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② より実行す
る機能を選択し、
クリックしてくだ
さい

①「しんきん個人イ
ンターネットバ

ンキング」の

「メニュー」画面

より、「外貨」

をクリックしてく

ださい

「外貨インターネットバンキング」のご利用方法

外貨普通預金 外貨普通預金口座の開設、入金、出金を行います。

外貨定期預金 外貨定期預金口座の開設、解約、照会を行います。

外貨取引状況照会 ＩＢサービスで取引している外貨預金の取引状況を照会します。

外貨予約取消 ＩＢサービスで行った外貨預金取引の予約取消を行います。

外貨アンケート照会 外貨普通・定期預金口座の開設時に回答した外貨アンケートの
回答の照会を行います。

静信太郎 様の代表口座

１２３４５６７



■主な操作方法

商品・サービス関連 ０１２０-６９２-３３３(市場金融部)
ご意見・ご要望等 ０１２０-００１-７７２
お電話承り時間 平日９:００～１７:００

（土・日・祝日および１２/３１～１/３を除く）

各種お問い合わせは、
右記まで。

１．外貨普通預金

ⅰ 外貨普通預金の新規開設と預入を行う………… 3～14
ⅱ 開設済みの外貨普通預金に入金する…………… 15～19
ⅲ 開設済みの外貨普通預金から出金する…………20～24
ⅳ 外貨普通預金の残高照会を行う…………………… 25～26
ⅴ 外貨普通預金の入出金明細照会を行う…………27～28

２．外貨定期預金

ⅰ 外貨定期預金の新規開設と預入を行う………… 29～34
ⅱ 外貨定期預金口座の解約予約を行う…………… 35～38
ⅲ 外貨定期預金口座の照会を行う…………………… 39～40

３．外貨取引照会………………………………………………………  41～42
４．外貨予約取消………………………………………………………  43～44
５．外貨アンケート照会……………………………………………… 45



③ 「取引通貨の選択」より取引通貨を選択します

「項目」より「新約」を選び、「選択」をクリックします

１．外貨普通預金

ⅰ 外貨普通預金の新規開設と預入を行う

① 「しんきん個人インターネットバンキング」の「メニュー」画面より をクリックします

② 「外貨」より を選択します外貨普通預金

外貨

取引を選択をします

こちらに表示される相場は直近に公表された店頭相場です。
※予約時間帯は、この相場でのお取引とはなりませんのでご注意ください。
※即時取引時間帯の実際のお取引相場は、この相場より５０銭優遇となります。



取引を行う目的は複数選択可能、
職業はいずれかひとつを選択します。

その他を選択した場合は、テキスト
ボックスに３０文字以内で入力します。

取引時確認を入力をします

① 「取引を行う目的」、 「職業」を選択します

「次へ」をクリックします

※取引時確認は初回の取引時のみ入力が必要となります



③ 「次へ」をクリックします

② ご入力内容をご確認のうえ、「登録」をクリックします



外貨アンケートを入力をします

①商品の選択に関する事項を
選択します

で、お取引の動機を選

択します。

その他を選択した場合は３０

文字以内で入力します

で、お客様の資産運用

の目的、資金性格および運

用期間を選択します

②その他確認事項を に

入力します

・「運用予定額」に外貨預金で

の運用予定額を入力します

・「年収」に年収額を入力しま

す（年金収入や家賃収入等

その他の収入も含めます）

・「金融資産」に現金、預貯金、

債権、株式、投資信託、年

金保険、金融派生商品等の

総額を入力します

・「リスク資産」に公共債、公

社債投信、株式投信、株式、

外貨預金、外国債券、変額

年金・外貨建て保険等の運

用実績により元本割れを生

じる可能性がある商品の総

額を入力します

③ で、投資経験・知識のあ

り・なしを選択します

投資経験のある場合は年数

を入力します

④「次へ」 をクリックします

※外貨アンケートは初回の取引時のみ入力が必要となります



⑤ご入力内容をご確認

後、「アンケート回答確

認」 欄をクリックし

ます

※適合基準を満たして

いる場合、本項目は

表示されません

⑥「登録」 をクリッ

クします

⑦「次へ」 をクリッ

クします



注意事項の確認を入力をします

① をクリックすると、商品

情報関連が表示されます

をクリックすると、相場・

金利情報が表示されます

をクリックすると、外貨

取引のサービス時間帯が

表示されます

② 「事前の確認」の内容を確

認し、 をチェックします

チェック前に「事前の確

認」をご一読ください

※本項目にチェックが入って

いないと次の処理へ進みま

せんのでご注意ください

③ をチェックします

チェック後に をクリッ

クし、「契約締結前交付書

面」をご一読ください

※本項目にチェックが入って

いないと次の処理へ進みま

せんのでご注意ください

④ 「同意」 をクリックし

ます



＜表示見本１＞



＜表示見本２＞



取引内容を入力をします ① 円貨の「引落口座」

を選び「選択」をク

リックします

※引落口座は外貨イン

ターネットバンキングのお

申込店の代表口座およ

びサービス利用口座が

表示されます。

※引落口座の追加もしく

は削除をご希望の場合

はお申し出ください。

※引落口座は残高の有無

にかかわらず表示されま

す。残高が不足した口座

を選択した場合、取引が

成立しない場合がござい

ますのでご注意ください

③ 「預入金額」

を入力します

「外貨指定」か「円
指定」のいずれかを
選択します。

通貨指定した欄へ
金額を入力します。

④ 「次へ」 をク

リックします

※（１） 即時時間帯の場合

取引の時間が予約時間帯である
場合はその旨が表示されます

② 「適用相場」

をご確認ください

※実際の適用相場と

なります（店頭相場よ

り５０銭優遇）

１２３４５６７

１２３４５６７

取引の時間が予約時間帯である
場合はその旨が表示されます

１２３４５６７

取引の時間が予約時間帯である
場合はその旨が表示されます



取引内容入力 ➡ 取引内容確認 ➡ 取引結果

⑤ 設定内容を確認し、

よろしければ「実行」

をクリックします

外貨普通新約

1234567

外貨普通(豪ドル) 0000012

1234567

⑥ 外貨普通預金の

新約が完了しまし

た

※取引状況が「成

立」となっていること

をご確認ください。

※出金口座より即時

にお引落しさせてい

ただいております。



※（２）予約時間帯の場合

② 「予約取消設定」

欄 を入力し

ます

※半角数字で小数点第

２位まで入力できます。

③ 「預入金額」

を入力します

「外貨指定」か「円
指定」のいずれか
を選択します。

通貨指定した欄
へ金額を入力しま
す。

④ 「次へ」 を

クリックします

① 円貨の「引落口

座」 を選び

「選択」をクリックし

ます

※引落口座は外貨イン

ターネットバンキング

のお申込店の代表口

座およびサービス利用

口座が表示されます。

※引落口座の追加もし

くは削除をご希望の場

合はお申し出ください。

※引落口座は残高の有

無にかかわらず表示さ

れます。残高が不足し

た口座を選択した場合、

取引が成立しない場

合がございますのでご

注意ください

取引の時間が予約時間帯である
場合に表示されます

1234567

取引の時間が予約時間帯である
場合に表示されます

1234567



⑤ 設定内容を確認し、よ

ろしければ「実行」

をクリックします

⑥ 外貨普通預金、新約

のお申込が完了しまし

た

※この段階ではまだお取

引の「予約」状態です。お

取引の実行は次回の相

場公表時点となります。

※後日必ず「外貨取引状

況照会」（Ｐ．４１参照）に

て結果をご確認ください。

相場公表後に「取引状

況照会」にて取引状況が

「成立」に変更されていれ

ば、外貨普通預金口座

が作成され、出金口座か

らのお引落しが実行され

ています。

1234567

取引の時間が予約時間帯である
場合に表示されます

1234567

取引の時間が予約時間帯である
場合に表示されます



ⅱ 開設済みの外貨普通預金に入金する

取引を選択します

① 「しんきん個人インターネットバンキング」の「メニュー」画面より をクリックします外貨

② 「外貨」より を選択します外貨普通預金

③ 「取引通貨の種類」より取引通貨を選択します

「項目」より「入金」を「選択」します

こちらに表示される相場は直近に公表された店頭相場です。
※予約時間帯は、この相場でのお取引とはなりませんのでご注意ください。
※即時取引時間帯の実際のお取引相場は、この相場より５０銭優遇となります。



注意事項の確認を入力をします

① をクリックすると、商

品情報関連が表示され

ます

をクリックすると、相

場・金利情報が表示され

ます

をクリックすると、外

貨取引のサービス時間

帯が表示されます

② 「事前の確認」の内容を

確認し、 をチェックし

ます

チェック前に「事前の確

認」をご一読ください

※本項目にチェックが入っ

ていないと次の処理へ進

みませんのでご注意くださ

い

③ 「同意」 をクリック

します



取引内容を入力をします ① 円貨の「引落口座」

を選び「選択」

をクリックします

※引落口座は外貨イ

ンターネットバンキン

グのお申込店の代表

口座およびサービス

利用口座が表示され

ます。

※引落口座の追加も

しくは削除をご希望の

場合はお申し出くださ

い。

※引落口座は残高の

有無にかかわらず表

示されます。残高が

不足した口座を選択

した場合、取引が成

立しない場合がござ

いますのでご注意くだ

さい

② 外貨の「入金口

座」 を選び

「選択」をクリック

します

※入金口座はイン

ターネットバンキン

グ上で作成した外

貨普通預金口座

が表示されます。

※入金口座の追加

もしくは解約をご

希望の場合はお

申し出ください。

1234567

取引の時間が予約時間帯である
場合はその旨が表示されます

取引の時間が予約時間帯である
場合はその旨が表示されます



④ 「預入金額」 を入

力します

「外貨指定」か「円指
定」のいずれかを選択し
ます。

通貨指定した欄へ金
額を入力します。

⑤ 「次へ」 をクリック

します

⑥ 設定内容を確認し、よろ

しければ「実行」 を

クリックします

③ 欄…

※（１）即時取引時間帯

適用相場をご確認くださ

い

※（２）予約時間帯

「予約取消設定」欄を入

力します

※半角数字で小数点第２

位まで入力できます。

1234567

取引の時間が予約時間帯である
場合はその旨が表示されます

（１）即時取引時間帯の表示

（２）予約時間帯の表示

1234567

（２）予約時間帯の表示

取引の時間が予約時間帯である
場合はその旨が表示されます

（１）即時取引時間帯の表示



1234567

（１）即時取引時間帯の表示

（２）予約時間帯の表示

取引の時間が予約時間帯である
場合はその旨が表示されます

⑦ 外貨普通預金

の入金（予約時

間帯は入金の

お申し込み）が

完了しました

※（１） 即時取

引時間帯は、リ

アルタイムで出

金口座より出金

いたします。

※（２） 予約取

引時間帯のお

取引の場合は、

後日必ず「外貨

取引状況照会」

（Ｐ．４１参照）に

て結果をご確認

ください

＜予約時間帯のご注意事項＞

・ 予約時間帯は、この段階ではまだお取引の「予約」状態です。お取引の実行は

次回の相場公表時点となります。

・ 相場公表後に「取引状況照会」にて取引状況が「成立」に変更されていれば、

外貨普通預金に入金され、出金口座からのお引落しが実行されています。



ⅲ 開設済みの外貨普通預金から出金する

取引を選択します

① 「しんきん個人インターネットバンキング」の「メニュー」画面より をクリックします外貨

② 「外貨」より を選択します外貨普通預金

③ 「取引通貨の種類」より取引通貨を「選択」します

「項目」より「出金」を「選択」します

こちらに表示される相場は直近に公表された店頭相場です。
※予約時間帯は、この相場でのお取引とはなりませんのでご注意ください。
※即時取引時間帯の実際のお取引相場は、この相場より５０銭優遇となります。

＜外貨額指定での出金時の注意事項
＞

・本操作より出金可能な外貨額は
「整数」単位となっております。
（例:US$1.00）
・口座残高を「０」にされたいなど、
端数の出金をご希望の場合は、店頭
窓口までお問い合わせください。



注意事項の確認を入力をします
① をクリックすると、

商品情報関連が表

示されます

をクリックすると、

相場・金利情報が

表示されます

をクリックすると、

外貨取引のサービ

ス時間帯が表示さ

れます

② 「事前確認」の内

容を確認し、

をチェックします

チェック前に「事

前確認」をご一読

ください

※「事前確認」の同意

にチェックが入ってい

ないと次の処理へ進

みませんのでご注意

ください

③ 「同意」 をク

リックします



取引内容を入力をします

① 外貨の「引落口座」

を選び「選択」をクリック

します

※引落口座はインターネッ

トバンキング上で作成した

外貨普通預金口座が表示

されます。

※引落口座の追加もしくは

解約をご希望の場合はお

申し出ください。

※引落口座は残高の有無

にかかわらず表示されま

す。残高が不足した口座を

選択した場合、取引が成

立しない場合がございます

のでご注意ください

② 円貨の「入金口座」

を選び「選択」をクリッ

クします

※入金口座はインターネット

バンキングのお申込店の

代表口座およびサービス

利用口座が表示されます。

※入金口座の追加もしくは

削除をご希望の場合はお

申し出ください。

取引の時間が予約時間帯である
場合はその旨が表示されます

取引の時間が予約時間帯である
場合はその旨が表示されます

1234567



④ 「出金金額」

を入力します

「外貨指定」か「円
指定」のいずれか
を選択します。

通貨指定した欄
へ金額を入力しま
す。

⑤ 「次へ」 をク

リックします

⑦ 設定内容を確認し、

よろしければ「実行」

をクリックします

⑥ 資金移動の認

証を実施します

③ 欄…

※（１）即時取引時間

帯

適用相場をご確認

ください

※（２）予約時間帯

「予約取消設定」欄

を入力します

※半角数字で小数点第

２位まで入力できます。

1234567

取引の時間が予約時間帯である
場合はその旨が表示されます

1234567

（１）即時取引時間帯の表示

（１）即時取引時間帯の表示

（２）予約時間帯の表示

1234567

21,286円 （２）予約時間帯の表示

（２）予約時間帯の表示

取引の時間が予約時間帯である
場合はその旨が表示されます

＜外貨額指定での出金時の注意
事項＞
・本操作より出金可能な外貨額
は「整数」単位となっておりま
す。（例:US$1.00）
・口座残高を「０」にされたい
など、端数の出金をご希望の場
合は、店頭窓口までお問い合わ
せください。



取引の時間が予約時間帯である
場合はその旨が表示されます

⑧ 外貨普通預金の

出金（予約時間帯

は出金のお申し込

み）が完了しました

※（１） 即時取引時

間帯は、リアルタイ

ムで入金口座に入

金いたします。

※（２） 予約取引時

間帯のお取引の場

合は、後日必ず「外

貨取引状況照会」

（Ｐ．４１参照）にて

結果をご確認くださ

い。

（１）即時取引時間帯の表示

預入金額

1234567

（２）予約時間帯の表示

＜予約時間帯のご注意事項＞

・ 予約時間帯は、この段階ではまだお取引の「予約」状態です。お取引の実行は次

回の相場公表時点となります。

・ 相場公表後に「取引状況照会」にて取引状況が「成立」に変更されていれば、外貨

普通預金より出金され、入金口座へのご入金が実行されています。



静信太郎 様の代表口座

①「しんきん個人イ

ンターネットバ

ンキング」の

「メニュー」画面

より、「残高照

会」 をク

リックしてくださ

い

１２３４５６７

１２３４５６７

０００００１２

０００００３４

②残高照会を行う

口座を選び、「照

会」 をクリッ

クしてください

＜ご注意事項＞

・ 残高照会の照会可能時間は、営業日の

相場公表後（米ドル１０時、豪ドル・ユーロ１１時） ～ ２２：００ までとなっております。

上記以外の時間帯は「エラー」表示となりますので、ご了承ください。

ⅳ 外貨普通預金の残高照会を行う



③残高照会が完了

いたしました。

０００００１２

シズシン タロウ

続けて「入出金明細」をご
照会の場合はクリックして

ください

＜ご注意事項＞

・ 残高照会の照会可能時間は、営業日の

相場公表後（米ドル１０時、豪ドル・ユーロ１１時） ～ ２２：００ までとなっております。

上記以外の時間帯は「エラー」表示となりますので、ご了承ください。



静信太郎 様の代表口座

①「しんきん個人イ

ンターネットバ

ンキング」の

「メニュー」画面

より、「入出金明

細照会」

をクリックしてく

ださい

１２３４５６７

１２３４５６７

０００００１２

０００００３４

② より照会

範囲を選択しま

す。

入出金明細照会

を行う口座を選

び、「明細を見

る」 をクリッ

クしてください

照会可能期間は本日より２ヶ月前ま
でとなっております。

ⅴ 外貨普通預金の入出金明細照会を行う



③入出金明細照会

が完了いたしま

した。

０００００３４

０００００３４

シズシン タロウ



２．外貨定期預金

ⅰ 外貨定期預金の新規開設と預入を行う

取引を選択をします

① 「しんきん個人インターネットバンキング」の「メニュー」画面より をクリックします外貨

② 「外貨」より を選択します外貨定期預金

③ 「取引通貨の種類」より取引通貨を選択します

「項目」より「新約（円貨振替）」または「新約（外貨振替）」を選び「選択」をクリックします

こちらに表示される相場は直近に公表された店頭相場です。
※予約時間帯は、この相場でのお取引とはなりませんのでご注意ください。
※即時取引時間帯の実際のお取引相場は、この相場より５０銭優遇となります。



取引時確認を入力をします

外貨アンケートを入力をします

※外貨アンケートは初回の取引時のみ入力が必要となります
入力につきましてはＰ．４～５をご参照ください。

※外貨アンケートは初回の取引時のみ入力が必要となります
入力につきましてはＰ．６～７をご参照ください。

注意事項の確認を入力をします
① をクリックすると、商品

情報関連が表示されます

をクリックすると、相場・

金利情報が表示されます

をクリックすると、外貨

取引のサービス時間帯が

表示されます

② 「事前の確認」の内容を確

認し、 をチェックします

チェック前に「事前の確認」

をご一読ください

※本欄にチェックが入っていな

いと次の処理へ進みませんの

でご注意ください

③ をチェックします

Ｅをチェック後に をク

リックし、「契約締結前交付

書面」をご一読ください

※本欄にチェックが入っていな

いと次の処理へ進みませんの

でご注意ください

④ 「同意」 をクリックし

ます



取引内容を入力をします

※（１）即時取引時間帯の場合

① 円貨の「引落口

座」 を選び

「選択」をクリックし

ます

※引落口座は外貨イン

ターネットバンキングの

お申込店の代表口座

およびサービス利用口

座が表示されます。

※引落口座の追加もしく

は削除をご希望の場合

はお申し出ください。

※引落口座は残高の有

無にかかわらず表示さ

れます。残高が不足し

た口座を選択した場合、

取引が成立しない場合

がございますのでご注

意ください

④ 「預入期間」

を選択します

⑤ 「満期日取扱方法」

を選択します

⑥ 「次へ」 をク

リックします

② 「適用相場」

をご確認ください

※実際の適用相場と

なります（店頭相場よ

り５０銭優遇）

7777777

取引の時間が予約時間帯である
場合はその旨が表示されます

7777777

③ 「預入金額」

を入力します

「外貨指定」か「円
指定」のいずれかを
選択します。

通貨指定した欄へ
金額を入力します。



⑧ 外貨定期預金の新

約が完了しました

※取引状況が「成立」

となっていることをご

確認ください。

※出金口座より即時

にお引落しさせてい

ただいております。
7777777

0000050

7777777 ⑦ 設定内容を確認

し、よろしければ

「実行」 をク

リックします



※（２）予約時間帯の場合 ① 円貨の「引落口座」

を選び「選択」をクリッ

クします

※引落口座は外貨インター

ネットバンキングのお申込

店の代表口座およびサー

ビス利用口座が表示され

ます。

※引落口座の追加もしくは

削除をご希望の場合はお

申し出ください。

※引落口座は残高の有無

にかかわらず表示されま

す。残高が不足した口座を

選択した場合、取引が成

立しない場合がございます

のでご注意ください

② 「予約取消設定」欄

を入力します

※半角数字で小数点第

２位まで入力できます。

③ 「預入金額」 を

入力します

「外貨指定」か「円指
定」のいずれかを選択
します。

通貨指定した欄へ金
額を入力します。

※円指定からの５千通貨
単位相当でのお取引は
適用相場によって金利
段階が異なるのでご注
意ください

④ 「預入期間」 を

選択します

⑤ 「満期日取扱方法」

を選択します

⑥ 「次へ」 をクリッ

クします

取引の時間が予約時間帯である
場合に表示されます

普通預金 7777777

外貨定期新約（円貨振替）

取引の時間が予約時間帯である
場合に表示されます

7777777



⑦ 設定内容を確認し、

よろしければ「実行」

をクリックします

取引の時間が予約時間帯である
場合に表示されます

⑧ 外貨定期預金の新

約のお申込が完了

しました

※後日必ず「外貨取

引状況照会」（Ｐ．４

１参照）にて結果を

ご確認ください。外

貨普通預金の新約

のお申込が完了し

ました

7777777

取引の時間が予約時間帯である
場合に表示されます

＜予約時間帯のご注意事項＞

・ この段階ではまだお取引の「予約」状態で す。お取引の実行は次回の相場公表時

点となります。

・ 相場公表後に「取引状況照会」にて取引状況が「成立」に変更されていれば、外貨

定期預金が作成され、出金口座からのお引落しが実行されています。



ⅱ 外貨定期預金口座の解約予約を行う

取引を選択をします

① 「しんきん個人インターネットバンキング」の「メニュー」画面より をクリックします外貨

② 「外貨」より を選択します外貨定期預金

※満期日の解約予約のみのお取扱いとなります。

為替予約のご締結ならびにやむを得ず中途解約をご希望のお客様は、
店頭のみお取扱い可能となりますのでお申し出ください。

こちらに表示される相場は直近に公表された店頭相場です。
※予約時間帯は、この相場でのお取引とはなりませんのでご注意ください。
※即時取引時間帯の実際のお取引相場は、この相場より５０銭優遇となります。

③ 「取引通貨の種類」より取引通貨を選択します

「項目」より「解約予約」を「選択」します



注意事項の確認を入力をします

① をクリックすると、商

品情報関連が表示され

ます

をクリックすると、相

場・金利情報が表示され

ます

をクリックすると、外

貨取引のサービス時間

帯が表示されます

② 「事前の確認」の内容を

確認し、 をチェックし

ます

チェック前に「事前確

認」をご一読ください

※本項目にチェックが入っ

ていないと次の処理へ進

みませんのでご注意くださ

い

③ 「同意」 をクリック

します



取引内容を入力をします

② 「解約予約対象

明細」 より

解約予約する外

貨定期預金を選

択します

③ 「振込先口座選

択」 で振込

先を選択します

※振込先口座は以下の

通り

・ 円口座はインター

ネットバンキングのお

申込店の代表口座お

よびサービス利用口

座が表示されます。

・ 外貨口座はインター

ネットバンキング上で

作成した外貨普通預

金口座が表示されま

す。

※口座の追加・削除をご

希望の場合はお申し

出ください。

④ 「次へ」 を

クリックします

7777777

① 「解約予約対象口

座の選択」 よ

り解約予約する外

貨預金口座を選び

「選択」をクリックし

ます

※解約予約対象口座はイ

ンターネットバンキング上

で作成した外貨定期預金

口座が表示されます。



⑤ 資金移動の認証

を実施します

⑥ 設定内容を確認し、よ

ろしければ「実行」

をクリックします

⑦ 外貨定期預金の解約

予約が完了しました

この段階ではまだ解約

「予約の成立」状態です。

お取引の実行は満期日

の１２時半過ぎとなります。

満期日の実行時間以

降に「外貨定期口座照

会」（Ｐ．３９参照）にて「選

択した口座はすでに存在

しません」というメッセー

ジが出れば実行処理が

行われています。

振替先が円預金の場

合は、指定口座への入金

をご確認ください。

7777777

予約時間帯のお取引は「予約中」と表示されます。
翌営業日の７時まで「外貨予約取消」（Ｐ．４３参
照）より取消可能です。



ⅲ 外貨定期預金口座の照会を行う

取引を選択をします

① 「しんきん個人インターネットバンキング」の「メニュー」画面より をクリックします外貨

② 「外貨」より を選択します外貨定期預金

③ 「取引通貨の種類」より通貨を選択します

「項目」より「口座照会」を「選択」します



取引内容を入力をします

① 「口座選択」 よ

り照会したい外貨預金

口座を選び「選択」を

クリックします

② 外貨定期預金の口座

照会が完了しました
シズシンハナコ

解約実行済みの場合、こちらには「選択した口座はすでに存
在しません。」と表示されていれば処理が完了しています。



３．外貨取引照会

① 「しんきん個人インターネットバンキング」の「メニュー」画面より をクリックします外貨

② 「外貨」より を選択します外貨取引状況照会

③ 「照会明細表示」にお取引が表示されます。確認したい取引を選び「詳細」

をクリックします

※お取引が１００件を超える場合で明細の続きを確認したい場合は「照会」ボタンが

表示されます

※お取引が１００件を超える場合で明細の続きを確

認したい場合は「照会」ボタンが表示されます



④ 外貨取引状況照会が完了しました

予約中 夜間等、予約時間中のお取引を一時的にお預かりしている状態

取消済 予約取消設定により予約時間帯に自動取消となった状態
「予約取消」操作により、予約時間帯に取消を行った状態

成立 実行済みのお取引

不成立 実行できずエラーとなった状態です
お手数をおかけしますが、お取引店までご連絡ください



４．外貨予約取消

① 「しんきん個人インターネットバンキング」の「メニュー」画面より をクリックします

外貨予約取消

外貨

② 「外貨」より を選択します

③ 「照会明細表示」にお取引が表示されます。「受付番号」 より取消したい取引を選

択し、「次へ」 をクリックします

※お取引が１００件を超える場合で明細の続きを確認したい場合は「照会」ボタンが

表示されます

※ 外貨普通預金取引、外貨定期預金取引のうち、取引状況が「予約中」の取引に関して
取消を行うことができます

※お取引が１００件を超える場合で明細の続きを確

認したい場合は「照会」ボタンが表示されます

パソコン（ブラウザ）からの
操作の場合は「Ｂ」、携帯電
話（スマートフォン以外）か
らの操作の場合は「Ｍ」が表

示されます



④ 設定内容を確認し、予約取消を実行する場合は「実行」 をクリックします

⑤ 外貨予約取消が完了しました



５．外貨アンケート照会

① 「しんきん個人インターネットバンキング」の「メニュー」画面より をクリックします

② 「外貨」より を選択します

③ 外貨アンケート照会が完了しました。

※外貨アンケートの内容変更は新約お取引時のみ可能となっております

外貨

外貨アンケート照会



外貨預金に係る注意事項等

・金利環境・為替相場の変化等により、事前の告知なく適用利率・条件等を変更またはお
取扱いを中止させていただく場合がございます。

・即時お取扱時間は、相場公表*から午後２時半まで、お取扱いいたします。そのほかの
時間は予約時間帯となります。なお、外為市場が閉鎖された時、または外国為替市場が
急激に変動した時は、取引ができないことがあります。
（*相場公表…米ドル：午前１０時、ユーロ・豪ドル：午前１１時、同通貨取引：午前７時）

・ご新約は当日のＴＴＳ（電信売相場）、ご解約は当日のＴＴＢ（電信買相場）を適用します。
適用相場にはそれぞれ１米ドルあたり５０銭、１豪ドルあたり２円、１ユーロあたり９０銭の
手数料が含まれます。

・外貨預金は、預金保険制度の対象ではありません。また、マル優もご利用できません。

・外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替レートの変動により、円ベースで元本割
れとなることがあります。元本割れとは、お受取りの外貨を円貨に換算した金額が、当初
の払込円貨額を下回ることをいいます。

・NOEX取引のお取扱い
外貨現金、外貨建て送金によるお預け入れ、お引き出し等はお取扱いできません。当
金庫内、ご本人名義の同通貨のインターネットバンキング外貨普通預金、インターネット
バンキング外貨定期預金間のみ、振替可能です。（お手数料はかかりません）

外
貨
定
期
預
金

円預金

外貨普通
預金

なし（ＴＴＢレートで換算）

なし（ＴＴＳレートで換算）

なし
（ＴＴＳレートで換算）

なし
（ＴＴＢレートで換算）

なし

お取扱い時間

なし

取引内容 平日 土曜日 日曜日 祝日

即時取引
*相場公表～14：30 — — —

予約

0：00～*相場公表

(月曜日は7：00～)

14：30～24：00

0：00～22：00 8：00～24：00 0：00～24：00

(月曜日は7：00～)

＊相場公表…米ドル：午前１０時、ユーロ・豪ドル：午前１１時、同通貨取引：午前７時

●お申込み時間による取扱



https://www.shizuokayaizu-shinkin.co.jp


