
インターネット
投信

操作マニュアル

インターネット投信では、投資信託の購入・解約のご注文、定時定額購入サービスの

新規・変更のお手続き、残高・取引照会、運用損益などが、インターネットを利用して

いつでもどこでも手軽にご利用いただけるサービスです。

サービスをより便利に、より確実にご活用いただくために操作マニュアルをご用意いたしました。

さまざまなお手続きに際して必要な操作手順を画面入りでくわしく解説していますので、

ご利用の際の一助としてご活用ください。
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　大光銀行ホームページのトップページから「インターネット投信」をお選びいただき、「ログイン」
ボタンをクリックしてください。

インターネット投信のご利用方法
◆ログイン方法◆

本登録以降は、「ユーザーＩＤ」と本画面でご入力いただいた「ログイン�
パスワード」・「取引パスワード」でサービスをご利用いただけます。

操作手順

1
「ユーザーＩＤ」には、当行から郵送
いたします「通知はがき」に記載され
ている英数字を入力してください。

2
「ログインパスワード」には、お客
さまが「インターネット投信利用
申込書」へ記入された「仮ログイン
パスワード」を入力してください。

3 入力後「ログイン」ボタンをクリッ
クしてください。

4

「新しいログインパスワード」に
は、仮ログインパスワードと異な
る新しいパスワードを入力してく
ださい。
２回目以降にログインいただく際
のパスワードとなります。

5

「取引パスワード」には、お客さま
でお考えいただいたパスワードを
入力してください。
今後、注文（購入・解約）やお手続き
の際に必要となるパスワードです
ので大切に管理してください。

6

「代表メールアドレス」には、当行
からの各種お知らせを受信いただ
くアドレスを入力してください。
※�ＰＣメールアドレスのほか携帯
メールアドレスも登録可能です。�
ドメイン指定をされている場合
は、「@taikobank.jp」の指定解
除を必ずお願いいたします。

7 入力後「登録」ボタンをクリックし
てください。

初回利用時 　初回利用時のみ必要な手続きです。
「ユーザーＩＤ」、「ログインパスワード」を入力してください。
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操作手順

1

「ユーザーＩＤ」には、当行から郵送
いたします「通知はがき」に記載され
ている英数字を入力してください。
「ログインパスワード」には、初回
利用時にお客さまから登録いただ
いた「新しいログインパスワード」
を入力してください。

2 入力後「ログイン」ボタンをクリッ
クしてください。

3
トップページが表示されます。
ご利用のメニューをお選びくださ
い。

インターネット投信のご利用方法

２回目以降の利用時
「ユーザーＩＤ」、「ログインパスワード」を入力してください。
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取扱ファンド／ファンド詳細をご確認ください。

◆�インターネット投信でお取引できる「ファンド（銘柄）」をご確認いただく際の手順です。◆

操作手順

1 「ファンドラインナップ」メニューを選択（クリック）してください。

2
ファンド名称または選択項目を入
力し、「表示条件変更」ボタンをク
リックすることでファンドを検索
できます。

3 該当するファンドが表示されます。

4 ファンド名をクリックするとファ
ンドの詳細が表示されます。

※�「購入」ボタン・「定時定額」ボタ
ンをクリックすると、それぞれ
の画面へ移動できます。

ファンドラインナップ
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購入画面を表示してください。

お客さまの基本情報を入力（確認）してください。

操作手順

1 投資信託「購入」メニューを選択
（クリック）してください。

◆ご希望のファンドを購入する際の手順です。◆

投資信託購入（ファンドの購入）

2
質問が表示されますのですべての
質問に回答（チェック）してくださ
い。

3 すべての質問に回答（チェック）後
「次へ」をクリックしてください。

※�今回の運用資金、資産運用に関する質
問以外の項目について以前にご回答
いただいている場合は、前回のご回答
内容が表示されています。
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購入ファンドをお選びください。

次ページへ続く

操作手順

4
ファンド名称または選択項目を入
力し、「表示条件変更」ボタンをク
リックすることでファンドを検索
できます。

5 該当するファンドが表示されま
す。

6 購入するファンドの「購入」ボタン
をクリックしてください。

投資信託購入（ファンドの購入）
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操作手順

7
投資信託説明書（目論見書）の「表
示」ボタンをクリックし、内容をご
確認ください。

8 補完書面の「表示」ボタンをクリッ
クし、内容をご確認ください。

※�内容確認後、「確認しました」に
チェックをつけてください。

9 「申込金額」および「電話番号」を入力してください。

当行から取引の確認についてご連絡さ
せていただく場合があります。
「電話番号」は必ず日中連絡がとれる番
号を入力してください。

10 入力後、「確認」ボタンをクリックしてください。

お取引内容をご確認いただき、同
意いただけましたらチェックのう
え、「同意する」ボタンをクリック
してください。

購入されるファンドのリスクや手数料等の大事な説明ですので必ず内容
をご確認ください。

本欄は、ＮＩＳＡ口座を開設いただいているお客さまのみ表示されます。
ＮＩＳＡ預り優先で購入される場合は、「ＮＩＳＡ預り優先」ボタンを
チェック願います。

※直近（90日以内）のお取引がある場合、
　「お取引に関するご確認のお願い」画面が表示されます。

投資信託説明書等をご確認のうえ、注文内容をご入力ください。

投資信託購入（ファンドの購入）
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注文完了をご確認ください。

※ご注意
ご購入代金は14：00以降、お客さまが証券口座開設申込み時にご指定いただいた預金口座から引き落としさせてい
ただきますので、必ず14：00までにご入金願います。
万が一、金額が不足する場合には、購入注文を取消させていただきます。
また、複数の購入注文がある場合で、その購入総額が指定預金口座の残高を超える場合、いずれの引落しを行うかは
当行の任意とさせていただき、ＮＩＳＡ購入優先も含め、必ずしもお客さまの意向に沿った購入とはならない旨をあ
らかじめご了承ください。

操作手順

11
「購入内容」に間違いがなければ、
「取引パスワード」を入力してくだ
さい。

12「取引パスワード」の入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。

購入内容をご確認ください。

投資信託購入（ファンドの購入）

13 お客さまのご注文（購入）の受付が完了したことをご確認ください。
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「ＮＩＳＡ預り」と「特定預り」など異なる預り区分で保有いただいているファンドには「詳細開」ボタンが表示され、ク
リックすると預り区分ごとの内容をご確認いただけます。

※直近（90日以内）のお取引がある場合
　「お取引に関するご確認のお願い」画面が表示されます。

操作手順

1 投資信託「解約」メニューを選択
（クリック）してください。

2 解約するファンドの「解約」ボタン
をクリックしてください。

※�「預り残高明細」メニューからも
解約を行うことができます。

解約するファンドをお選びください。

◆お取引いただいているファンドを解約する際の手順です。◆

投資信託解約（ファンドの解約）

3

残高のすべてを解約する場合には
「すべて」を、一部のみの場合には
「一部」をお選びください。
一部のみの場合、解約される金額
をご入力願います。

4 電話番号を入力してください。

当行から取引の確認についてご連絡さ
せていただく場合があります。
「電話番号」は必ず日中連絡がとれる番
号をご入力ください。

お取引内容をご確認いただき、同
意いただけましたら「上記につい
て同意しました。」にチェックのう
え、「同意する」ボタンをクリック
してください。
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注文完了をご確認ください。

操作手順

5
「解約内容」に間違いがなければ、
「取引パスワード」を入力してくだ
さい。

6 「取引パスワード」の入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。

解約内容をご確認ください。

投資信託解約（ファンドの解約）

7 お客さまのご注文（解約）の受付が
完了したことをご確認ください。
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取消注文内容をご確認ください。

取消注文完了をご確認ください。

操作手順

1 「注文照会／取消」メニューを選択（クリック）してください。

2
注文一覧から取消しする取引を選
び「取消」ボタンをクリックしてく
ださい。

※注意
　取消は14：00までしか行えません。

取消すファンド取引をお選びください。

◆購入／解約のお申込みを取消する際の手順です。◆

投資信託注文取消

3
「取消内容」に間違いがなければ、
「取引パスワード」を入力してくだ
さい。

4 「取引パスワード」の入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。

5 お客さまのご注文（取消）の受付が
完了したことをご確認ください。
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お客さまの基本情報を入力（確認）してください。

操作手順

1
投信定時定額の「新規申込」メ
ニューを選択（クリック）してくだ
さい。

2
ファンド名称または選択項目を入
力し、「表示条件変更」ボタンをク
リックすることでファンドを検索
できます。

3 該当するファンドが表示されます。

4 新規申込みするファンドの「申込」
ボタンをクリックしてください。

投信定時定額購入サービス契約を申込むファンドをお選びください。

◆投信定時定額購入サービス契約を申込む際の手順です。◆

投信定時定額購入サービス新規申込

5
質問が表示されますのですべての
質問に回答（チェック）してくださ
い。

6 すべての質問に回答（チェック）後
「次へ」をクリックしてください。

※��今回の運用資金、資産運用に関する質
問以外の項目について以前にご回答
いただいている場合は、前回のご回答
内容が表示されています。
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操作手順

7
投資信託説明書（目論見書）の「表
示」ボタンをクリックし、内容をご
確認ください。

8 補完書面の「表示」ボタンをクリッ
クし、内容をご確認ください。

※内容確認後、「確認しました」に
チェックをつけてください。

9 「毎月の買付金額」、「電話番号」などを入力してください。

当行から取引の確認についてご連絡さ
せていただく場合があります。
「電話番号」は、必ず日中連絡がとれる番
号を入力してください。

10 入力後、「確認」ボタンをクリックしてください。

購入されるファンドのリスクや手数料等の大事な説明ですので必ず内容
をご確認ください。

本欄は、ＮＩＳＡ口座を開設いただいているお客さまのみ表示されます。
ＮＩＳＡ預り優先でご契約される場合は、「優先する」にチェック願います。

契約内容をご確認ください。

投資信託説明書等をご確認のうえ、注文内容をご入力ください。

投信定時定額購入サービス新規申込

11
「契約内容」に間違いがなければ、
「取引パスワード」を入力してくだ
さい。

12「取引パスワード」の入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。

お申込日が、毎月の買付日（10日［銀行
休業日の場合は翌営業日］）の９営業日
前の15時までの場合は、翌月から引落
しが開始され、15時以降の場合は、翌々
月からの引落しとなります。　
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契約完了をご確認ください。

操作手順

13
お客さまのご注文（定時定額契約
申込）の受付が完了したことをご
確認ください。

投信定時定額購入サービス新規申込
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操作手順

1
投信定時定額購入サービス「契約
内容照会／変更」メニューを選択
（クリック）してください。

2

ご契約内容から変更するファンド
を選び、「変更」ボタンをクリック
してください。
ご変更いただけない期間中、「変更」
ボタンは非表示となります。

※�ご変更いただけない期間は、毎月の買
付日（10日［銀行休業日の場合は翌営
業日］）の９営業日前の15時以降から
買付日までとなります。

3
質問が表示されますのですべての
質問に回答（チェック）してくださ
い。

4 すべての質問に回答（チェック）後
「次へ」をクリックしてください。

※�今回の運用資金、資産運用に関する質
問以外の項目について以前にご回答
いただいている場合は、前回のご回答
内容が表示されています。

◆お取引いただいている投信定時定額購入サービスの契約内容を変更・解除する際の手順です。◆

投信定時定額購入サービス契約内容照会／変更

契約内容の変更 　
契約内容を変更するファンドをお選びください。
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契約内容をご確認ください。

契約変更完了をご確認ください。

操作手順

5
投資信託説明書（目論見書）の「表
示」ボタンをクリックし、内容をご
確認ください。

6 補完書面の「表示」ボタンをクリッ
クし、内容をご確認ください。

※�内容確認後、「確認しました」に
チェックをつけてください。

7 「変更する内容」および「電話番号」を入力してください。

当行から取引の確認についてご連絡さ
せていただく場合があります。
「電話番号」は必ず日中連絡がとれる番
号を入力してください。

8 入力後「確認」ボタンをクリックし
てください。

投信定時定額購入サービス契約内容照会／変更

9
「契約内容」に間違いがなければ、
「取引パスワード」を入力してくだ
さい。

10「取引パスワード」の入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。

お申込日が、毎月の買付日（10日［銀行
休業日の場合は翌営業日］）の９営業日
前の15時までの場合は、翌月から引落
しが開始され、15時以降の場合は、翌々
月からの引落しとなります。

11
お客さまのご注文（契約内容変更）
の受付が完了したことをご確認く
ださい。
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解除する内容をご確認ください。

解除の完了をご確認ください。

※ご注意
投信定時定額サービスの契約を解除（買付を中止）した場合でも、それまでに積み立てたファンドは保有したままで
す。ファンドの解約は別途手続きが必要となります。

操作手順

1
投信定時定額購入サービス「契約
内容照会／変更」メニューを選択
（クリック）してください。

2

ご契約内容から契約を解除する
ファンドを選び、「終了」ボタンを
クリックしてください。
契約解除を行えない期間中、「終
了」ボタンは非表示となります。

※�契約解除を行えない期間は、毎月の買
付日（10日［銀行休業日の場合は翌営
業日］）の９営業日前の15時以降から
買付日までの期間となります。

投信定時定額購入サービス契約内容照会／変更

契約の解除 　
契約を解除するファンドをお選びください。

3
「解除する内容」に間違いがなけれ
ば、「取引パスワード」を入力して
ください。

4 「取引パスワード」の入力後、「実行」ボタンをクリックしてください。

お申込日が、毎月の買付日（10日［銀行
休業日の場合は翌営業日］）の９営業日
前の15時までの場合は、翌月に解約が
反映され、15時以降の場合は、翌々月か
ら解約が反映されます。

5
お客さまのご注文（契約解除）の受
付が完了したことをご確認くださ
い。
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契約取消内容をご確認ください。

契約取消完了をご確認ください。

操作手順

1
投信定時定額の「契約内容照会／
変更」メニューを選択（クリック）
してください。

2
お申込みのファンド一覧から取消
する取引を選び「取消」ボタンをク
リックしてください。

※ご注意
取消は15：00までしか行えません。

投信定時定額購入サービス契約取消
◆投信定時定額購入サービス契約の申込を取消する際の手順です。◆

契約のお申込みを取消するファンドをお選びください。

3
「取消内容」に間違いがなければ、
「取引パスワード」を入力してくだ
さい。

4
「取引パスワード」の入力後、「実
行」ボタンをクリックしてくださ
い。

5
お客さまのご注文（契約取消）の受
付が完了したことをご確認くださ
い。
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操作手順

1 「取引履歴」メニューを選択（クリック）してください。

2 表示条件を入力後「表示条件変更」
ボタンをクリックしてください。

＜基準指定＞
「約定日」または「受渡日」を選択して
ください。
＜期間指定＞
　指定する期間を入力してください。
＜取引指定＞
指定する取引項目をチェックしてく
ださい。
＜並び順指定＞
指定する表示順をチェックしてくだ
さい。

3 お客さまが指定された条件に該当
する取引履歴が一覧表示されます。

◆取引履歴をご確認いただく際の手順です。◆

取引履歴
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操作手順

1 「預り残高明細」メニューを選択（クリック）してください。

2 内容をご確認ください。

※�本画面からファンドの追加購入およ
び解約も可能です。

◆預り残高の明細をご確認いただく際の手順です。◆

◆運用損益をご確認いただく際の手順です。◆

預り残高明細

運用損益

操作手順

1 「運用損益」メニューを選択（クリック）してください。

2
表示内容および算出基準の項目から
確認したい内容を選択し「表示条
件変更」ボタンをクリックしてく
ださい。

3 表示された運用損益をご確認くだ
さい。
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操作手順

1 「譲渡損益」メニューを選択（クリック）してください。

2 表示された譲渡損益をご確認くだ
さい。

◆譲渡損益をご確認いただく際の手順です。◆

譲渡損益
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操作手順

1
「電子交付」
「電子交付サービス」メニューを選
択（クリック）してください。

2 「閲覧」ボタンをクリックしてください。

◆電子交付による各種お知らせ等をご確認いただく際の手順です。◆

電子交付

5 「表示」ボタンをクリックすると内容が表示されます。

6
「ダウンロード」ボタンをクリック
すると文書のダウンロードができ
ます。

7
「保存箱へ移動」ボタンをクリック
すると選択した文書が保存箱へ保
存されます。

3 ご覧になりたいお知らせを絞り込
んで表示できます。

4
件名欄に表示の文書をクリックす
ると選択した電子交付書面の詳細
画面に移動します。

「表示」ボタンをクリックすると
内容をご確認いただけます。

「保存箱を見る」ボタンをクリッ
クすると保存箱に保存した文書
をご確認いただけます。
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操作手順

1
「各種照会」
「お客さま情報照会」メニューを選
択（クリック）してください。

2 内容をご確認ください。

操作手順

1
「各種照会」
「ＮＩＳＡ口座利用状況照会」メ
ニューを選択（クリック）してくだ
さい。

2 内容をご確認ください。

「お客さま情報」の確認

操作手順

1
「各種照会」
「投信口座情報照会」メニューを選
択（クリック）してください。

2 内容をご確認ください。

「投信口座情報照会（利用口座一覧照会）」の確認

「ＮＩＳＡ口座利用状況」の確認

◆各種情報の照会やお手続きを行う際の手順です。◆

各種照会・お手続き
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操作手順

1
「メール設定」
「メール設定」メニューを選択（ク
リック）してください。

メールアドレスは３つまで登録
することができます。

アドレスを変更する場合は、該当
の「変更」ボタンをクリックして
ください。

メールの受信設定を変更する場
合、「設定変更」ボタンをクリック
願います。

各種照会・お手続き

「メールの変更、追加登録」のお手続き

移動後の画面の案内に従い、メールアドレス等の入力をお願いいたします。
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操作手順

1
「セキュリティ設定」
「ユーザーＩＤ変更」メニューを選
択（クリック）してください。

2
新しいユーザーＩＤを入力後、「確
認」ボタンをクリックしてくださ
い。

3 取引パスワードを入力後、「実行」
ボタンをクリックしてください。

4 変更手続きが完了したことをご確
認ください。

「ユーザーＩＤ」の変更

◆パスワード等セキュリティの設定変更を行う際の手順です。◆

セキュリティ設定
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操作手順

1
現在の「ログインパスワード」と新
しい「ログインパスワード」をそれ
ぞれ入力してください。

2 「実行」ボタンをクリックしてください。

3 変更手続きが完了したことをご確
認ください。

操作手順

1
現在の「取引パスワード」と新しい
「取引パスワード」をそれぞれ入力
してください。

2 「実行」ボタンをクリックしてください。

3 変更手続きが完了したことをご確
認ください。

ログインパスワードの変更

取引パスワードの変更

セキュリティ設定
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操作手順

1
失念のお届出により、当行から郵
送で再発行しました「（仮）ユー
ザーＩＤ」を入力してください。

2
従来よりご使用いただいている
「ログインパスワード」を入力して
ください。

※�セキュリティの観点から「ユーザー
ＩＤ」は変更していただくことをお
勧めいたします。

3
「セキュリティ設定」
「ユーザーＩＤ変更」メニューを選
択（クリック）してください。

4
新しいユーザーＩＤを入力後、「確
認」ボタンをクリックしてくださ
い。

5 取引パスワードを入力後、「実行」
ボタンをクリックしてください。

6 変更手続きが完了したことをご確
認ください。

ユーザーＩＤの失念による再登録

◆お客さま情報等の再登録を行う際の手順です。◆

その他
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操作手順

1
従来よりご使用いただいている
「ユーザーＩＤ」を入力してくださ
い。

2
失念のお届出により、当行から郵
送で再発行しました「（仮）ログイ
ンパスワード」を入力してくださ
い。

3 再発行された「（仮）ログインパス
ワード」を入力してください。

4
「（仮）ログインパスワード」とは異
なる「新しいパスワード」を入力し
てください。

5 入力後、「登録」ボタンをクリック
してください。

6 手続きが完了したことをご確認く
ださい。

ログインパスワードの失念による再登録

その他
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操作手順

1
従来よりご使用いただいている
「ユーザーＩＤ」を入力してくださ
い。

2
従来よりご使用いただいている
「ログインパスワード」を入力して
ください。

3
失念のお届出により、当行から郵
送で再発行しました「（仮）取引パ
スワード」を入力してください。

4
「（仮）取引パスワード」とは異なる
「新しいパスワード」を入力してく
ださい。

5 入力後、「登録」ボタンをクリック
してください。

6 手続きが完了したことをご確認く
ださい。

取引パスワードの失念による再登録

その他
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