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されます。ご利用日から最大で過去 3 か月分が表示されます。 

 

 

(２) 外貨預金 

① サービス内容 

外貨普通預金口座の開設、外貨定期預金のｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ取引利用開始

登録、利用口座として登録されている外貨預金口座への追加預入、払戻、

各種照会等ができるサービスです。事務取扱や商品の詳細は別途、所管部

が定める規程類（外貨預金（ＩＢ）事務基準や各商品概要説明書）をご参

照ください。 

 項目 内容 

外貨普通預金の口座開設 

外貨定期預金のサービス利用

開始 

外貨普通預金の口座開設と外貨定期預金利用のため

の外為 CIF 作成が申し込めます。同時にｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷ

ﾝｸﾞ利用口座として登録されます。 

外貨普通預金  

 お預入れ 

（円貨→外貨） 

円貨普通預金から外貨普通預金へ資金移動できます。 

 お引出し 

（外貨→円貨） 

外貨普通預金から円貨普通預金へ資金移動できます。 

 残高・入出金明細 利用口座として登録されている口座単位で定期預金

の明細照会を表示します。 

 取引状況照会 お預入れや払戻のお取扱状況を表示します。。 

（受付中・完了等） 

 お申し込みの予約取消 お申込み予約を取消できます。 

 金利照会 外貨預金のお預入金利を表示します。 

外貨定期預金  

 お預入れ 外貨定期預金へお預け入れができます。 

 お引出し 外貨定期預金の解約（払戻）ができます。 

 預入明細照会 利用口座として登録されている口座単位で定期預金

の明細照会を表示します。 

 取引状況照会 お預入れやお引出しのお取扱状況を表示します。 

（受付中・完了等） 

 お申し込みの予約取消 お申込み予約を取消できます。 

「投資に関するお考え等」登

録・変更 

外貨預金や個人国債、投資信託購入時等に回答するア

ンケートです。前もって登録・変更しておくことが可

能です。 

外貨預金や個人国債、投資信託購入時等に回答した内

容も変更として反映されます。 

 

９．（２）外貨預金 
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② サービス時間 

項目 扱い  平日 土日祝日 

外貨普通預金の口

座開設 

外貨定期預金のサ

ービス利用開始 

予約扱 

24 時間受付可能です。 

営業日の 7：00 時点でその時点までの申込情報を抽出し、

システム処理後、抽出日の 20：30 に利用可能となります。

（外為 CIF 無し先は 16：00 までに営業店における ORFE

オペが完了した場合、完了しない場合は翌営業日の 20：

30 となります。） 

上記の予約取消  申込時点から次に到来する営業日の 7：00 まで可能です。 

お預入れ 

お引出し 

（普通・定期） 

予約扱（当日） 

（前営業日相場を

参考にした当日更

新後相場扱い） 

米ドル 0：00-10：30 ― 

ﾕｰﾛ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 0：00-11：40 ― 

予約扱（当日） 

（当日更新後相場

を参考にした当日

更新後相場扱い） 

米ドル 10：30-15：00 ― 

ﾕｰﾛ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 11：40-15：00 ― 

予約扱（翌営業日） 

（直近更新後相場

を参考にした、翌営

業日相場扱い） 

米ドル 15：00-24：00 24 時間 

ﾕｰﾛ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 15：00-24：00 24 時間 

お預入れお引出し

の予約取消 

予約扱（当日） 

（前営業日相場を

参考にした当日更

新後相場扱い） 

米ドル 当日 10：30 まで ― 

ﾕｰﾛ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 当日 11：40 まで ― 

予約扱（当日） 

（当日更新後相場

を参考にした当日

更新後相場扱い） 

 

10：00-13：00 のお申

し込みは 13：00 まで 

 

13：00-15：00 のお申

し込みは 15：00 まで 

― 

予約扱（翌営業日） 

（直近更新後相場   

を参考にした、翌営

業日相場扱い） 

米ドル 翌営業日 10：30 まで 

ﾕｰﾛ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 翌営業日 11：40 まで 

取引状況照会 24 時間照会可能 ― 
17：00 

結果反映 

翌営業日 

17：00 

結果反映 
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残高・入金明細照会 

預入明細照会 
24 時間照会可能 ― 

18：00 時点の内容を 

21：00 に更新 
― 

為替相場照会 24 時間照会可能 
米ドル 10：30 更新 ― 

ﾕｰﾛ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ 11：40 更新 ― 

商品内容紹介 24 時間照会可能 ― 15：00 更新 ― 

外貨預金金利照会 24 時間照会可能 ― 15：00 更新 ― 

「投資に関するお

考え等」登録・変更 
即時 ― 24 時間 24 時間 

 

③ 取扱商品 

 詳細は別途、所管部が定める商品概要説明書や規程類をご参照ください。 

サービス種類 取引可能な種類 内容 

お預入れ 

外貨普通預金（IB） 

米ドル・ユーロ・オーストラリアドル 

1 通貨単位以上、3 万通貨未満 

（円入力の場合は、外貨換算額 1 通貨単位以上、

3 万通貨未満の金額） 

外貨定期預金 

「ｵｰﾌﾟﾝ外貨定期預

金（IB）」 

米ドル・ユーロ・オーストラリアドル 

自動継続・元加式・分離課税 

1 千通貨単位以上、3 万通貨未満 

（円入力の場合は、外貨換算金額 1 千通貨単位以

上以上、3 万通貨未満の金額） 

お引出し 

外貨普通預金（IB） 

米ドル・ユーロ・オーストラリアドル 

1 通貨単位以上、3 万通貨未満 

（円入力の場合は、外貨換算額 1 通貨以上、3 万

通貨未満の金額） 

外貨定期預金 

「ｵｰﾌﾟﾝ外貨定期預

金（IB）」 

米ドル・ユーロ・オーストラリアドル 

明細単位 
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④ 入力項目等の詳細 

ア. 外貨普通預金口座開設／外貨定期預金サービス利用開始 

項  目 内   容 

外貨普通預金口座開

設／外貨定期預金サ

ービス利用開始にあ

たって 

外貨普通預金口座開設／外貨定期預金サービス利用開始にあたって

ご確認いただきたい事項を表示します。 

「投資に関するご経

験等」ページ 

現在登録されている「投資に関するお考え等」が表示されます。変

更がある場合は変更ボタンを押下して変更できます。 

お取引のご意向確認

ページ 

現在の保有資産や、資金原資、運用を予定している期間や金額等を

入力していただきます。リスク金融商品が所定の比率（画面上に表

示）以上である場合お申し込みできません。 

外貨預金種類選択ペ

ージ 

外貨普通預金か外貨定期預金かを選択します。 

１回で同時には選択できません。同日に別で申込することは可能で

す。 

締結前交付書面 

外貨預金規定等

の確認ページ 

締結前交付書面や外貨預金規定等を確認していただくページです。 

締結前交付書面をご覧いただき、本文中の最終ページにある番号等

を入力していただく必要があります。 

通貨選択ページ 

米ドル・ユーロ・オーストラリアドルを選択します。 

１回で同時のお申し込みは不可です。同日に別で申込することは可

能です。 

サービス時間 24 時間（予約扱） 

処理完了 

営業日の 7：00 時点でその時点までの申込情報を抽出し、システム処理後、抽

出日の 20：30 に利用可能となります。（外為 CIF 無し先は 16：00 までに営業店

における ORFE オペ完了した場合、完了しない場合は翌営業日の 20：30 となり

ます。） 

お申し込みの取消 お申し込み時点から次に到来する営業日の 7：00 まで 
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イ. 外貨普通預金お預入れ 
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項  目 内   容 

お預入れにあ

たってページ 

外貨普通預金のお預入れにあたって、ご確認いただい事項を表示しま

す。 

お引出し口座 

（円貨口座） 
ご利用登録されている口座のうち、選択可能な口座が表示されます。 

お預入れ口座 

（外貨口座） 

お引出しした資金を入金する口座です。ご利用登録されている口座の

うち、選択可能な口座が表示されます。口座の選択によって通貨も選

択となります。 

公表為替相場 お申し込み時点で公表されている外為相場が表示されます。 

金額 

（円貨または外貨） 

外貨預金に入金する金額です。円貨または外貨で入力できます。円貨

で入力した場合は外貨換算した結果お引き落とし金額が入力金額を下

回る場合があります。 

キャンセル相

場の指定 

予約扱（当日更新後相場を参考にした当日更新後相場扱い） 

米ドル 10：30-15：00 

その他 11：40-15：00 

のお取引の場合は表示されません。 

それ以外の予約扱いの場合（お申し込み時点で確認できる相場と実際に処理され

る際の相場が違う場合）に、お申し込み時点の相場からいくら円安（外貨高）に

なった場合にお申し込みをキャンセルするかを設定できます。お申し込み時点の

相場から 2 円安を上限に 0.50 円刻みで設定できます。 

金利 
本サービス上の金利照会で表示される金利が適用されます。 

実際に処理される営業日の金利が適用されます。 

資金決済 
営業日 15：00 までのお申し込みに対して、15：25 頃から順次資金決

済されます。 

サービス時間 24 時間お申し込み可能（詳細は②サービス時間を参照） 

お申し込みの取消 24 時間可能（詳細は②サービス時間を参照） 
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ウ. 外貨普通預金お引出し 

項  目 内   容 

お引出しにあ

たってページ 

外貨普通預金のお引出しにあたって、ご確認いただい事項を表示しま

す。 

お引出し口座 

（外貨口座） 

ご利用登録されている口座のうち、選択可能な口座が表示されます。 

口座の選択によって通貨も選択となります。 

お預入れ口座 

（円貨口座） 

お引出しした資金を入金する口座です。ご利用登録されている口座の

うち、選択可能な口座が表示されます。 

公表為替相場 お申し込み時点で公表されている外為相場が表示されます。 

金額 

（円貨または外貨） 

外貨預金に入金する金額です。円貨または外貨で入力できます。円貨

で入力した場合は外貨換算した結果、実際の入金金額が入力金額を下

回る場合があります。 

キャンセル相

場の指定 

予約扱（当日更新後相場を参考にした当日更新後相場扱い） 

米ドル 10：30-15：00 

その他 11：40-15：00 

のお取引の場合は表示されません。 

それ以外の予約扱いの場合（お申し込み時点で確認できる相場と実際に処理され

る際の相場が違う場合）に、お申し込み時点の相場からいくら円高（外貨安）に

なった場合にお申し込みをキャンセルするかを設定できます。お申し込み時点の

相場から 2 円高を上限に 0.50 円刻みで設定できます。 

資金決済 
営業日 15：00 までのお申し込みに対して、15：25 頃から順次資金決

済されます。 

サービス時間 24 時間お申し込み可能（詳細は②サービス時間を参照） 

お申し込み取消 24 時間可能（詳細は②サービス時間を参照） 
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エ. 外貨定期預金お預入れ 

 

項  目 内   容 

お預入れにあたっ

てページ 

外貨定期預金のお預入れにあたって、ご確認いただい事項を表示しま

す。 

「投資に関するお

考え等」ページ 

お申し込み時点で登録されている「投資に関するお考え等」が表示さ

れます。変更がある場合は変更ボタンを押下して変更できます。 

お取引のご意向確

認ページ 

お申し込み時点の保有資産や、資金原資、運用を予定している期間や

金額等を入力していただきます。リスク金融商品が所定の比率（画面

上に表示）以上である場合お申し込みできません。 

締結前交付書

面、外貨預金規

定等の確認ペ

ージ 

締結前交付書面や外貨預金規定等を確認していただくページです。 

締結前交付書面をご覧いただき、本文中の最終ページにある番号等を

入力していただく必要があります。 
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お引出し口座 

ご利用登録されている口座のうち、選択可能な口座が表示されます。 

円貨普通または外貨普通が選択可能です。ただし、外貨普通の場合は

同一通貨のみです。 

お預入れ口座 

（外貨定期） 

お引出しした資金を入金する口座です。ご利用登録されている口座の

うち、選択可能な口座が表示されます。口座の選択によって通貨も選

択となります。 

商品名 
お預入れいただく商品名が表示されます。 

（オープン外貨定期預金（IB）） 

お預入期間 1 か月、3 か月、6 か月、1 年から選択できます。 

継続区分 自動継続となります。 

課税区分 分離課税となります。 

満期取扱 元加式となります。 

公表為替相場 お申し込み時点で公表されている外為相場が表示されます。 

金額 

（円貨または外貨） 

外貨預金に入金する金額です。円貨または外貨で入力できます。円貨

で入力した場合は外貨換算した結果お引き落とし金額が入力金額を下

回る場合があります。 

キャンセル相

場の指定 

予約扱（当日更新後相場を参考にした当日更新後相場扱い） 

米ドル 10：30-15：00 

その他 11：40-15：00 

のお取引の場合は表示されません。 

それ以外の予約扱いの場合（お申し込み時点で確認できる相場と実際に処理され

る際の相場が違う場合）に、お申し込み時点の相場からいくら円安（外貨高）に

なった場合にお申し込みをキャンセルするかを設定できます。お申し込み時点の

相場から 2 円安を上限に 0.50 円刻みで設定できます。 

金利 
本サービス上の金利照会で表示される金利が適用されます。 

実際に処理される営業日の金利が適用されます。 

資金決済 
営業日 15：00 までのお申し込みに対して、15：25 頃から順次資金決

済されます。 

サービス時間 24 時間お申し込み可能です。（詳細は②サービス時間を参照） 

お申し込み取消 24 時間可能です。（詳細は②サービス時間を参照） 
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オ. 外貨定期預金お引出し 

項  目 内   容 

お引出しにあ

たってページ 

外貨定期預金のお引出しにあたって、ご確認いただい事項を表示しま

す。 

お引出し口座 

（外貨定期） 

ご利用登録されている口座のうち、選択可能な口座が表示されます。 

口座の選択によって通貨も選択となります。 

お預入れ口座 

お引出しした資金を入金する口座です。ご利用登録されている口座の

うち、選択可能な口座が表示されます。円貨普通または外貨普通が選

択可能です。ただし、外貨普通の場合は同一通貨のみです。 

明細選択 
お引出し（解約）する明細を選択します。 

お申し込み時点の相場で換算した円貨額も表示されます。 

キャンセル相

場の指定 

予約扱（当日更新後相場を参考にした当日更新後相場扱い） 

米ドル 10：30-15：00 

その他 11：40-15：00 

のお取引の場合は表示されません。 

それ以外の予約扱いの場合（お申し込み時点で確認できる相場と実際に処理され

る際の相場が違う場合）に、お申し込み時点の相場からいくら円高（外貨安）に

なった場合にお申し込みをキャンセルするかを設定できます。お申し込み時点の

相場から 2 円高を上限に 0.50 円刻みで設定できます。 

資金決済 
営業日 15：00 までのお申し込みに対して、15：25 頃から順次資金決

済されます。 

サービス時間 24 時間お申し込み可能（詳細は②サービス時間を参照） 

お申し込み取消 24 時間可能（詳細は②サービス時間を参照） 

 

 

 

 


