでの手順は、動画でも確認することが

できます。

※ご利用のパソコン・インターネット環境により、インストール完了後

　に再起動が必要となる場合があります。

※初回のみSaAT Netizenの起動に時間がかかる場合があります。

5:「SaAT Netizen」インストール後のログイン
手順「3:インターネットバンキングを安全にご利用いただくために」の画面から「ログイン」をクリックしてください。

大東銀行ホームページURL
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6:初回ログイン

※すでに携帯電話、スマートフォンにてご利用のお客さまは
　　「２回目以降ご利用のお客さま」（P4）にお進みください。

7:合言葉の登録

　　　　　

「合言葉」の登録画面が表示されますので、画面の案内に
したがって「合言葉」と「利用端末」の登録を行ってください。

「〈だいとう〉インターネットバンキングご利用カード」 に記載の

※合言葉はログインパスワード等、他の認証情報と同様にご本人を確認するための重要な情報です。
管理につきましては、厳重なお取り扱いをお願いいたします。

「ログインID」 と、当行からお送りした「仮ログインパスワード」 を
入力し  「ログイン」 をクリックしてください。
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8:ログインパスワード、確認パスワード、Eメールアドレスの設定

当行から送信された「仮ログインパスワード　」（半角数字8桁）を
入力してください。

当行から送信された「仮確認パスワード」（半角数字6桁）　を

確認のため「Eメールアドレス」　（上記7と同じ） を再入力してください。

上記（　　  ～　　 ）を確認後「この内容で登録」をクリックして

ください。

※ 迷惑メール防止機能をご利用のお客様は、必ず下記の

電子メールドメインをご指定いただき、受信可能な状態に

9:トップページが表示されます。 設定してください。

電子メールドメイン : @ib.finemax.net

  @daitobk.com

キャンペーン情報配信の可否を選択してください。

入力してください。

入力してください。

「Eメールアドレス」　を入力してください。

新しい「ログインパスワード」（4～12桁の半角英数字混在）　を
入力してください。

確認のため、新しい「ログインパスワード」（上記2と同じ）を

新しい「確認パスワード」（4～12桁の半角英数字混在）を

確認のため、新しい「確認パスワード」　（上記5と同じ） を

再入力してください。

再入力してください。
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●２回目以降ご利用のお客さま

ログイン

1:ログイン

「ログインID」と「ログインパスワード」を入力し
「ログイン」をクリックしてください。
※ログインIDは「〈だいとう〉インターネットバンキングご利用カード」
に記載しております。

2:合言葉の入力（※合言葉の入力を求められた場合）

合言葉認証で登録した質問の答えと、利用端末の登録
を入力し、「次へ」をクリックしてください。

2:トップページが表示されます。
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利用停止登録　（※緊急時以外は行わないでください）
1:利用停止登録

インターネットバンキングを緊急に停止する場合は、画面右上にある

利用停止登録の「こちら。」 をクリックしてください。

2:注意事項

画面に表示されている　【利用停止登録に関するご説明】　　

　【利用停止登録を行う前に】　を必ず確認し　　「同意して次へ」　を

クリックしてください。

3:ログインIDまたは代表口座の入力

ログインIDまたは代表口座を選択し必要な情報を入力後、

「ログインパスワード」 を入力し　「入力内容を確認」　を

クリックしてください。

4:確認

表示された内容を確認後、「確認パスワード」を入力してください。

インターネットバンキングを利用停止してよろしければ

「利用停止を実行」をクリックしてください。

5:完了

利用停止登録の完了画面が表示されます。

確認後、「閉じる」をクリックしてください。
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ログアウト

1:ログアウト
インターネットバンキングのご利用を終了するときは、画面右上に表示されている「ログアウト」をクリックしてください。

2:確認
ご利用を終了してよろしければ「ログアウト実行」をクリックしてください。

3:完了
インターネットバンキングのご利用が終了となります。
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●照会

口座一覧

1:メニューの選択

画面上部メニューの「照会」から「口座一覧」をクリックして
ください。

2:口座一覧

普通預金口座、定期預金口座が表示されます。

残高・入出金明細照会

1:メニューの選択

画面上部メニューの「照会」から「残高・入出金明細照会」を
クリックしてください。
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2:照会口座情報の表示

●照会口座情報
　照会中の口座情報が表示されます。
●入出金明細
　照会口座の入出金明細が表示されます。
●表示条件
　照会口座を変更する場合は、照会したい口座を選択し、照会範囲（最大15ヶ月分）を指定のうえ「検索」を
　クリックしてください。
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取引結果照会

1:メニューの選択
画面上部メニューの「照会」から「取引結果照会」をクリックしてください。

2:取引結果情報の表示
●取引結果情報

お客さまのお取引内容の取引結果明細が表示されます。
●検索条件

当日分以外の照会は、照会区分を選択し照会範囲（最大93日分）を指定し「検索」をクリックしてください。
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操作履歴照会

1:メニューの選択

画面上部メニューの「照会」から「操作履歴照会」をクリックして
ください。

2:操作履歴の表示

過去1ヶ月間のインターネットバンキング操作履歴が表示
されます。
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●振込・振替

振込
1:メニューの選択

画面上部メニューの「振込・振替」から「新規に振込」をクリックして

ください。

2:振込取引内容の入力

支払口座を選択してください。

振込金額を入力してください。

（振込手数料が受取人負担の場合は☑してください。）

振込指定日を選択してください。

※振込指定日は、プルダウン ( ∨ ) から選択してください。

※振込指定日は、３１営業日先まで予約可能です。

振込先口座の「新しく入力」をクリックしてください。

※振込依頼人名は、ご契約者名となります。

　振込依頼人名を変更する場合は、支払名義人欄に、ご希望の

　振込依頼人名を入力してください。

※振込予約の場合、振込資金は振込指定日に引落しさせていただき

　ますので、振込指定日の前日までに振込資金を支払口座にご入金

　ください。

3:振込先金融機関の選択

金融機関を探す欄の、金融機関種類をプルダウン（∨）から選択して

ください。

頭文字欄で金融機関の先頭1文字目のボタンを押してください。

金融機関名検索結果が表示されたら、金融機関名を選択して

 ください。

上記 （      ～      ）を確認後、 「次へ」 をクリックしてください。
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4:振込先支店の検索

「支店を探す」の頭文字欄で店舗名の先頭1文字目のボタンを

押してください。

支店名検索結果に表示された支店名の中から、該当する支店名を

選択してください。

上記（       ～      ）を確認後、「次へ」をクリックしてください。

5:振込先口座情報の入力

振込先口座情報 （科目・口座番号） を入力し 「次へ」 をクリック

してください。

※科目名はプルダウン (∨) から選択 

　（普通・当座・貯蓄預金） してください。

※口座番号は、半角数字で入力してください。

6:お取引内容の確認

振込取引内容を確認後、   「振込内容を確認」 をクリックしてください。
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7:振込の実行
「確認パスワード」とご利用カードの「ワンタイムパスワード」を入力し「この内容で振込」をクリックしてください。

※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)まで即時振込が
　可能です。
※当行本支店当座預金宛ての即時振込は平日9:00～15:00です。（他行宛ての当座預金はその金融機関によります。）
※口座確認のみで振込を行わない取引を一定回数連続で行った場合、口座確認機能がご利用いただけなくなりますので
　　ご注意ください。

 

8:振込の完了

振込の完了画面が表示されます。お取引内容を確認してください。



振替
1:メニューの選択

画面上部メニューの「振込・振替」から振替欄の「新規に振替」を

選択しクリックしてください。

2:振替取引内容の入力

支払口座を選択してください。

振替金額を入力してください。

振替指定日を選択してください。

※振替指定日は、プルダウン （ ∨ ） から選択してください。

※振替指定日は、31日先まで予約可能です。

振替先口座を選択してください。

上記（　　～　　）を確認後、「振替内容を確認」をクリックしてください。

※振替予約の場合、振替資金は振替指定日に引落しさせていただき

  ます。

 振替指定日の前日までに振替資金を支払口座にご入金ください。

3:振替の実行

取引内容を確認後、「確認パスワード」とご利用カードの「ワンタイム

パスワード」を入力し「この内容で振替」をクリックしてください。

4:振替の完了

振替の完了画面が表示されます。お取引内容を確認してください。
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振込・振替予約取消
1:メニューの選択

画面上部メニューの「振込・振替」から振込の「予約取消」
または振替の「予約取消」を選択しクリックしてください。

2:取消する取引の選択

取消をする振込取引または振替取引を選択し
「取消内容の選択」をクリックしてください。

3:予約取消の実行

取消する取引を確認後、「確認パスワード」を入力し
「この取引を取消」をクリックしてください。

4:予約取消の完了
振込または振替の取消完了画面が表示されます。お取引内容を確認してください。
※取消は、振込・振替指定日の前日までになります。
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●定期預金

定期お預け入れ
1:メニューの選択

画面上部メニューの「定期預金」から「定期お預け入れ」を選択し

クリックしてください。

2:定期お預け入れ取引内容の入力

「支払口座」を選択してください。

「定期預金種類」をプルダウン（ ∨ ）で選択後

 「定期預金種類」の下にある「選択」をクリックしてください。

「定期お預け入れ口座」を選択してください。

「定期お預け入れ金額」を入力してください。

「定期預入期間」をプルダウン　（ ∨ ）　から選択してください。

「満期時の取扱い」をプルダウン（ ∨ ）から選択してください。

上記（       ～        ）を確認後、「預入内容を確認」を

クリックしてください。

  

  

  

  

  

  

  
  
1 
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3:定期お預け入れの実行

取引内容を確認後、「確認パスワード」を入力し
「この内容で預入」をクリックしてください。

4:定期お預け入れの完了

定期お預け入れの完了画面が表示されます。
お取引内容を確認してください。
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定期明細照会
1:メニューの選択

画面上部メニューの「定期預金」から「定期明細照会」をクリックしてください。

2:照会口座情報を表示
●照会口座情報
照会中の口座情報が表示されます。
●定期預金明細
照会口座の定期預金明細が表示されます。
●表示条件
照会口座を変更する場合は、照会したい口座を選択し「検索」をクリックしてください。
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定期解約（満期解約予約）
1:メニューの選択

画面上部メニューの「定期預金」から「定期解約（満期解約予約）」を

クリックしてください。

2:注意事項の確認

注意事項の【定期解約（満期解約予約）について】の内容を必ず確認し

「同意して次へ」を  クリックしてください。

3:定期預金口座の選択

解約する定期明細を持つ口座を選択し「次へ」をクリックしてください。

4:解約予約内容の入力

解約する明細を選択し「満期解約内容を確認」をクリックしてください。
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5:定期解約の実行

定期預金口座・解約明細を確認後、「確認パスワード」と
ご利用カードの「ワンタイムパスワード」を入力し
「この内容で満期解約」をクリックしてください。

6:定期解約の完了

定期解約の完了画面が表示されます。
お取引内容を確認してください。
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積立定期お預け入れ
1:メニューの選択

画面上部メニューの「定期預金」から「積立定期お預け入れ」を

クリックしてください。

2:取引内容の入力

お預け入れ金額を入力し「預入内容を確認」をクリックして
ください。
※「支払口座」「積立定期お預け入れ口座」を複数お持ちの
　　方は、それぞれの口座を選択しクリックしてください。

3:積立定期お預け入れの実行

お取引内容を確認後、「確認パスワード」を入力し「この内容で預入」

をクリックしてください。

4:積立定期お預け入れの完了

積立定期お預け入れの完了画面が表示されます。

パ

ソ

コ

ン

ご

利
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●決済サービス
税金・各種料金の払込（ペイジー） 　　※払込は、払込書に「Pay-easy（ペイジー）」の表示がある税金・各種料金に限ります。

　　　　詳しくは　https://www.daitobank.co.jp/personal/ibank/pay-easy.html

1:メニューの選択 　　　　をご覧ください。

画面上部メニューの「決済サービス」から「税金・各種料金の払込」を

クリックしてください。

2:支払口座の選択

支払口座を選択し「次へ」をクリックしてください。

　※普通預金または貯蓄預金のみのお取扱いとなります。

3:収納機関番号の入力

収納機関番号を入力し「次へ」をクリックしてください。

4:照会条件の入力

納付書に記載の項目を入力し「次へ」をクリックしてください。

※納付番号は「－（ハイフン）」を除いて入力してください。

また、収納機関により納付区分の入力を求められることがあります。

5:払込内容の確認

払込内容を確認し、「払込内容を確認」をクリックしてください。
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6:払込の実行

払込内容を確認後、「確認パスワード」とご利用カードの
「ワンタイムパスワード」を入力し「この内容で払込」をクリックして
ください。

7:払込の完了

税金・各種料金払込の完了画面が表示されます。
お取引内容を確認してください。
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●手続
Eメールアドレス変更

1:メニューの選択

画面上部メニューの「手続」から「Eメールアドレス変更」をクリックして

ください。

2:注意事項の確認
　　【個人情報のお取り扱について】【注意事項】をご確認のうえ「同意して次へ」をクリック してください。

3:新しいEメールアドレスの入力
　　新しいEメールアドレスを入力してください。

　　確認のために再入力し「入力内容を確認」をクリックしてください。

4:Eメールアドレスの確認
　　登録内容でよろしければ「確認パスワード」を入力し「この内容で変更」をクリックしてください。

5:Eメールアドレス変更の完了
　　Eメールアドレス変更の完了画面が表示されます。変更内容を確認してください。

住所・連絡先変更

1:メニューの選択

画面上部メニューの「手続」から「住所・連絡先変更」をクリックして

ください。

2:注意事項の確認

「注意事項」を必ず確認し「同意して次へ」をクリックしてください。
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3:変更内容の入力

変更前の住所、変更後の住所を入力し「入力内容を確認」をクリック

してください。

　※カタカナ小文字（「ュ」「ッ」等）はカタカナ大文字（「ユ」「ツ」等）で

　　　ご入力ください。

4:住所・連絡先変更の実行

変更前の住所、変更後の住所を確認後、「確認パスワード」を入力し

「この内容で変更」をクリックしてください。

5:住所・連絡先変更の完了

住所・連絡先変更の完了画面が表示されます。

変更内容を確認してください。

パ

ソ
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暗証番号変更

1:メニューの選択
画面上部メニューの「手続」から「暗証番号変更」をクリックしてください。

2:暗証番号変更の実行

変更したいパスワードの設定欄に、現在のパスワード、新しいパスワードを入力し「この内

容で変更」をクリックしてください。

3:暗証番号変更の完了
暗証番号変更の完了画面が表示されます。
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振込限度額変更
1:メニューの選択

画面上部メニューの「手続」から「振込限度額変更」をクリックして

ください。

2:振込限度額変更の入力

「変更後の振込限度額」欄に0万円～499万円までの金額を入力し

「入力内容を確認」をクリックしてください。

※振込限度額変更は、引き下げのみ可能です。

　　振込限度額を引き上げる場合は、取引店にて所定の手続きが

　　必要です。

3:振込限度額変更の実行

変更内容を確認し「確認パスワード」を入力し「この内容で変更」を

クリックしてください。

4:振込限度額変更の完了

振込限度額変更の完了画面が表示されます。

変更内容を確認してください。

※振込限度額の引下げは即日反映します。
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合言葉変更

1:メニューの選択

画面上部メニューの「手続」から「合言葉認証設定」をクリックして

ください。

2:登録内容の変更

画面の指示に従って合言葉を入力してください。

入力が終わりましたら「入力内容を確認」をクリックしてください。

3:変更内容の確認

設定した合言葉を確認してください。
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