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９．資産運用 
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(１) 定期預金・財形預金 

① サービス内容 

サービス内容利用口座として届出されている定期預金口座への追加預

入、引出および残高照会等ができるサービスです。 

   

定期預金  

 お預入れ 以下の定期預金の預け入れが可能です。（利用口座と

して登録されている普通預金等からの振替扱い） 

・スーパー定期・スーパー定期 300 

・変動金利定期預金 

・積立式定期預金 

 お引出し 利用口座として登録されているうち、以下の定期預金

のお引出し（一部引出）が可能 

・スーパー定期・スーパー定期 300 

・変動金利定期預金 

・積立式定期預金（一部引出） 

・一般財形（一部引出） 

 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

の明細を表示します。 

・通帳口定期預金(定期種類、預入日、満期日、元金、

利率、満期引出の可否等) 

・積立式定期預金（残高） 

・財形預金[一般、住宅、年金]（残高） 

 取引状況照会 お預入れ、お引出しのお取扱状況（完了・受付中等）

が表示されます。ご利用日から最大で過去 3 か月分が

表示されます。（受付中・完了等） 

 商品内容照会 インターネットバンキングでお預入れ出来る定期預

金商品を表示します。 

 金利照会 インターネットバンキングでお預入れ出来る定期預

金商品の金利を表示します。 

積立定期預金（内容変更）  

 契約内容照会・変更 ・利用口座として登録されている積立式定期預金の契

約内容を表示します。 

・「自動振替積立かつ、その引落口座が同一名義（CIF）」

の場合のみ変更できます。総合口座の場合、引落口

座は変更できません。 

・初回引落前は変更できません。 

９．（１）定期預金・財形預金 
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 取引状況照会 ・変更申込を行った契約の取扱状況を表示します。（受

付中、完了、取消済み等） 

 予約取消 ・契約内容変更の申込を取り消します。 

 

② サービス時間 

項目  月曜 

(祝日含む) 

火曜～土曜 

(祝日含む) 

日曜 

お預入れ・ 

お引出し 

即時 7：00-24：00 0：00-24：00 6：00-21：00 

予約 上記時間以外 ― 21：00-24：00 

積立定期預金 

契約内容変更 
 

24 時間 

（毎月の積立日の前営業日 17：00 から 

当日 17：00 の間は変更不可） 

積立定期預金 

契約内容変更の

取消 

 変更申込日の 17：00 まで 

各種照会等  7：00-24：00 0：00-24：00 6：00-21：00 

※定期預金お預入れ・お引出しの予約扱いは翌日の即時扱開始時間に処理され

ます。 

 

③ 取扱商品 

お預入れ 

サービス種類 取引可能な定期種類 内容 

お預入れ 

スーパー定期 

（スーパー定期３００） 

 

※スーパー定期への預入

金額が 300 万円以上の

場合は、スーパー定期

300 として自動的に受

付けます。 

種類 リレー元加式 

金額 １円以上 1,000 万円未満 

期間 1 ヶ月以上 10 年以内 

変動金利定期 種類 リレー方式 

金額 1 円以上 1,000 万円未満 

期間 ２年、３年 

積立式定期預金 

（パートナー） 
種類 自由型 

金額 100 円以上 300 万円未満 

期間 定めなし（3 年自動継続扱い） 

※スーパー定期の優遇金利は、新規預入時からそれぞれ（預入番号ごと）の初回満期時ま

での預入期間に限定して適用され、継続後は継続時の店頭表示金利が適用されます。 

※マル優扱による預入は、当該口座が最高限度額方式（マル限方式）である場合に限りま

す。 
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お引出し 

サービス種類 取引可能な定期種類 
満期引出ができる期間 

（解約可能期間） 

お引出し 

（一部引出含む） 

スーパー定期 

（スーパー定期 300） 
原則、満期日から１カ月後まで引出

し可能です。 
変動金利定期 

積立式定期預金 

（一部引出） 

１日１回 １万円以上１円単位 

総合口座の担保定期の場合は、原則

として引出不可です。 

一般財形 

（一部引出） 

１日１回 １万円以上１円単位 

※本サービス以外の手段により預入された定期預金も引出の対象となります。 

※定期預金が総合口座の担保定期となっていても引出できます（相殺可能）。 

※定期預金口座の抹消（解約）はできません。 
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④ 入力項目等の詳細 

ア. お預入れ 

 

項  目 内   容 

お預入れ商品

の選択ページ 

お預入れいただく商品を選択していただきます。 

お引出し口座 

お預入れ口座 

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。 

お預入れ金額 

スーパー定期   1 円以上 1,000 万円未満 

変動金利定期預金 1 円以上 1,000 万円未満 

積立式定期預金  100 円以上 300 万円未満 

お預入期間 

プルダウン形式で該当の商品に対して可能な期間のみ選択できます。 

スーパー定期   1 か月～10 年 

変動金利定期預金 2 年、3 年 

積立式定期預金  自由型（定めなし、選択不可（3 年自動継続扱）） 

※積立式定期預金の場合は選択項目が表示されません。 

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。 

資金決済 

選択したお引出口座から、即時引落しされます。 

予約扱い時間帯のお取引の場合は、翌日の即時扱い可能時間になり次

第引落しされます。 

サービス時間 

     月曜日(祝日含む)   火～土曜日(祝日含む)  日曜日 

即時扱   7：00-24：00   0：00-24：00   6：00-21：00 

予約扱   上記時間以外     －      21：00-24：00 

取消 不可（お引出ししてください。） 



33 

※各画面イメージは開発段階のサンプルであり 

実際とは異なる場合があります。 

2022/4/1 ＃1.0.28 

イ. お引出し 

 

 

(ア). スーパー定期・変動金利定期預金明細選択画面 

 

 

(イ). お預入れ口座選択画面 

 



34 

※各画面イメージは開発段階のサンプルであり 

実際とは異なる場合があります。 

2022/4/1 ＃1.0.28 

 

項  目 内   容 

お引出し口座

の選択ページ 
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。 

明細選択ペー

ジ（上記（ア）図） 

スーパー定期・変動金利定期預金の場合、お引出し可能な明細を選択

できます。 

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。 

残高 

積立式定期預金・一般財形の場合、お引出し口座の残高を表示します。 

スーパー定期・変動金利定期預金の場合は明細選択を行い、その単位

でお引出し（解約）しますので、残高は表示されずに明細の内容が表

示されます。 

お引出し金額 

積立式定期預金・一般財形の場合は、１日１回１万円以上１円単位で

入力できます。 

スーパー定期・変動金利定期預金の場合は明細選択単位で引出（解約）

なので当項目は表示されません。 

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。 

資金決済 

即時お預入れ口座へ入金されます。 

予約扱い時間帯のお取引の場合は、翌日の即時扱い可能時間になり次

第入金されます。 

サービス時間 

     月曜日(祝日含む)   火～土曜日(祝日含む)  日曜日 

即時扱   7：00-24：00   0：00-24：00   6：00-21：00 

予約扱   上記時間以外     －      21：00-24：00 

取消 不可（お預入れしてください。） 



35 

※各画面イメージは開発段階のサンプルであり 

実際とは異なる場合があります。 

2022/4/1 ＃1.0.28 

ウ. 積立定期預金契約内容変更 

(ア). 口座選択画面 

 

 

(イ). 内容詳細画面（(ア)選択ボタン押下後画面） 

 

 

     ※明細の下に枠内のようなボタンが表示されているもののみ変更可能です。ボタンが表

示されていないものは本サービスでの変更は行えません。 
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(ウ). 変更入力画面 

 

項  目 内   容 

契約内容照会ペ

ージ 

ご利用時点の契約内容を表示します。変更したい明細を選択してく

ださい。 

ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 

ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽにﾁｪｯｸをした項目の変更が可能になります。増額月は増額

回数によって入力方法（可否含め）が変わります。［例：増額回数を

6 回と選んだ場合は、月指定ではなく奇数月/偶数月の選択となりま

す。］ 

契約状況 
変更・停止が選択できます。 

停止は引落口座が利用口座登録されている場合のみ可能です。 

引落口座 

プルダウン式で選択可能な口座が表示されます。利用口座登録され

ているもののみ選択可能です。総合口座積立の場合は変更できませ

ん。 

毎月の積立日 任意の日付が選択できます。 

毎月の積立金額 
任意の金額が入力できます。 

（0 円または 1,000 円以上 300 万円未満。） 

増額回数 0 回、2 回、4 回、6 回の中から選択できます。 
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増額月① 

増額回数 2 回を選択した場合は１つ、4 回を選択した場合は 2 つの

任意の増額月を入力できます。 

増額回数 6 回を選択した場合は、奇数月/偶数月の選択になります。 

増額時の積立金額① 増額月①に対応した、増額月の増額金額が入力できます。 

増額月② 

増額回数 2 回を選択した場合は１つ、4 回を選択した場合は 2 つの

任意の増額月を入力できます。 

増額回数 6 回を選択した場合は選択（入力）できません。 

増額時の積立金額② 増額月②に対応した、増額月の増額金額が入力できます。 

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。 

資金決済 毎月の積立日に資金決済されます。 

サービス時間 
24 時間（予約扱） 

（毎月の積立日の前営業日 17：00 から当日 17：00 の間は変更不可） 

変更申込の取消 契約内容変更申込日の 17：00 まで取消可能です。 

 

⑤ 各種取引照会 

ア. 預入明細照会 

対象口座 種 類 照会内容 

通帳口定期預金 

自由金利預金 

スーパー定期 

期日指定定期 

変動金利定期 

預入明細 

(定期種類、預入日、満期日、元金、

利率、満期引出の可否等) 

積立式定期預金 積立式定期預金 残高 

財形預金 一般、住宅、年金 残高 

 


