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サービス概要
①サービス内容

②サービス時間

＊1　予約扱いの場合、振込･振替資金は資金移動指定日の前日までにご用意ください。資金確保できない場合は、振込･振替されません。

＊2　お振込先を申込書に記入し、窓口へご提出ください。
＊3　祝日は各曜日に含まれます。
＊4　最新情報につきましては、当行ホームページをご覧いただくか、〈だいとう〉インターネットバンキングサービスセンター
　　　（0120-018-616）へお問い合わせください。
＊5　当行本支店宛の資金移動（振込）は24:00まで、他行宛は23:50まで即時振込が可能です。
＊6　当行本支店当座預金宛の即時振込は、平日9:00～15:00です。（他行宛の当座預金はその金融機関によります）

サービス名 サービス内容

管理者･利用者管理

限度額･暗証番号･
Eメールアドレス変更等 基本情報の登録や変更ができます。

オンライン取引

残高照会 現在残高、支払可能残高、前日残高、前月末残高が照会できます。

入出金明細照会 62日間の範囲で、最大980明細の照会や期間指定の照会ができます。

取引履歴照会 過去2ヶ月の照会ができます。

資金移動（振込・振替） 当行本支店宛、他行宛の振込･振替が利用できます。（31日先まで予約できます） ＊1

資金移動予約照会/取消 過去31日分の照会/振込指定日の前日までの取消ができます。

収納サービス
（税金･各種料金の払込み）

「Pay-easy（ペイジー）」マーク入りの納入通知、請求書などにより通知さ
れた税金等を払込できます。

ファイル伝送サービス

データ登録･マスタ作成
総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替のお取扱いができます。

データ送信･受信

サービス名
ご利用可能時間 ＊3 

平　日 土曜日 日曜日

管理者･利用者管理

限度額･暗証番号･
Eメールアドレス変更等 7:00〜24:00 7:00〜24:00 7:00〜20:00

オンライン取引

残高照会 7:00〜24:00 7:00〜24:00 7:00〜20:00

入出金明細照会 7:00〜24:00 7:00〜24:00 7:00〜20:00

取引履歴照会 7:00〜24:00 7:00〜24:00 7:00〜20:00

資金移動（振込）
即時 ＊2       7:00〜24:00＊5＊6     7:00〜24:00＊5 7:00〜20:00

予約 7:00〜24:00 7:00〜24:00 7:00〜20:00

資金移動（振替）
即時 7:00〜24:00

（相手先が当座預金の場合は15:00まで）
7:00〜24:00 7:00〜20:00

予約 7:00〜24:00 7:00〜24:00 7:00〜20:00

資金移動予約照会／取消 7:00〜24:00 7:00〜24:00 7:00〜20:00

収納サービス
（税金･各種料金の払込み）

7:00〜23:45
（新規の取引開始は23:35まで）

7:00〜23:45
（新規の取引開始は23:35まで）

7:00〜20:00

ファイル伝送サービス

データ登録・マスタ作成 7:00〜24:00 7:00〜24:00 7:00〜20:00

データ送信･受信 8:00〜21:00 − −

サ
ー
ビ
ス
概
要

（2018年10月9日現在）



振込指定日の前月応当日の翌営業日から1営業日前の16：00まで　*7 
振込指定日の前月応当日の翌営業日から3営業日前の17：00まで　*8 
振込指定日の前月応当日の翌営業日から3営業日前の17：00まで　*8 
振込指定日の前月応当日の翌営業日から3営業日前の17：00まで
振替指定日の翌営業日の9：00から

＊ 7 振込資金は振込指定日の前営業日までにご用意ください。確保できない場合は、振込されません。

＊ 8 振込資金は振込指定日の3営業日前までにご用意ください。確保できない場合は、振込されません。

【契約・基本手数料(税込)】

※

【振込手数料（税込）】

【ご利用限度額（ご契約者さま）】

※ ※

Internet Explorer11

Microsoft Edge *11

Chrome78

Safari12.0

Safari13.0

＊ 9 デスクトップUIのみを動作確認対象とさせていただきます。モダンUIは動作確認対象外となります。

＊ 10 クライアント認証(電子証明書)はご利用いただけません。

＊ 11

※ OSとブラウザの組合せ等の理由で、接続やご利用ができない場合があります。

※ お客さまのパソコン環境によっては、一部の機能が動作しない場合があります。

※ 推奨環境以外のOS・ブラウザでも画面表示ができる場合がありますが、動作に不具合が生じる場合があります。

※ ご利用の際は、暗号化技術SSL128bitが正常に動作できる環境でご利用願います。

※ 最新情報につきましては、当行ホームページをご覧いただきますようお願いいたします。

※ Windows、Internet Explorerは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※ Mac OS、Safariは米国アップル社の米国およびその他の国における登録商標です。

※ Java Script を有効にしてください。

※ HTTP-Cookie を有効にしてください。

―

電子メール環境

― ― ―  　 ○＊10

パソコン
環境

OSブラウザ
Windows8.1 *9
(32bit/64bit)

Windows
10

インターネット接続環境

macOS
(10.15)

○

macOS
(10.14)

 　 ○＊10  　 ○＊10 ―

(2020年4月20日現在)

    ○＊10

―

―

―

インターネットに接続でき、HTTPSが利用できることが必要です。
電子メールソフトは特に問いませんが、正式なメールアドレスが 
取得・設定済みで、上記ブラウザで受信できる環境であることが必要です。
※フリーメールアドレスの登録は避けてください。

―

―

― 　 ○＊10

○

ー

―

4推奨環境について

資金移動および総合振込
給与・賞与振込

オンライン取引 ファイル伝送サービス
10億円(1日あたり・1回あたり)
10億円(1日あたり・1回あたり)

10億円(1回あたり)
10億円(1回あたり)

振込限度額は、お客さまがお申込時に100万円～10億円の
範囲で設定していただけます。

お申込時の設定はありませんが、上記金額の範囲内と
なります。

振替
振込

総合振込
給与振込

預金口座振替結果

プラン
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

ご利用できるサービス

オンライン取引
オンライン取引＋ファイル伝送サービス
プランⅠ・Ⅱ＋F-NET代金回収サービス

総合振込
給与振込
賞与振込
預金口座振替

従来のMicrosoft Edgeは2020年4月17日以降に順次自動アップデートにて新しいMicrosoft Edgeに切り替わる予定です。
従来のMicrosoft Edgeは自動アップデート配信が完了後、一定期間を経てサポート対象外となる予定です。

当行本支店宛 他行宛 当行同一店宛

基本手数料月額
1,650円
5,500円
5,500円

契約手数料

無料

毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に代表口座より引落させていただきます。

無料
無料 110円
330円 660円

③ファイル伝送サービスの受付期限 

④手数料、ご利用限度額 

⑤推奨環境について 
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【タブレット】電子証明書方式のお客さまは、タブレットではご利用いただけません。

※

※ OSとブラウザの組合せ等の理由で、接続やご利用ができない場合があります。

※ お客さまのパソコン環境によっては、一部の機能が動作しない場合があります。

※ 推奨環境以外のOS・ブラウザでも画面表示ができる場合がありますが、動作に不具合が生じる場合があります。

※ Safariは米国アップル社の米国およびその他の国における登録商標です。

※ Java Script を有効にしてください。

※ HTTP-Cookie を有効にしてください。

● セキュリティソフト「SaAT Netizen（サートネチズン）」について
･
･

検知･駆除する機能が市販のセキュリティソフトと異なります。
･ 詳細な機能案内･インストールについては、以下のA･Bのいずれかをクリックしてください。

（どちらも同じ画面に遷移します。）

こちら」
･ ダウンロードからインストールまでの手順は、動画でも確認することができます。

B:大東銀行ホームページの「SaAT Netizen / 不正送金やウイルスをブロック / 詳細･インストールは

インターネットに接続でき、HTTPSが利用できることが必要です。

不正送金やウイルスの対策として、無料で提供しているセキュリティソフトです。
「SaAT Netizen」はインターネットバンキングに特化したセキュリティソフトであり、不正を

A:「インターネットバンキングを安全にご利用いただくために」画面の「SaAT Netizen
インストール（無料）はこちら」

電子メールソフトは特に問いませんが、正式なメールアドレスが 

(2019年12月11日現在)

お客さまご自身でセキュリティソフトをインストールするなど、セキュリティ対策を行っていただきますようお願い

いたします。

タブレット環境では、電子証明書および当行が推奨するセキュリティ対策ソフト「SaAT Netizen」をご利用いただけません。

電子メール環境
※フリーメールアドレスの登録は避けてください。
取得・設定済みで、上記ブラウザで受信できる環境であることが必要です。

Android9

○

ー

Android8.1

○

ー

iPadOS13

ー

○

iOS12

ー

○

タブレット
環境

OSブラウザ
Chrome
Safari

インターネット環境

⑥セキュリティについて 

A 

B 
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● 「電子証明書」について

電子証明書は1つのログオンIDにつき1枚です。
※ 電子証明書を取得した端末(パソコン)の管理には、十分お気をつけください。

（盗難や第三者による不正利用にはご注意ください。）

※ 電子証明書には有効期限があります。有効期限の30日前から更新手続きが可能となりますので、

必ず有効期限内に更新してください。

※ MacOS では電子証明書のご利用はできません。ID/ パスワード方式の認証となります。

● 「ご利用カード/ ワンタイムパスワード」について
ワンタイムパスワードは、管理者がログオンする都度に指定番号が変動する数字を5箇所に入力します。
（ビジネスインターネットバンキングご利用カードの裏面に記載されています。）
※ 利用の都度、指定する番号が変動するため、キーボードの入力情報を読み取るタイプのスパイウェアに対し有効です。

● 「ソフトウェアキーボード」について
「〈だいとう〉ビジネスインターネットバンキング」では「ソフトウェアキーボード」によるパスワード入力機能
をご利用いただけます。
パソコンのキーボードを使用する代わりに画面上に表示されたキーボードをマウスでクリックすることで
パスワード入力ができます。
※ キーボードの入力情報を読み取るタイプのスパイウェアからお客さまの暗証番号やパスワードを

守ることができますので、必ずご 使用ください。

利用者
開通確認

管理者が設定した、利用者暗証番号･利用者確認暗証番号を、「利用者情報登録」画面で今後使用する

暗証番号に変更する操作です。

取引サービスを利用する方（最大9名まで）です。

利用者を認識するための番号で、管理者が設定します。

利用者の取引サービスの使用権限範囲や利用限度額を設定します。

利用者
確認暗証番号

利用者が行った操作を、有効なものとして登録するための暗証番号です。

資金移動取引の送信や総合振込、給与･賞与振込、預金口座振替の承認･送信に使用します。

利用者開通確認時の利用者確認暗証番号は、管理者の設定した暗証番号となります。

利用者
権限情報

利用者ID

利用者
暗証番号

利用者の本人認証のための暗証番号です。利用者の電子証明書取得やログオン時に使用します。

利用者開通確認時の利用者暗証番号は、管理者の設定した暗証番号となります。

契約法人
開通確認

「〈だいとう〉ビジネスインターネットバンキング利用申込書」にご記入いただいた契約法人暗証番号と

契約法人確認暗証番号を、今後使用する暗証番号に変更する操作です。

利用者

管理者は、利用者登録、権限設定を行う方（1名のみ）であり、取引サービスはご利用いただけません。

管理者が取引サービスを利用する場合、「利用者」としての登録が必要です。

契約法人ID
契約者を認識する番号です。「ビジネスインターネットバンキングご利用カード」の裏面に記載されています。

当行で採番いたしますので、お客さまが決めることはできません。

契約法人
暗証番号

管理者の本人認証のための暗証番号です。管理者の電子証明書取得やログオン時に使用します。

契約法人開通確認時の契約法人暗証番号は、「〈だいとう〉ビジネスインターネットバンキング利用申込書」

にご記入いただいた暗証番号です。

管理者

「ビジネスインターネットバンキングご利用カード」に記載された契約法人IDの利用権限を有する方です。

電子証明書をご利用いただくと、あらかじめ電子証明書を取得した端末（パソコン）以外からの
アクセスが不可能となります。
これにより、万が一第三者がパスワードを不正取得しても他の端末（パソコン）から「〈だいとう〉
ビジネスインターネットバンキング」を利用することはできなくなります。

契約法人
確認暗証番号

管理者が行った操作を、有効なものとして登録するための暗証番号です。利用者情報登録等で使用します。

契約法人開通確認時の契約法人確認暗証番号は、「〈だいとう〉ビジネスインターネットバンキング利用申込

書」にご記入いただいた暗証番号です。
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