
〈だいとう〉インターネット投資信託 

サービスメニュー 説明 ご利用時間 

購入・解約
注文 

購入 

当行のインターネット投資信託サービスで取扱う
投資信託のご購入ができます。 
※1回および1日あたりの購入限度額は１億円ま
でとなります。 

     ２４時間 
 
  (当日扱い：0:00～14:00) 

 
※当日扱いの時間帯以外は、
翌営業日扱いとなります。 
 

※お申込の取消は当日扱い
時間中に限り可能です。 
 
※毎週月曜日の1:00～6:00は
ご利用頂けません。 
 

※その他休止時間につきまし
ては当行ホームページでご確
認ください。 

解約 
お客様が保有されている投資信託の解約ができ
ます。 

募集 
当行で取扱う株式投資信託の募集注文ができま
す。 ※現在募集は行っておりません。 

積立投信 

新規申込 積立投資信託の新規申し込みができます。 

内容変更・解除 
積立投資信託の登録条件の変更、または解除
が行えます。 

各種照会 

お預かり状況 
照会 

保有しているファンドの残高口数、評価金額につ
いてご照会できます。 

トータルリターン
照会 

総合損益について受渡日ベースの残高がご照
会できます。 

申込状況 
照会 

購入・解約等申込状況をご照会できます。 

取引履歴 
照会 

過去の取引履歴についてご照会できます。 

NISA状況 
照会 

NISA登録状況、利用額状況、残高などがご照会
できます。 

電子交付 各種報告書 

取引報告書などの書類を郵送に代えてインター
ネットで閲覧できます。 
 ※平日17:30～18:00は電子交付の申込はできません。また 
  毎日3:30～5:30は電子交付サービスの利用はできません。 

お客さま 
情報変更 

お客さま 
アンケート設定 

登録されているお客様の情報について変更する
ことができます。 

メール設定 
変更 

取引通知などを受信するメールアドレスの変更
などを行うことができます。 

損益通知 
基準設定 

メールで通知する損益通知基準を設定すること
ができます。 

その他 

目論見書 
閲覧 

過去5年分の交付目論見書・請求目論見書・目
論見書補足説明が閲覧できます。 

ご利用ガイド 操作マニュアルについて閲覧できます。 

Ⅰ．サービス内容とご利用時間 
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 はじめに（メール設定） 

１ 

２ 

メールアドレス１にメールアドレスを
設定します。 
 
※メールアドレスはそれぞれ異なったメールアド
レスを３つまで設定できます。 

※メールアドレス１は必須設定ですので、上段・
下段とも同じメールアドレスを入力してください。 
 

メールアドレスに対する受信設定を
指定します。 
 
※メールアドレス１の受信設定は「取引通知」
「損益通知」とも「受け取る」の設定です。 
※損益通知については「10.損益通知基準設定」
(P.34)を参照してください。 

※はじめて使用する場合は「メール設定」を行います。 

Ⅱ．操作説明（インターネットバンキングのメニューから「投資信託」をクリック） 
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３ 

４ 

入力したメールアドレスをご確認く
ださい。 

メール設定完了 
 
 
「トップ画面」をクリックしてください。 
 
 
 
※メール設定が完了すると、メールアドレ
ス登録を行った旨のお知らせメールが届
きます。 

aaa@example.ne.jp 

aaa@example.ne.jp 
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 インターネット投資信託トップページ 

１ 

２ 

３ 

４ 

※ 

ここから各種メニューへ移動でき
ます。 

基準日時点のトータルリターン 
（総合損益）が確認できます。 

基準日時点のお預かり残高が確
認できます。 

保有しているファンドの追加購入・
解約ができます。 

インターネットからの申込状況を確
認できます。 
 
※当日扱いのファンドにつきましては 
当日の14：00まで取消可能です。 

※ログアウト（取引終了時の操作） 
インターネット投資信託の取引終了時には、安全性
確保の観点から、必ず「ログアウト」を行ってください。 
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１．投資信託の購入 

１ 

２ 

購入を選択します。 

購入に関するご留意事項をご確認
ください。 

※進行状況が確認できます。 

※初めてのお客様は左図のような案内が表示されますので 
 メニュー「お客さま情報変更」 → 「お客さまアンケート設定」より 
 表示される項目の入力をお願いいたします。(P.30) 
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３ お客様のご意向等の入力 
 
 
投資信託の購入にはリスクがあります。 

当行ではお客さまの運用方針（投資目的）・知
識・経験・財産の状況などに照らして、お客さま
自身のリスク許容度に合った、余裕のある中長
期の資産運用をおすすめしています。 
 

ここでは質問事項にすべてお答えいただきます。
ご回答の結果によってはご希望の商品をご購
入いただけませんので予めご了承ください。 
（次ページ参照） 
 
 
初回の購入の場合はすべての項目にお答えください。 

２回目以降の購入は、直近の入力内容が反映されま
すので、変更箇所のみチェックをつけてください。 

４ お客様のご意向等をご確認ください。 
 
 
※「今回購入予定金額」もご確認ください。 
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５ ファンドをご選択ください。 
 
お客さまの運用方針に沿ったファンドを表
示しますので、購入するファンドとコースを
選択してください。 
 
 
分配金受取コースの場合は「分配」を、 

分配金再投資コースの場合は「再投資」を
選択してください。 
 
※なお、ファンド保有中のコース変更は可能で 
 す。（NISA口座およびジュニアNISA口座で保有 
 中、または「つみたてNISA」で買付し非課税口  
 座で保有中のファンドを除く） 
 コース変更のお手続きは店頭窓口の受付となります。 

※＜ご注意＞ 
お客さまの運用方針よりリスクが高いと考えられるファン
ドを選択された場合、左記画面が表示され、お取引いた
だけません。 
「戻る」ボタンより、ファンド検索にてお客さまの運用方針
に沿ったファンドをご選択いただくか、運用方針の見直し
を行ってください。 

「詳細条件」でさらに絞り込んだ検索ができます。 
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６ 「目論見書」「目論見書補完書面」
をＰＤＦにてご確認いただいた後
チェックマークを付けてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「次へ」の表示が青くなっていることを確
認しクリックしてください。 

７ 購入金額の入力 
 
 
課税口座（特定口座または一般口座）ま
たはN I S A口座いずれかを選択し、購入
金額を入力してください。 

 
 
 
Ⓐ 課税口座（特定口座または一般口座）で
のご購入の場合チェック⇨ 購入金額を入力 
 
Ⓑ NISA口座購入金額指定（手数料等含む）
でのご購入の場合チェック⇨ 購入金額入力 
 
Ⓒ NISA口座利用金額指定（手数料等含ま
ず）でのご購入の場合チェック⇨ 利用金額
入力⇨ 試算ボタンをクリック 

A 

B 

C 

8 



９ 購入注文完了 
 
 
 
購入代金の引落は、「Ⓐ申込日」の14時
過ぎに行われます。 
 
 

「Ⓑ約定日」が到来すると、ご注文頂いた
ファンドは約定され、「残高・損益照会」で
確認できます。 
 
 
 

※購入注文が完了すると登録したメール
アドレスに以下のメールが届きます。 
①注文日当日： 
  「購入のお申込受付」のお知らせ 
②購入代金の引落日： 
  「投資信託購入代金の引落」に関する 
  お知らせ 
③約定日の翌営業日： 
  「購入のお申込約定」のお知らせ 

8 購入内容をご確認ください。 

B 

A 
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２．投資信託の解約 

１ 

２ 

解約を選択します。 

解約に関するご留意事項をご確認
ください。 

３ 解約したい投資信託の「解約」ボタン
を選択してください。 

※NISA口座をお持ちのお客様の場合は確認
画面が表示されます。 
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４ 解約申込 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全て解約する場合は「全部解約」にチェッ
クしてください。 

一部解約の場合は「口数解約」にチェック
して、解約口数を入力してください。 

５ 解約内容の確認 
 
〈注意事項〉 
・実際の解約時に適用となる解約価額は、
「約定日」の解約価額です。 
（解約価額は、解約時に信託財産留保額がかか
るファンドについて基準価額から控除した価額を
いいます） 

 

・解約代金の指定預金口座へのご入金日
は、「受渡日」となります。   
 

・特定口座の源泉徴収あり口座を選択され
ている方は、受渡日に源泉徴収税額を指
定預金口座より引き落としさせていただき
ます。 
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６ 解約注文完了 
 
 
 
 
 
 
 
 
※解約注文が完了すると登録したメール
アドレスに以下のメールが届きます。 
 
①注文日当日： 
  「解約のお申込受付」のお知らせ 
②約定日の翌営業日： 
   「解約のお申込約定」のお知らせ 
③受渡日当日： 
  「解約代金の入金」に関するお知らせ 
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３．募集 

１ 

２ 

募集を選択します。 

募集に関するご留意事項をご確認
ください。 

※この後 
 「お客様のご意向等入力」および 
 「お客様のご意向等の確認」(P.6  参照) 
 画面が表示されます。 

13 

※現在、当行では募集は行っておりませんが、開始する際は
お知らせにてご連絡致します。 



４ 

※この後「目論見書・目論見書補完書面等の確認」画面
となりますので、ＰＤＦにてご確認いただいた後チェック
マークを付けてください。(P.8の  参照） 

募集内容の入力 
 
 
課税口座（特定口座または一般口座）また
はN I S A口座いずれかを選択し、購入金額
を入力してください。 

３ ファンド検索するか、あるいは表示さ
れているファンドから「分配」ボタンで
選択してください。 

※ファンド検索については 
 P.7 「１．投資信託の購入    」の 
 を参照願います。 

５ 
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６ 



６ 

募集内容をご確認ください。 

募集申込の完了 
 
 
 
 
 
 
 
※募集注文が完了すると登録したメールア
ドレスに以下のメールが届きます。 
①注文日当日： 
  「募集のお申込受付」のお知らせ 
②購入代金の引落日： 
  「投資信託購入代金の引落」に関する 
  お知らせ 
③約定日の翌営業日： 
  「募集のお申込約定」のお知らせ 

 

５ 
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４．積立投信・新規申込 

１ 

２ 

新規申込を選択します。 

積立投信新規申込に関するご留
意事項をご確認ください。 

３ お客様のご意向等の入力 
 
 
投資信託の購入にはリスクがあります。 

当行ではお客さまの運用方針（投資目的）・知
識・経験・財産の状況などに照らして、お客さま
自身のリスク許容度に合った、余裕のある中長
期の資産運用をおすすめしています。 
 

ここでは質問事項にすべてお答えいただきます。
ご回答の結果によってはご希望の商品をお申
込みいただけませんので予めご了承ください。
（次ページ参照） 
 
 
初回の購入の場合はすべての項目にお答えください。 

２回目以降の購入は、直近の入力内容が反映されま
すので、変更箇所のみチェックをつけてください。 
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４ ファンドのご選択 
お客さまの運用方針に沿ったファンドを表示し
ます。ご希望のファンドより「申込」をクリックし
てください。 
 

※積立投信は再投資コースのみの取扱いとな
ります。 

※＜ご注意＞ 
お客さまの運用方針よりリスク
が高いと考えられるファンドを選
択された場合、左記画面が表
示され、お取引いただけません。 
「戻る」ボタンより、ファンド検索
にてお客さまの運用方針に沿っ
たファンドをご選択いただくか、
運用方針の見直しを行ってくだ
さい。 

「詳細条件」でさらに絞り込んだ検索ができます。 
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「目論見書」「目論見書補完書面」
をＰＤＦにてご確認いただいた後
チェックマークを付けてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「次へ」の表示が青くなっていることを確
認しクリックしてください。 

６ 申込内容の入力 
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５ 



７ 申込内容の確認 
 
 
新規申込内容をご確認ください。 

「引落日」「初回引落月」は特によくご確
認ください。 

８ 新規申込注文完了 
 
申込内容をご確認下さい。 
 
 
 
 
※新規申込注文が完了すると登録したメール
アドレスに 
  「積立投信のお申込受付」のお知らせ 
のメールが届きます。 
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５．積立投信の変更 

１ 

２ 

積立投信より内容変更・解除を選
択します。 

変更する積立投信の選択 
 
 
 
すでにお申込済み（設定済み）の積立投
信が一覧表示されます。 

変更したい銘柄の「変更」をクリックしてく
ださい。 

３ 積立投信変更に関する留意事項をご
確認ください。 
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※この後 
 「お客様のご意向等入力」および 
 「お客様のご意向等の確認」(P.6  参照) 
 画面が表示されます。 



４ 変更内容の入力 
 
 
 
 
 
「税区分」 
「毎月の引落金額」 
「増額月／増額金額」 
 
を変更することができます。 

５ 変更申込内容の確認 
 
 
 
変更内容をご確認ください。 

購入代金の初回引落は「初回引落
月」に行われます。 
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６ 変更注文完了 
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６．積立投信の解除 

１ 

２ 

積立投信より内容変更・解除を選
択します。 

解除する積立投信の選択 
 
 
 
すでにお申込済み（設定済み）の積立投信が
一覧表示されます。 

解除したい銘柄の「解除」をクリックしてくださ
い。 

３ 契約解除（積立の中止）内容を確認し 
「申込実行」クリックしてください。 

23 



４ 解除完了 
 
 
以上で積立投信の積立解除手続きは完了
です。 
 
【ご注意】 

ここでの操作はあくまで次回からの積立を
中止する手続きですので、すでに積み立て
た分を換金したい場合は別の操作となりま
す。 

「投信取引メニュー」より「解約」のお手続き
をしてください。 
 
 
 
※解約手続きが完了すると登録したメールアド
レスに 
  「積立投信削除のお申込受付」のお知らせ 
のメールが届きます。 
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７．各種照会 

１ 

２ 

各種照会よりお預かり状況照会を
選択します。 

お預かり残高一覧として表示され
ます。 

３ 

（１）お預かり状況照会 

（２）トータルリターン照会 

各種照会よりトータルリターン照会
(総合損益)を選択すると一覧が表
示されます。 

※各種照会からは (1)お預かり状況照会(2)トータルリターン照会 
(3)申込状況照会(4)取引履歴照会(5)NISA状況照会 がご覧頂けます。 
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４ 各種照会より申込状況照会を選択
すると一覧が表示されます。 

５ 各種照会より取引履歴照会を選択
すると一覧が表示されます。 

（３）申込状況照会 

（４）取引履歴照会 
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（５）NISA状況照会 

６ 各種照会より NISA状況照会を選択
すると一覧が表示されます。 
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８．電子交付 

１ 

２ 

電子交付より各種報告書を選択し
ます。 

口座の選択 
 

電子報告口座の一覧画面が表示さ
れます。 
 
「照会」ボタンより閲覧できます。 

３ すでに申込済の方は「報告書 閲覧」 

新規申込の場合は「申込」を選択して
ください。 
 
 
※ご利用時間について 
 毎日3:30～5:30はご利用できません。 
 また平日17:30～18:00は電子交付の申込 
 はできません。 

※取引報告書などの書類を郵送に代えてインターネット
でご覧頂けます。 
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４ 新規申込の場合「電子交付サービス
申込」をクリックしてください。 
 
 ※その後、利用規定に同意し最終画面 
   を確認後、申込完了となります。 
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９．お客さまアンケート設定 

１ 

２ 

「お客さま情報変更」より「お客さまア
ンケート設定」を選択します。 

お客さまアンケート入力より各項目
を入力します。 

※初めてご購入される場合は表示されるアンケート項目の入力をお願い
いたします。 
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３ お客さまアンケートの入力確認 

４ お客さまカードの入力完了 
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１０．メール設定変更 

１ 

２ 

「お客さま情報変更」より「メール設定
変更」を選択します。 

メール設定変更申込よりメールア
ドレス、受信設定を変更します。 
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３ メール設定変更の完了 
 
 
 
 
 
 
 
 
※設定変更が完了すると登録したメール
アドレスに 
  「メールアドレス変更」のお知らせ 
のメールが届きます。 
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11.損益通知基準設定 

１ 

２ 

「お客さま情報変更」より「損益通
知基準設定」を選択します。 

損益通知基準設定一覧のファンド
より、騰落率を設定したいファンド
を選択してください。 

※損益通知基準設定とは、お持ちのファンドの総合損益の騰落率が、お客さま
の指定された通知基準に達した場合、電子メールにてお知らせする機能です。 
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４ 設定内容の確認 
 
登録内容を確認し「確認して次へ」をク
リックしてください。 
 
※損益メールを受け取るには、「10．メール
設定変更」(P.32)にて対象メールアドレスの

受信設定で「受け取る」に設定することが必
要です。「受け取らない」と設定されている
場合、受信されませんのでご注意ください。 

５ 設定完了 

３ 損益通知基準の設定を行います。 
 
 
 
 
 
※騰落率は－90％～＋90％の範囲で設定
できます。 
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