
　　　　ダイレクトバンキングサービスは、いつでもどこでも銀行の窓口やATMの代わりとして
ご利用いただける便利なサービスです。

【商号等】株式会社広島銀行　登録金融機関　中国財務局長（登金）第5号 【加入協会】日本証券業協会　一般社団法人金融先物取引業協会

ご利用いただける主なサービスとご利用時間

■システムメンテナンスによる営業休止期間
①毎週日曜日午前0時～午前6時
②ゴールデンウィーク（5月3日～5月5日）
③年末・年始（12月31日～1月4日午前8時）
①ゴールデンウィーク（5月3日～5月5日）
②年末・年始（12月31日～1月3日）テ レ ホ ン バ ン キ ン グ

イン タ ー ネットバ ン キ ン グ

※システムメンテナンスの終了時間は状況により前後する場合がございますのでご了承ください。 
※上記期間以外でも臨時のシステムメンテナンスが必要となった場合には、ご利用できないことがあります
のでご了承ください。（臨時のシステムメンテナンスについてはホームページでお知らせいたします）

ダイレクトバンキングサービス
無 料基本手数料

お手持ちのパソコン（タブレット）やスマートフォン
から、インターネットを経由して、お取引いただける
サービスです。パソコンからは、投資信託、外貨預金
などもお取引いただけます。

自動音声対応でお取引いただけるサービスです。
各種ご相談も承ります。

インターネットバンキング

金融犯罪にご注意ください
金融機関を装った電子メール等により、ニセのホームページにアクセスさせたり、パソコンをウイルス感染させ、ニセのログインページに暗証番号やパスワードを
入力させることによりお取引に必要な情報を不正に取得し、その情報を使って不正な送金を行うといった事件が発生しています。
◎被害にあわないために
●最新の状態に更新したウイルス対策ソフトでウイルスチェックを行ったうえで、インターネットバンキングをご利用ください。また、パソコン起動時にはウイルス対策
ソフトのスキャン機能でパソコン内をチェックしてからご使用になることをお勧めします。（当行では無料でご利用いただけるセキュリティツールも提供しております）
●OSやブラウザの更新を行い、最新の状態でインターネットバンキングをご利用ください。
●ネットカフェなど不特定多数の方が使用するパソコンでのご利用はお避けください。
●暗証番号は生年月日や電話番号、「0000」や「9999」といった連番など、他人に類推されやすい番号は使用しないでください。また、暗証番号やパスワードは
定期的に変更してください。
●暗証番号を、貴重品ボックスやロッカー等の他のサービスの暗証番号に使用しないでください。
●契約者番号やお取引確認番号、確認用パスワード等はパソコン・スマートフォン本体や各種クラウドサービスに保存しないでください。
●不審な電子メールを不用意に開いたり、通常とは異なる不審なサイトへのアクセスやソフトウェア等のダウンロードはおやめください。（スパイウェア・ウイルスの
感染の原因となります）
●ワンタイムパスワードをご利用ください。
●都度指定振込限度額の引下げをご検討ください。振込限度額を必要最低限に設定することで、被害額を最小限に抑えることができます。
●金融機関職員が、電話や電子メールで、暗証番号やパスワードを照会することはありません。不審なことがありましたら、お近くの　　　　窓口または　　　　
ダイレクトマーケティングセンターにご連絡ください。
◎被害を早期に発見するために
●インターネットバンキングのログイン履歴をご確認ください。（ログイン履歴はインターネットバンキングのホーム画面で直近3回分がご確認いただけます）
●お取引後に金融機関が送付する取引完了メールをご確認ください。すぐに確認できるよう、登録するメールアドレスは、携帯電話・スマートフォンのメールアドレス
をお勧めします。

■ご利用いただける環境

ご注意
1.OSおよびブラウザバージョンは日本語版のみの対応となります。
2.左記を満たすパソコン環境であっても、お客さまのパソコンのご利用状況や通信環境の
設定状況等によっては、ご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。
3.左記に記載の無いOS、ブラウザや、タブレット端末等をご使用されても画面表示等が
できる場合がありますが、動作保証はいたしておりませんのでご了承ください。
4.端末等により動作・画面表示に一部制約が発生する場合があります。
◆Windows、Internet Explorerは、米国マイクロソフト社の登録商標です。
◆iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
◆iPhone、iPad、Mac OSは、Apple Inc.の商標です。
◆Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

インターネットバンキング

テレホンバンキング

プッシュ回線、ダイヤル回線のいずれでもご利用いただけます。ただし、ダイヤル回線をご利用の場合は、トーン信号を発信できる電話機に限りご利用いただけます。ダイヤル式
電話機や赤電話からのご利用はできませんので、あらかじめご了承ください。
※トーン信号とは、「ピ・ポ・パ」という数字ボタンごとに鳴る音を指します。電話機に付属の取扱説明書、または各メーカーのサービスセンターへご確認ください。

※最新のご利用環境はホームページにてご確認ください。
※投資信託メニューにつきましては、タブレットはご利用環境の対象ではありません。

082-544-1557（通話料はお客さま負担となります）

ご利用環境は随時変更しますので、最新の状況についてはホームページにてご確認ください。

テレホンバンキング

ご注意事項

便利

３０銀行営業日先まで予約振替ができます！便利

これからのお振込は、待たず、並ばず、節約しましょう。

振替

インターネットバンキング

店頭と比較して手数料が最大66０円お得！お得

便利

３０銀行営業日先まで予約振込ができます！便利

振込

インターネットバンキング

 　　　  の本支店および他行の国内本支店宛の電信扱いのお振込ができます。
＊インターネットバンキングでのお振込の際には必ずワンタイムパスワードの利用が必要となります。［サービス内容］

●振込の組戻手数料・・・660円（消費税込）
●振込には都度指定振込と、事前に振込先を登録していただく事前登録振込があります。それぞれに振込限度額等の制限がありますので、詳しくは店頭またはホームページにてご確認ください。
●上記の手数料について、詳しくは店頭またはホームページにてご確認ください。

3万円以上

3万円未満
他行あて

3万円以上

3万円未満

3万円以上

テレホンバンキング

330円
264円
0円
0円
0円
0円

自動音声対応

825円
627円
550円
330円
550円
330円

窓口インターネットバンキング

165円
121円
0円
0円
0円
0円3万円未満

振込手数料がこんなにお得！ （消費税込）

当行本支店あて

当行自店あて

残高明細照会
登録口座残高一覧

入出金明細照会

電子交付帳票一覧各種照会

振込・振替

税金・各種料金払込

オンライン入金サービス

自動送金

定期預金

プレミアム・プラス

投資信託

ハイグレード

個人向け国債

外貨預金（普通・定期）

振込（かんたん振込）

振替（かんたん振替）

税金・各種料金払込〈Pay-easy〉※4

オンライン入金※6

預入／解約

明細照会

新規口座開設／預入・一部支払
契約内容変更

契約内容照会

預入

購入

保有明細照会・売却

明細照会

預入（新規口座開設）

積立投資信託契約・変更・廃止※7

投資信託各種照会・電子交付帳票閲覧

6：00～17：30
18：00～翌2：30

募集開始日の9：00～募集最終日の14：30

募集開始日の9：00～募集最終日の前日24：00

6：00 ～翌2：30 6：00 ～翌2：30

7：00～24：00

募集開始日の9：00～募集最終日の13：30

6：00 ～翌2：30

土曜日7：00～21：00
日曜日7：00～24：00

7：00～24：00 土曜日7：00～21：00
日曜日7：00～24：00

予 14：00～翌営業日10：00
当相場公開後～14：00 予 0：00～翌営業日10：00

予 15：30～翌2：20
当 6：00～15：00※11 当 6：00～15：00※11

予 15：30～翌2：20
予 6：00 ～20：50当 6：00～15：00※11

当 0：15～23：45 当 土曜日0：15～21：00
日曜日7：00～23：45

当 0：15～23：45 当 土曜日0：15～21：00
日曜日7：00～23：45

当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00

当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00

土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00

月曜日～金曜日 土曜日・日曜日 平日
テレホンバンキング

月曜日～金曜日 土曜日・日曜日

インターネットバンキング（パソコン/タブレット） インターネットバンキング（スマートフォン）

自動音声対応
土・日・祝休日
自動音声対応

7：00～23：00

7：00～23：00

7：00～21：00

7：00～21：00

9：00～14：30
予
当

14：30～21：00

当 9：00～21：00

予 9：00～17：00

当 9：00～17：00

照
会
サ
ー
ビ
ス

振
込・振
替

資
産
運
用

各
種
変
更
申
込
み

ロ
ー
ン

サービスの種類

ローン条件変更※12(固定金利期間再選択／繰上返済）

24時間 24時間

24時間 24時間

24時間

24時間

24時間
予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

当 24時間

当 24時間 当 24時間

予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

当 24時間

当 24時間

24時間 ※224時間 24時間 ※224時間

24時間 24時間

※１24時間 ※１※224時間 ※１24時間 ※１※224時間

24時間 24時間

24時間

24時間24時間

24時間

24時間 24時間

24時間 24時間

予当 24時間 ※3
当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00
土曜日0：00～24：00
日曜日6：00～24：00

予

24時間 ※3

予当 24時間 ※3
当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00
土曜日0：00～24：00
日曜日6：00～24：00

予

24時間 ※3

予 土曜日6：00～20：50
日曜日7：00～20：50

6：00～17：30
18：00～翌2：30 6：00 ～翌2：30

予 15：30～翌2：20

予 15：30～翌2：20
予 6：00 ～20：50当 6：00～15：00※11

予 土曜日6：00～20：50
日曜日7：00～20：50

24時間 24時間

ダイレクトバンキング暗証番号変更 
振込限度額変更 
都度指定方式振込の利用停止 
ワンタイムパスワード利用申込み／ワンタイムパスワード利用登録
サービス指定口座登録・削除 
振込先登録口座削除 
ネットビュー切替 
電子メール通知サービス
住所変更 
公共料金口座振替申込（NHK、電気、電話、ガス、水道） 
かんたん振込・振替変更・削除 
ニックネーム・緊急連絡先・電子メールアドレス変更 
確認用パスワード変更

サービス緊急停止

フリーダイヤルをご利用頂けない場合は

フリーダイヤルをご利用頂けない場合は

082-544-1554（通話料はお客さま負担となります）

ホームページ
ひろぎん 検索 公式アプリ

お申込み方法や
サービス内容に関する
お問い合わせは

操作に関する
お問い合わせは

0120-038-238

0120-164-077

窓口または
の

ダイレクトマーケティングセンター

インターネットバンキング・サポートデスク

（土･日･祝休日、大晦日･正月3が日は除く）

受付時間 平日 /9:00～17:00

｜受付時間｜平日9：00～17：00（但し、銀行休業日は除く）

投資信託に関する
お問い合わせは 0120-140-279

投資信託専用フリーダイヤル 外貨預金、個人向け国債、
満期日繰上特約付定期預金
「プレミアム・プラス」に関する
お問合せも承ります。

※10 ※10

24時間 ※2 24時間 24時間 ※2

24時間 ※2 24時間

予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

当 24時間

24時間 ※2

銀行取引のほとんどが、
パソコン・スマートフォンで

らくらく操作！

電話でかんたん
安心取引！！

ダイレクトバンキング
サービス

お持ちのパソコン、スマートフォンが銀行窓口に！

ご利用いただけます。
「便利」に「お

得」にいつでもどこでも、
時間や場所を気にせず、

インターネットバンキング テレホンバンキング

お手元からダイレクト！ 待たずに並ばずにお取引 振込手数料もお得！
お申込みには、 総合口座が必要です。オンライン申込やATM申込で

手続きもラクラク！
まずは広島銀行ホームページへアクセス！https://www.hirogin.co.jp/

※5 ※5

（2023年4月1日現在） （828-065）T202302

※１ 外貨預金は、外貨預金明細照会の時間帯に準じます。公共債・投資信託は照会時間にかかわらず前銀行営業日時点の残高となります。
※2 土曜日21:00から日曜日7:00の時間帯は土曜日21:00時点の情報となります。
※3 振込先の金融機関や受取人の都合により平日15:00以降および土・日・祝休日に当日扱の振込がご利用いただけない場合があります。
 振込口座名義の照会ができない場合は平日15:00以降および土・日・祝休日に他行宛の当日扱の振込が原則ご利用いただけません。
※4 お取扱いできる収納機関は、当行所定の先となります。なお、収納機関の都合により、利用時間内でもご利用いただけない場合があります。
※5 毎月第1、第3月曜日1：45～6：00はご利用いただけません。
※6 提携先のサービス時間により利用時間内であってもご利用いただけない場合があります。
※7 祝日は土曜日の利用時間に準じます。
※8 送金開始日の2銀行営業日前まで受付可能です。
※9 新規口座開設、契約内容変更はインターネットバンキングでのみお取扱いとなります。また積立開始日の2銀行営業日前まで受付可能です。
※10 平日9:00から19:30の時間帯以外は画面に記載の日時時点の明細となります。
※11 一部商品によっては時限が異なります。
※12 約定返済日の2銀行営業日前まで受付可能です。

（2023年2月2日現在）当 当日扱 予約扱予 引出し引

｜受付時間｜平日9：00～21：00（但し、銀行休業日は除く）
※投資信託・外貨預金、個人向け国債については　　　　　　投資信託専用フリーダイヤルにお問い合わせください。

■振込口座名義の照会時間

ひろぎん本支店宛
他行宛

土曜日 日曜日月～金曜日
24時間
  24時間※

0:00～21:00
0:00～21:00

7：00～24:00
7：00～23:50

※月曜日は0：10からとなります。

2023年2月2日現在

●本サービスのご利用は、個人のお客さまに限らせていただきます。なお、個人のお客さまでも事業性のお取引についてのご利用はできません。
●本サービスのご利用は、お一人さまにつき1契約とさせていただきます。
●本サービスのご利用にあたっては、総合口座が必要です。
●本サービスは契約者ご本人さまのご利用に限らせていただきます。
●本サービスは、国内（日本語）での利用に限らせていただきます。
●申込代表口座の総合口座定期預金は、サービス指定口座に登録させていただきます。
●本サービスのご利用にあたっては、あらかじめ登録口座を登録する必要があります。登録できる口座は、当行本支店にあるご本人名義の口座で、
申込代表口座を含めて20口座までです。なお、支店によってお届けの住所が異なっている場合は、登録できません。
●本サービスであらかじめ登録できる事前登録振込先は、当行・他行にかかわらず最高20口座までです。
●本サービスのご契約日当日は一部サービスがご利用いただけません。翌銀行営業日もしくは翌々銀行営業日からのご利用となりますのでご了承ください。
●郵便不着等でご利用カードがお手元に届かない場合や、「不在配達のお知らせ」の通知後、郵便局の保管期日までにお受取りいただけない場合は、
通知せずにお申込みを解約させていただく場合があります。
●ご利用カードは、ご通帳やご印鑑と同様、保管・管理には十分ご注意ください。
●インターネットバンキングにおける「予約扱い」となるお取引（投資信託取引は除く）については、お受付時点ではなく、取引指定日のお取引処理
時点で、資金の引落をいたしますので、その時点で残高が不足する場合には、お取引は不成立となります。お受付の終了後にATMでの現金お引
出しを行う場合や取引指定日に公共料金やカードご利用代金等の各種口座自動引落がある場合には、口座残高にご注意ください。
●総合口座定期預金を登録される場合は、総合口座普通預金も同時にご登録ください。総合口座定期預金の解約について、総合口座貸越の担保と
なっている場合、一部お取扱いできない場合があります。
●通話途中で中断されたり、回線が切断され取引意思の確認ができなかった場合は、お取引がなかったものといたしますので、資金移動を伴う
お取引の場合は特にご注意ください。
●自動音声による事前登録振込および振替取引については、お取消ができませんので、音声ガイドをよくお聞きになりご操作をお願いします。
●振込の組戻しが必要な場合は、テレホンバンキングを利用してご連絡ください。組戻しには所定の組戻手数料が必要になります。また、お客さまの
ご連絡時間によっては、組戻しのお手続ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

２4時間当日扱いでお振込みができます！ （ただし、土曜日21時から翌7時を除く）

あらかじめご登録いただいた 　　　   本支店にあるご本人名義口座間のお振替ができます。［サービス内容］

（2023年2月2日現在）

２4時間当日扱いでお振替ができます！ （ただし、土曜日21時から翌7時を除く）

自動積立定期※9

新規申込／契約内容照会・解約※8

購入※7

売却※7

預入（新規口座開設）／解約※7

パソコン

タブレット

スマートフォン

OS
Windows 10、11
Mac OS
iOS 14、15、16
AndroidOS 10、11
iOS 14、15、16
AndroidOS 10、11、12

ブラウザ
Firefox101/Chrome103/Microsoft Edge105

利用端末

Safari14、15、16
Safari14、15、16
Chrome102
Safari14、15、16
Chrome102

iPad
Android
iPhone
Android



　　　　ダイレクトバンキングサービスは、いつでもどこでも銀行の窓口やATMの代わりとして
ご利用いただける便利なサービスです。

【商号等】株式会社広島銀行　登録金融機関　中国財務局長（登金）第5号 【加入協会】日本証券業協会　一般社団法人金融先物取引業協会

ご利用いただける主なサービスとご利用時間

■システムメンテナンスによる営業休止期間
①毎週日曜日午前0時～午前6時
②ゴールデンウィーク（5月3日～5月5日）
③年末・年始（12月31日～1月4日午前8時）
①ゴールデンウィーク（5月3日～5月5日）
②年末・年始（12月31日～1月3日）テ レ ホ ン バ ン キ ン グ

イン タ ー ネットバ ン キ ン グ

※システムメンテナンスの終了時間は状況により前後する場合がございますのでご了承ください。 
※上記期間以外でも臨時のシステムメンテナンスが必要となった場合には、ご利用できないことがあります
のでご了承ください。（臨時のシステムメンテナンスについてはホームページでお知らせいたします）

ダイレクトバンキングサービス
無 料基本手数料

お手持ちのパソコン（タブレット）やスマートフォン
から、インターネットを経由して、お取引いただける
サービスです。パソコンからは、投資信託、外貨預金
などもお取引いただけます。

自動音声対応でお取引いただけるサービスです。
各種ご相談も承ります。

インターネットバンキング

金融犯罪にご注意ください
金融機関を装った電子メール等により、ニセのホームページにアクセスさせたり、パソコンをウイルス感染させ、ニセのログインページに暗証番号やパスワードを
入力させることによりお取引に必要な情報を不正に取得し、その情報を使って不正な送金を行うといった事件が発生しています。
◎被害にあわないために
●最新の状態に更新したウイルス対策ソフトでウイルスチェックを行ったうえで、インターネットバンキングをご利用ください。また、パソコン起動時にはウイルス対策
ソフトのスキャン機能でパソコン内をチェックしてからご使用になることをお勧めします。（当行では無料でご利用いただけるセキュリティツールも提供しております）
●OSやブラウザの更新を行い、最新の状態でインターネットバンキングをご利用ください。
●ネットカフェなど不特定多数の方が使用するパソコンでのご利用はお避けください。
●暗証番号は生年月日や電話番号、「0000」や「9999」といった連番など、他人に類推されやすい番号は使用しないでください。また、暗証番号やパスワードは
定期的に変更してください。
●暗証番号を、貴重品ボックスやロッカー等の他のサービスの暗証番号に使用しないでください。
●契約者番号やお取引確認番号、確認用パスワード等はパソコン・スマートフォン本体や各種クラウドサービスに保存しないでください。
●不審な電子メールを不用意に開いたり、通常とは異なる不審なサイトへのアクセスやソフトウェア等のダウンロードはおやめください。（スパイウェア・ウイルスの
感染の原因となります）
●ワンタイムパスワードをご利用ください。
●都度指定振込限度額の引下げをご検討ください。振込限度額を必要最低限に設定することで、被害額を最小限に抑えることができます。
●金融機関職員が、電話や電子メールで、暗証番号やパスワードを照会することはありません。不審なことがありましたら、お近くの　　　　窓口または　　　　
ダイレクトマーケティングセンターにご連絡ください。
◎被害を早期に発見するために
●インターネットバンキングのログイン履歴をご確認ください。（ログイン履歴はインターネットバンキングのホーム画面で直近3回分がご確認いただけます）
●お取引後に金融機関が送付する取引完了メールをご確認ください。すぐに確認できるよう、登録するメールアドレスは、携帯電話・スマートフォンのメールアドレス
をお勧めします。

■ご利用いただける環境

ご注意
1.OSおよびブラウザバージョンは日本語版のみの対応となります。
2.左記を満たすパソコン環境であっても、お客さまのパソコンのご利用状況や通信環境の
設定状況等によっては、ご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。
3.左記に記載の無いOS、ブラウザや、タブレット端末等をご使用されても画面表示等が
できる場合がありますが、動作保証はいたしておりませんのでご了承ください。
4.端末等により動作・画面表示に一部制約が発生する場合があります。
◆Windows、Internet Explorerは、米国マイクロソフト社の登録商標です。
◆iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
◆iPhone、iPad、Mac OSは、Apple Inc.の商標です。
◆Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

インターネットバンキング

テレホンバンキング

プッシュ回線、ダイヤル回線のいずれでもご利用いただけます。ただし、ダイヤル回線をご利用の場合は、トーン信号を発信できる電話機に限りご利用いただけます。ダイヤル式
電話機や赤電話からのご利用はできませんので、あらかじめご了承ください。
※トーン信号とは、「ピ・ポ・パ」という数字ボタンごとに鳴る音を指します。電話機に付属の取扱説明書、または各メーカーのサービスセンターへご確認ください。

※最新のご利用環境はホームページにてご確認ください。
※投資信託メニューにつきましては、タブレットはご利用環境の対象ではありません。

082-544-1557（通話料はお客さま負担となります）

ご利用環境は随時変更しますので、最新の状況についてはホームページにてご確認ください。

テレホンバンキング

ご注意事項

便利

３０銀行営業日先まで予約振替ができます！便利

これからのお振込は、待たず、並ばず、節約しましょう。

振替

インターネットバンキング

店頭と比較して手数料が最大66０円お得！お得

便利

３０銀行営業日先まで予約振込ができます！便利

振込

インターネットバンキング

 　　　  の本支店および他行の国内本支店宛の電信扱いのお振込ができます。
＊インターネットバンキングでのお振込の際には必ずワンタイムパスワードの利用が必要となります。［サービス内容］

●振込の組戻手数料・・・660円（消費税込）
●振込には都度指定振込と、事前に振込先を登録していただく事前登録振込があります。それぞれに振込限度額等の制限がありますので、詳しくは店頭またはホームページにてご確認ください。
●上記の手数料について、詳しくは店頭またはホームページにてご確認ください。

3万円以上

3万円未満
他行あて

3万円以上

3万円未満

3万円以上

テレホンバンキング

330円
264円
0円
0円
0円
0円

自動音声対応

825円
627円
550円
330円
550円
330円

窓口インターネットバンキング

165円
121円
0円
0円
0円
0円3万円未満

振込手数料がこんなにお得！ （消費税込）

当行本支店あて

当行自店あて

残高明細照会
登録口座残高一覧

入出金明細照会

電子交付帳票一覧各種照会

振込・振替

税金・各種料金払込

オンライン入金サービス

自動送金

定期預金

プレミアム・プラス

投資信託

ハイグレード

個人向け国債

外貨預金（普通・定期）

振込（かんたん振込）

振替（かんたん振替）

税金・各種料金払込〈Pay-easy〉※4

オンライン入金※6

預入／解約

明細照会

新規口座開設／預入・一部支払
契約内容変更

契約内容照会

預入

購入

保有明細照会・売却

明細照会

預入（新規口座開設）

積立投資信託契約・変更・廃止※7

投資信託各種照会・電子交付帳票閲覧

6：00～17：30
18：00～翌2：30

募集開始日の9：00～募集最終日の14：30

募集開始日の9：00～募集最終日の前日24：00

6：00 ～翌2：30 6：00 ～翌2：30

7：00～24：00

募集開始日の9：00～募集最終日の13：30

6：00 ～翌2：30

土曜日7：00～21：00
日曜日7：00～24：00

7：00～24：00 土曜日7：00～21：00
日曜日7：00～24：00

予 14：00～翌営業日10：00
当相場公開後～14：00 予 0：00～翌営業日10：00

予 15：30～翌2：20
当 6：00～15：00※11 当 6：00～15：00※11

予 15：30～翌2：20
予 6：00 ～20：50当 6：00～15：00※11

当 0：15～23：45 当 土曜日0：15～21：00
日曜日7：00～23：45

当 0：15～23：45 当 土曜日0：15～21：00
日曜日7：00～23：45

当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00

当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00

土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00

月曜日～金曜日 土曜日・日曜日 平日
テレホンバンキング

月曜日～金曜日 土曜日・日曜日

インターネットバンキング（パソコン/タブレット） インターネットバンキング（スマートフォン）

自動音声対応
土・日・祝休日
自動音声対応

7：00～23：00

7：00～23：00

7：00～21：00

7：00～21：00

9：00～14：30
予
当

14：30～21：00

当 9：00～21：00

予 9：00～17：00

当 9：00～17：00

照
会
サ
ー
ビ
ス

振
込・振
替

資
産
運
用

各
種
変
更
申
込
み

ロ
ー
ン

サービスの種類

ローン条件変更※12(固定金利期間再選択／繰上返済）

24時間 24時間

24時間 24時間

24時間

24時間

24時間
予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

当 24時間

当 24時間 当 24時間

予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

当 24時間

当 24時間

24時間 ※224時間 24時間 ※224時間

24時間 24時間

※１24時間 ※１※224時間 ※１24時間 ※１※224時間

24時間 24時間

24時間

24時間24時間

24時間

24時間 24時間

24時間 24時間

予当 24時間 ※3
当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00
土曜日0：00～24：00
日曜日6：00～24：00

予

24時間 ※3

予当 24時間 ※3
当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00
土曜日0：00～24：00
日曜日6：00～24：00

予

24時間 ※3

予 土曜日6：00～20：50
日曜日7：00～20：50

6：00～17：30
18：00～翌2：30 6：00 ～翌2：30

予 15：30～翌2：20

予 15：30～翌2：20
予 6：00 ～20：50当 6：00～15：00※11

予 土曜日6：00～20：50
日曜日7：00～20：50

24時間 24時間

ダイレクトバンキング暗証番号変更 
振込限度額変更 
都度指定方式振込の利用停止 
ワンタイムパスワード利用申込み／ワンタイムパスワード利用登録
サービス指定口座登録・削除 
振込先登録口座削除 
ネットビュー切替 
電子メール通知サービス
住所変更 
公共料金口座振替申込（NHK、電気、電話、ガス、水道） 
かんたん振込・振替変更・削除 
ニックネーム・緊急連絡先・電子メールアドレス変更 
確認用パスワード変更

サービス緊急停止

フリーダイヤルをご利用頂けない場合は

フリーダイヤルをご利用頂けない場合は

082-544-1554（通話料はお客さま負担となります）

ホームページ
ひろぎん 検索 公式アプリ

お申込み方法や
サービス内容に関する
お問い合わせは

操作に関する
お問い合わせは

0120-038-238

0120-164-077

窓口または
の

ダイレクトマーケティングセンター

インターネットバンキング・サポートデスク

（土･日･祝休日、大晦日･正月3が日は除く）

受付時間 平日 /9:00～17:00

｜受付時間｜平日9：00～17：00（但し、銀行休業日は除く）

投資信託に関する
お問い合わせは 0120-140-279

投資信託専用フリーダイヤル 外貨預金、個人向け国債、
満期日繰上特約付定期預金
「プレミアム・プラス」に関する
お問合せも承ります。

※10 ※10

24時間 ※2 24時間 24時間 ※2

24時間 ※2 24時間

予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

当 24時間

24時間 ※2

銀行取引のほとんどが、
パソコン・スマートフォンで

らくらく操作！

電話でかんたん
安心取引！！

ダイレクトバンキング
サービス

お持ちのパソコン、スマートフォンが銀行窓口に！

ご利用いただけます。
「便利」に「お

得」にいつでもどこでも、
時間や場所を気にせず、

インターネットバンキング テレホンバンキング

お手元からダイレクト！ 待たずに並ばずにお取引 振込手数料もお得！
お申込みには、 総合口座が必要です。オンライン申込やATM申込で

手続きもラクラク！
まずは広島銀行ホームページへアクセス！https://www.hirogin.co.jp/

※5 ※5

（2023年4月1日現在） （828-065）T202302

※１ 外貨預金は、外貨預金明細照会の時間帯に準じます。公共債・投資信託は照会時間にかかわらず前銀行営業日時点の残高となります。
※2 土曜日21:00から日曜日7:00の時間帯は土曜日21:00時点の情報となります。
※3 振込先の金融機関や受取人の都合により平日15:00以降および土・日・祝休日に当日扱の振込がご利用いただけない場合があります。
 振込口座名義の照会ができない場合は平日15:00以降および土・日・祝休日に他行宛の当日扱の振込が原則ご利用いただけません。
※4 お取扱いできる収納機関は、当行所定の先となります。なお、収納機関の都合により、利用時間内でもご利用いただけない場合があります。
※5 毎月第1、第3月曜日1：45～6：00はご利用いただけません。
※6 提携先のサービス時間により利用時間内であってもご利用いただけない場合があります。
※7 祝日は土曜日の利用時間に準じます。
※8 送金開始日の2銀行営業日前まで受付可能です。
※9 新規口座開設、契約内容変更はインターネットバンキングでのみお取扱いとなります。また積立開始日の2銀行営業日前まで受付可能です。
※10 平日9:00から19:30の時間帯以外は画面に記載の日時時点の明細となります。
※11 一部商品によっては時限が異なります。
※12 約定返済日の2銀行営業日前まで受付可能です。

（2023年2月2日現在）当 当日扱 予約扱予 引出し引

｜受付時間｜平日9：00～21：00（但し、銀行休業日は除く）
※投資信託・外貨預金、個人向け国債については　　　　　　投資信託専用フリーダイヤルにお問い合わせください。

■振込口座名義の照会時間

ひろぎん本支店宛
他行宛

土曜日 日曜日月～金曜日
24時間
  24時間※

0:00～21:00
0:00～21:00

7：00～24:00
7：00～23:50

※月曜日は0：10からとなります。

2023年2月2日現在

●本サービスのご利用は、個人のお客さまに限らせていただきます。なお、個人のお客さまでも事業性のお取引についてのご利用はできません。
●本サービスのご利用は、お一人さまにつき1契約とさせていただきます。
●本サービスのご利用にあたっては、総合口座が必要です。
●本サービスは契約者ご本人さまのご利用に限らせていただきます。
●本サービスは、国内（日本語）での利用に限らせていただきます。
●申込代表口座の総合口座定期預金は、サービス指定口座に登録させていただきます。
●本サービスのご利用にあたっては、あらかじめ登録口座を登録する必要があります。登録できる口座は、当行本支店にあるご本人名義の口座で、
申込代表口座を含めて20口座までです。なお、支店によってお届けの住所が異なっている場合は、登録できません。
●本サービスであらかじめ登録できる事前登録振込先は、当行・他行にかかわらず最高20口座までです。
●本サービスのご契約日当日は一部サービスがご利用いただけません。翌銀行営業日もしくは翌々銀行営業日からのご利用となりますのでご了承ください。
●郵便不着等でご利用カードがお手元に届かない場合や、「不在配達のお知らせ」の通知後、郵便局の保管期日までにお受取りいただけない場合は、
通知せずにお申込みを解約させていただく場合があります。
●ご利用カードは、ご通帳やご印鑑と同様、保管・管理には十分ご注意ください。
●インターネットバンキングにおける「予約扱い」となるお取引（投資信託取引は除く）については、お受付時点ではなく、取引指定日のお取引処理
時点で、資金の引落をいたしますので、その時点で残高が不足する場合には、お取引は不成立となります。お受付の終了後にATMでの現金お引
出しを行う場合や取引指定日に公共料金やカードご利用代金等の各種口座自動引落がある場合には、口座残高にご注意ください。
●総合口座定期預金を登録される場合は、総合口座普通預金も同時にご登録ください。総合口座定期預金の解約について、総合口座貸越の担保と
なっている場合、一部お取扱いできない場合があります。
●通話途中で中断されたり、回線が切断され取引意思の確認ができなかった場合は、お取引がなかったものといたしますので、資金移動を伴う
お取引の場合は特にご注意ください。
●自動音声による事前登録振込および振替取引については、お取消ができませんので、音声ガイドをよくお聞きになりご操作をお願いします。
●振込の組戻しが必要な場合は、テレホンバンキングを利用してご連絡ください。組戻しには所定の組戻手数料が必要になります。また、お客さまの
ご連絡時間によっては、組戻しのお手続ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

２4時間当日扱いでお振込みができます！ （ただし、土曜日21時から翌7時を除く）

あらかじめご登録いただいた 　　　   本支店にあるご本人名義口座間のお振替ができます。［サービス内容］

（2023年2月2日現在）

２4時間当日扱いでお振替ができます！ （ただし、土曜日21時から翌7時を除く）

自動積立定期※9

新規申込／契約内容照会・解約※8

購入※7

売却※7

預入（新規口座開設）／解約※7

パソコン

タブレット

スマートフォン

OS
Windows 10、11
Mac OS
iOS 14、15、16
AndroidOS 10、11
iOS 14、15、16
AndroidOS 10、11、12

ブラウザ
Firefox101/Chrome103/Microsoft Edge105

利用端末

Safari14、15、16
Safari14、15、16
Chrome102
Safari14、15、16
Chrome102

iPad
Android
iPhone
Android



　　　　ダイレクトバンキングサービスは、いつでもどこでも銀行の窓口やATMの代わりとして
ご利用いただける便利なサービスです。

【商号等】株式会社広島銀行　登録金融機関　中国財務局長（登金）第5号 【加入協会】日本証券業協会　一般社団法人金融先物取引業協会

ご利用いただける主なサービスとご利用時間

■システムメンテナンスによる営業休止期間
①毎週日曜日午前0時～午前6時
②ゴールデンウィーク（5月3日～5月5日）
③年末・年始（12月31日～1月4日午前8時）
①ゴールデンウィーク（5月3日～5月5日）
②年末・年始（12月31日～1月3日）テ レ ホ ン バ ン キ ン グ

イン タ ー ネットバ ン キ ン グ

※システムメンテナンスの終了時間は状況により前後する場合がございますのでご了承ください。 
※上記期間以外でも臨時のシステムメンテナンスが必要となった場合には、ご利用できないことがあります
のでご了承ください。（臨時のシステムメンテナンスについてはホームページでお知らせいたします）

ダイレクトバンキングサービス
無 料基本手数料

お手持ちのパソコン（タブレット）やスマートフォン
から、インターネットを経由して、お取引いただける
サービスです。パソコンからは、投資信託、外貨預金
などもお取引いただけます。

自動音声対応でお取引いただけるサービスです。
各種ご相談も承ります。

インターネットバンキング

金融犯罪にご注意ください
金融機関を装った電子メール等により、ニセのホームページにアクセスさせたり、パソコンをウイルス感染させ、ニセのログインページに暗証番号やパスワードを
入力させることによりお取引に必要な情報を不正に取得し、その情報を使って不正な送金を行うといった事件が発生しています。
◎被害にあわないために
●最新の状態に更新したウイルス対策ソフトでウイルスチェックを行ったうえで、インターネットバンキングをご利用ください。また、パソコン起動時にはウイルス対策
ソフトのスキャン機能でパソコン内をチェックしてからご使用になることをお勧めします。（当行では無料でご利用いただけるセキュリティツールも提供しております）
●OSやブラウザの更新を行い、最新の状態でインターネットバンキングをご利用ください。
●ネットカフェなど不特定多数の方が使用するパソコンでのご利用はお避けください。
●暗証番号は生年月日や電話番号、「0000」や「9999」といった連番など、他人に類推されやすい番号は使用しないでください。また、暗証番号やパスワードは
定期的に変更してください。
●暗証番号を、貴重品ボックスやロッカー等の他のサービスの暗証番号に使用しないでください。
●契約者番号やお取引確認番号、確認用パスワード等はパソコン・スマートフォン本体や各種クラウドサービスに保存しないでください。
●不審な電子メールを不用意に開いたり、通常とは異なる不審なサイトへのアクセスやソフトウェア等のダウンロードはおやめください。（スパイウェア・ウイルスの
感染の原因となります）
●ワンタイムパスワードをご利用ください。
●都度指定振込限度額の引下げをご検討ください。振込限度額を必要最低限に設定することで、被害額を最小限に抑えることができます。
●金融機関職員が、電話や電子メールで、暗証番号やパスワードを照会することはありません。不審なことがありましたら、お近くの　　　　窓口または　　　　
ダイレクトマーケティングセンターにご連絡ください。
◎被害を早期に発見するために
●インターネットバンキングのログイン履歴をご確認ください。（ログイン履歴はインターネットバンキングのホーム画面で直近3回分がご確認いただけます）
●お取引後に金融機関が送付する取引完了メールをご確認ください。すぐに確認できるよう、登録するメールアドレスは、携帯電話・スマートフォンのメールアドレス
をお勧めします。

■ご利用いただける環境

ご注意
1.OSおよびブラウザバージョンは日本語版のみの対応となります。
2.左記を満たすパソコン環境であっても、お客さまのパソコンのご利用状況や通信環境の
設定状況等によっては、ご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。
3.左記に記載の無いOS、ブラウザや、タブレット端末等をご使用されても画面表示等が
できる場合がありますが、動作保証はいたしておりませんのでご了承ください。
4.端末等により動作・画面表示に一部制約が発生する場合があります。
◆Windows、Internet Explorerは、米国マイクロソフト社の登録商標です。
◆iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
◆iPhone、iPad、Mac OSは、Apple Inc.の商標です。
◆Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

インターネットバンキング

テレホンバンキング

プッシュ回線、ダイヤル回線のいずれでもご利用いただけます。ただし、ダイヤル回線をご利用の場合は、トーン信号を発信できる電話機に限りご利用いただけます。ダイヤル式
電話機や赤電話からのご利用はできませんので、あらかじめご了承ください。
※トーン信号とは、「ピ・ポ・パ」という数字ボタンごとに鳴る音を指します。電話機に付属の取扱説明書、または各メーカーのサービスセンターへご確認ください。

※最新のご利用環境はホームページにてご確認ください。
※投資信託メニューにつきましては、タブレットはご利用環境の対象ではありません。

082-544-1557（通話料はお客さま負担となります）

ご利用環境は随時変更しますので、最新の状況についてはホームページにてご確認ください。

テレホンバンキング

ご注意事項

便利

３０銀行営業日先まで予約振替ができます！便利

これからのお振込は、待たず、並ばず、節約しましょう。

振替

インターネットバンキング

店頭と比較して手数料が最大66０円お得！お得

便利

３０銀行営業日先まで予約振込ができます！便利

振込

インターネットバンキング

 　　　  の本支店および他行の国内本支店宛の電信扱いのお振込ができます。
＊インターネットバンキングでのお振込の際には必ずワンタイムパスワードの利用が必要となります。［サービス内容］

●振込の組戻手数料・・・660円（消費税込）
●振込には都度指定振込と、事前に振込先を登録していただく事前登録振込があります。それぞれに振込限度額等の制限がありますので、詳しくは店頭またはホームページにてご確認ください。
●上記の手数料について、詳しくは店頭またはホームページにてご確認ください。

3万円以上

3万円未満
他行あて

3万円以上

3万円未満

3万円以上

テレホンバンキング

330円
264円
0円
0円
0円
0円

自動音声対応

825円
627円
550円
330円
550円
330円

窓口インターネットバンキング

165円
121円
0円
0円
0円
0円3万円未満

振込手数料がこんなにお得！ （消費税込）

当行本支店あて

当行自店あて

残高明細照会
登録口座残高一覧

入出金明細照会

電子交付帳票一覧各種照会

振込・振替

税金・各種料金払込

オンライン入金サービス

自動送金

定期預金

プレミアム・プラス

投資信託

ハイグレード

個人向け国債

外貨預金（普通・定期）

振込（かんたん振込）

振替（かんたん振替）

税金・各種料金払込〈Pay-easy〉※4

オンライン入金※6

預入／解約

明細照会

新規口座開設／預入・一部支払
契約内容変更

契約内容照会

預入

購入

保有明細照会・売却

明細照会

預入（新規口座開設）

積立投資信託契約・変更・廃止※7

投資信託各種照会・電子交付帳票閲覧

6：00～17：30
18：00～翌2：30

募集開始日の9：00～募集最終日の14：30

募集開始日の9：00～募集最終日の前日24：00

6：00 ～翌2：30 6：00 ～翌2：30

7：00～24：00

募集開始日の9：00～募集最終日の13：30

6：00 ～翌2：30

土曜日7：00～21：00
日曜日7：00～24：00

7：00～24：00 土曜日7：00～21：00
日曜日7：00～24：00

予 14：00～翌営業日10：00
当相場公開後～14：00 予 0：00～翌営業日10：00

予 15：30～翌2：20
当 6：00～15：00※11 当 6：00～15：00※11

予 15：30～翌2：20
予 6：00 ～20：50当 6：00～15：00※11

当 0：15～23：45 当 土曜日0：15～21：00
日曜日7：00～23：45

当 0：15～23：45 当 土曜日0：15～21：00
日曜日7：00～23：45

当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00

当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00

土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00

月曜日～金曜日 土曜日・日曜日 平日
テレホンバンキング

月曜日～金曜日 土曜日・日曜日

インターネットバンキング（パソコン/タブレット） インターネットバンキング（スマートフォン）

自動音声対応
土・日・祝休日
自動音声対応

7：00～23：00

7：00～23：00

7：00～21：00

7：00～21：00

9：00～14：30
予
当

14：30～21：00

当 9：00～21：00

予 9：00～17：00

当 9：00～17：00

照
会
サ
ー
ビ
ス

振
込・振
替

資
産
運
用

各
種
変
更
申
込
み

ロ
ー
ン

サービスの種類

ローン条件変更※12(固定金利期間再選択／繰上返済）

24時間 24時間

24時間 24時間

24時間

24時間

24時間
予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

当 24時間

当 24時間 当 24時間

予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

当 24時間

当 24時間

24時間 ※224時間 24時間 ※224時間

24時間 24時間

※１24時間 ※１※224時間 ※１24時間 ※１※224時間

24時間 24時間

24時間

24時間24時間

24時間

24時間 24時間

24時間 24時間

予当 24時間 ※3
当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00
土曜日0：00～24：00
日曜日6：00～24：00

予

24時間 ※3

予当 24時間 ※3
当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00
土曜日0：00～24：00
日曜日6：00～24：00

予

24時間 ※3

予 土曜日6：00～20：50
日曜日7：00～20：50

6：00～17：30
18：00～翌2：30 6：00 ～翌2：30

予 15：30～翌2：20

予 15：30～翌2：20
予 6：00 ～20：50当 6：00～15：00※11

予 土曜日6：00～20：50
日曜日7：00～20：50

24時間 24時間

ダイレクトバンキング暗証番号変更 
振込限度額変更 
都度指定方式振込の利用停止 
ワンタイムパスワード利用申込み／ワンタイムパスワード利用登録
サービス指定口座登録・削除 
振込先登録口座削除 
ネットビュー切替 
電子メール通知サービス
住所変更 
公共料金口座振替申込（NHK、電気、電話、ガス、水道） 
かんたん振込・振替変更・削除 
ニックネーム・緊急連絡先・電子メールアドレス変更 
確認用パスワード変更

サービス緊急停止

フリーダイヤルをご利用頂けない場合は

フリーダイヤルをご利用頂けない場合は

082-544-1554（通話料はお客さま負担となります）

ホームページ
ひろぎん 検索 公式アプリ

お申込み方法や
サービス内容に関する
お問い合わせは

操作に関する
お問い合わせは

0120-038-238

0120-164-077

窓口または
の

ダイレクトマーケティングセンター

インターネットバンキング・サポートデスク

（土･日･祝休日、大晦日･正月3が日は除く）

受付時間 平日 /9:00～17:00

｜受付時間｜平日9：00～17：00（但し、銀行休業日は除く）

投資信託に関する
お問い合わせは 0120-140-279

投資信託専用フリーダイヤル 外貨預金、個人向け国債、
満期日繰上特約付定期預金
「プレミアム・プラス」に関する
お問合せも承ります。

※10 ※10

24時間 ※2 24時間 24時間 ※2

24時間 ※2 24時間

予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

当 24時間

24時間 ※2

銀行取引のほとんどが、
パソコン・スマートフォンで

らくらく操作！

電話でかんたん
安心取引！！

ダイレクトバンキング
サービス

お持ちのパソコン、スマートフォンが銀行窓口に！

ご利用いただけます。
「便利」に「お

得」にいつでもどこでも、
時間や場所を気にせず、

インターネットバンキング テレホンバンキング

お手元からダイレクト！ 待たずに並ばずにお取引 振込手数料もお得！
お申込みには、 総合口座が必要です。オンライン申込やATM申込で

手続きもラクラク！
まずは広島銀行ホームページへアクセス！https://www.hirogin.co.jp/

※5 ※5

（2023年4月1日現在） （828-065）T202302

※１ 外貨預金は、外貨預金明細照会の時間帯に準じます。公共債・投資信託は照会時間にかかわらず前銀行営業日時点の残高となります。
※2 土曜日21:00から日曜日7:00の時間帯は土曜日21:00時点の情報となります。
※3 振込先の金融機関や受取人の都合により平日15:00以降および土・日・祝休日に当日扱の振込がご利用いただけない場合があります。
 振込口座名義の照会ができない場合は平日15:00以降および土・日・祝休日に他行宛の当日扱の振込が原則ご利用いただけません。
※4 お取扱いできる収納機関は、当行所定の先となります。なお、収納機関の都合により、利用時間内でもご利用いただけない場合があります。
※5 毎月第1、第3月曜日1：45～6：00はご利用いただけません。
※6 提携先のサービス時間により利用時間内であってもご利用いただけない場合があります。
※7 祝日は土曜日の利用時間に準じます。
※8 送金開始日の2銀行営業日前まで受付可能です。
※9 新規口座開設、契約内容変更はインターネットバンキングでのみお取扱いとなります。また積立開始日の2銀行営業日前まで受付可能です。
※10 平日9:00から19:30の時間帯以外は画面に記載の日時時点の明細となります。
※11 一部商品によっては時限が異なります。
※12 約定返済日の2銀行営業日前まで受付可能です。

（2023年2月2日現在）当 当日扱 予約扱予 引出し引

｜受付時間｜平日9：00～21：00（但し、銀行休業日は除く）
※投資信託・外貨預金、個人向け国債については　　　　　　投資信託専用フリーダイヤルにお問い合わせください。

■振込口座名義の照会時間

ひろぎん本支店宛
他行宛

土曜日 日曜日月～金曜日
24時間
  24時間※

0:00～21:00
0:00～21:00

7：00～24:00
7：00～23:50

※月曜日は0：10からとなります。

2023年2月2日現在

●本サービスのご利用は、個人のお客さまに限らせていただきます。なお、個人のお客さまでも事業性のお取引についてのご利用はできません。
●本サービスのご利用は、お一人さまにつき1契約とさせていただきます。
●本サービスのご利用にあたっては、総合口座が必要です。
●本サービスは契約者ご本人さまのご利用に限らせていただきます。
●本サービスは、国内（日本語）での利用に限らせていただきます。
●申込代表口座の総合口座定期預金は、サービス指定口座に登録させていただきます。
●本サービスのご利用にあたっては、あらかじめ登録口座を登録する必要があります。登録できる口座は、当行本支店にあるご本人名義の口座で、
申込代表口座を含めて20口座までです。なお、支店によってお届けの住所が異なっている場合は、登録できません。
●本サービスであらかじめ登録できる事前登録振込先は、当行・他行にかかわらず最高20口座までです。
●本サービスのご契約日当日は一部サービスがご利用いただけません。翌銀行営業日もしくは翌々銀行営業日からのご利用となりますのでご了承ください。
●郵便不着等でご利用カードがお手元に届かない場合や、「不在配達のお知らせ」の通知後、郵便局の保管期日までにお受取りいただけない場合は、
通知せずにお申込みを解約させていただく場合があります。
●ご利用カードは、ご通帳やご印鑑と同様、保管・管理には十分ご注意ください。
●インターネットバンキングにおける「予約扱い」となるお取引（投資信託取引は除く）については、お受付時点ではなく、取引指定日のお取引処理
時点で、資金の引落をいたしますので、その時点で残高が不足する場合には、お取引は不成立となります。お受付の終了後にATMでの現金お引
出しを行う場合や取引指定日に公共料金やカードご利用代金等の各種口座自動引落がある場合には、口座残高にご注意ください。
●総合口座定期預金を登録される場合は、総合口座普通預金も同時にご登録ください。総合口座定期預金の解約について、総合口座貸越の担保と
なっている場合、一部お取扱いできない場合があります。
●通話途中で中断されたり、回線が切断され取引意思の確認ができなかった場合は、お取引がなかったものといたしますので、資金移動を伴う
お取引の場合は特にご注意ください。
●自動音声による事前登録振込および振替取引については、お取消ができませんので、音声ガイドをよくお聞きになりご操作をお願いします。
●振込の組戻しが必要な場合は、テレホンバンキングを利用してご連絡ください。組戻しには所定の組戻手数料が必要になります。また、お客さまの
ご連絡時間によっては、組戻しのお手続ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

２4時間当日扱いでお振込みができます！ （ただし、土曜日21時から翌7時を除く）

あらかじめご登録いただいた 　　　   本支店にあるご本人名義口座間のお振替ができます。［サービス内容］

（2023年2月2日現在）

２4時間当日扱いでお振替ができます！ （ただし、土曜日21時から翌7時を除く）

自動積立定期※9

新規申込／契約内容照会・解約※8

購入※7

売却※7

預入（新規口座開設）／解約※7

パソコン

タブレット

スマートフォン

OS
Windows 10、11
Mac OS
iOS 14、15、16
AndroidOS 10、11
iOS 14、15、16
AndroidOS 10、11、12

ブラウザ
Firefox101/Chrome103/Microsoft Edge105

利用端末

Safari14、15、16
Safari14、15、16
Chrome102
Safari14、15、16
Chrome102

iPad
Android
iPhone
Android



投資信託の購入・売却、残高・取引履歴照会等ができます。
＊お取引には「投資信託総合取引口座」のご開設が必要です。〔事前に当行本支店窓口、カープ支店（窓口では申込不可）、ひろぎんアプリにてご開設ください。〕
ご開設後、サービス指定口座として「投資信託口座」および「投資信託指定預金口座」を予めご登録していただく必要があります。

投資信託

インターネットバンキング

投資信託のお申込手数料20％割引 （店頭購入の場合との比較）お得

土・日・祝休日も、「購入」や「売却」の予約取引ができます！便利

安心「電子交付サービス」なら各種報告書を“スピーディ”にインターネットで確認。報告書の保管が不要で、紛失の心配がなく“安心”です。

【個人向け国債のリスク】
●発行体の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
【個人向け国債取引に係る諸費用】
●個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
●個人向け国債を中途換金する際、原則として下記の計算式により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
　・直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685
【その他の重要事項】
●個人向け国債は、預金保険の対象ではありません。
●広島銀行で販売する個人向け国債は、投資者保護基金の対象ではありません。
●個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行
から1年以内であっても中途換金が可能です。

●利子支払期日の9営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、中途換金の約定をすることはできません。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【外貨預金のリスク】
●本商品には、為替変動リスクがあります。従って、為替相場の変動により、お受取りの外貨元利金を円貨換算すると、当初外貨預金作成時の払込み円貨額を下回る（円貨
ベースで元本割れとなる）リスクがあります。
●為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料が（例えば、１米ドルあたり２円、１ユーロあたり３円、1豪ドルあたり4円、１英ポンドあたり８円、1NZドルあたり4円）か
かるため、受取時の円貨額が預入時の払込円貨額を下回ることがあります。

【外貨預金取引に係る諸費用】
●円貨を外貨にする際（預入時）および外貨を円貨にする際（引出時）は手数料（例えば、１米ドルあたり１円、１ユーロあたり１円５０銭、1豪ドルあたり2円、1英ポンドあたり
４円、1NZドルあたり2円）がかかります。お預入れおよびお引出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のＴＴＳレート（預入時）、ＴＴＢレート（引出時）をそれ
ぞれ適用します。
※10万米ドル相当額以上のお取引の場合は、TTSレート、TTBレートにかかわらず、取引時点の市場実勢為替相場をもとに手数料を含んだ適用相場を別途決定します。
●外貨のままお預入れ、お引出しの場合には、当行所定の手数料がかかります。
※手数料の詳細は、各商品の契約締結前交付書面をご覧ください。
【その他の重要事項】
●外貨預金は、預金保険の対象ではありません。
●商品によっては解約に関する制限等がありますので、詳しくは、各商品の契約締結前交付書面をご覧ください。
※円高リスク低減型外貨定期預金「ハイグレード」の中途解約はお受けできませんが、当行がやむを得ないものと認めて、この預金の中途解約をお受けした場合、中途解約
日から満期日までの期間に対応する同条件の預金を新たに調達し、内在するデリバティブを再構築する必要があり、中途解約時点での市場価格で計算された再構築額を
お客さまにご負担いただきます。この場合、結果としてお受取金額が預入時の払込金額を大幅に下回ることがあります。また、中途解約時に、外貨を円貨にする際（引出時）
は、為替手数料がかかります。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【投資信託のリスク】
●投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。従って、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むことがあります。また、外貨
建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
●投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンドごとにさまざまな「リスク」があります。
※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
【投資信託取引に係る諸費用】
●投資信託のお申込時にはお申込手数料（基準価額に対し最大3.30％［税込／1万口あたり］）、運用期間中には信託報酬（信託財産の純資産総額に対し最大2.254％［税
込］）やその他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。
　また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額（換金時の基準価額に対し最大1.0％）などをご負担いただく場合があります。
※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
【その他の重要事項】
●投資信託は、預金保険の対象ではありません。
●広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【　　　    満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」のリスク】
●本商品は中途解約ができないため、預入期間中に金利が上昇する場合でも、他の商品に乗り換えることはできません。結果として、本商品での運用が不利なものとなる
可能性があります。
●満期日が繰上げられた場合、他の満期日繰上特約の付いていない同期間の固定金利商品と比べて、運用が不利となる可能性があります。
●本商品の中途解約はお受けできませんが、当行がやむを得ないものと認めて当行合意の上で、本商品の中途解約をお受けした場合、中途解約日から満期日までの期間に
対応する同条件の預金を新たに調達し、内在するデリバティブを再構築する必要があり、中途解約時点での市場価格で計算された再構築額を中途解約損害金として、
お客さまにご負担いただきます。この場合、結果としてお受取金額が預入時の払込金額を大幅に下回ることがあります。中途解約損害金については、「市場の金利水準」等
によって大きく変動します。一般的には、預入時の市場金利と比べて、中途解約時の市場金利が上昇しているほど、中途解約損害金は高くなる傾向にあります。（損害金の
計算方法については、店頭にご用意している「お申込みにあたって」（契約締結前交付書面)をご覧ください）

【　　　    満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」取引に係る諸費用】
●預入にかかる諸費用はありません。
【その他の重要事項】
●本商品は、預金保険の対象であり、当行にお預入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保
護されます。ただし、本商品の利息等については、お預入れ時における通常の円貨定期預金（本商品と同一の期間および金額）の店頭表示金利※までが預金保険の対象と
なり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
※プレミアム・プラスと同一の期間および金額に応じて、スーパー定期、スーパー定期300、大口定期の各金利を適用する。
●本商品は、お客さまが満期日を選べません。預入日の1年後において、本商品の満期日を当初満期日とするか、満期日を繰り上げる（1年）かは、市場金利の状況に基づき
当行が決定します。
※満期日選択権行使判定日に、預入時と比べて市場金利が低下している場合は満期日を繰り上げる可能性が高く、反対に、市場金利が上昇している場合は、満期日が当初
満期日となる可能性が高くなります。
●本商品は、募集期間中であっても市場環境等の急変により金利が低下した場合や、商品組成に必要な募集額に満たない場合、募集を中止する場合がございます。
●本商品申込に際して預入日の前日までは、当行所定の無利息型の別段預金に預入します。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

外貨預金のお預入の際は、契約締結前交付書面の内容をご確認ください。

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「投資信託のお申込みにあたって」の内容をご確認ください。

個人向け国債をご購入の際は、契約締結前交付書面の内容をご確認ください。

外貨預金のお取引

投資信託のお取引

個人向け国債のお取引

　　　　満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」のお取引

          満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」にお預入の際は、契約締結前交付書面の内容をご確認ください。

［サービス内容］

当行所定の住宅ローンの固定金利期間再選択・一部繰上返済、当行所定の証書貸付型無担保ローンの一部または全額繰上返済についての
お手続きができます。

ローン条件変更

インターネットバンキング

ご来店不要！ 土・日・祝休日や夜間でもローン条件変更のお手続きができます！便利

繰上返済・住宅ローンの固定金利期間再選択手数料お得

［サービス内容］

あらかじめご登録いただいたご本人名義の通帳式定期預金口座※への預入、解約、明細照会ができます。

インターネットバンキング

２４時間当日扱いで定期預金のお取引ができます！ （ただし、土曜日19時から翌7時を除く）便利
［サービス内容］

外貨預金口座の新規開設、預入、解約、残高・明細照会ができます。
◎取扱通貨／米ドル、ユーロ、豪ドル、英ポンド、ニュージーランドドル
◎取扱商品／外貨普通預金・外貨定期預金（外貨リレー定期預金「ビッグバン」、円高リスク低減型外貨定期預金（募集形式）「ハイグレード」）
＊「口座開設」を除き、あらかじめ外貨預金口座をご利用口座として登録していただく必要があります。 ＊新規口座開設は無通帳方式のインターネット専用口座「Net-View（ネット
ビュー）」としてお取扱いいたします。＊商品内容について、詳しくは店頭にてご確認ください。

外貨定期預金

インターネットバンキング

外貨リレー定期預金「ビッグバン」の預入時為替手数料50％割引 （店頭預入の場合との比較）お得

土・日・祝休日も、「口座開設」や「預入」、「解約」の予約取引ができます。便利

［サービス内容］

個人向け国債

インターネットバンキング

土・日・祝休日も、「購入 」や「売却」の予約取引ができます！便利 ＊ ＊個人向け国債の募集開始日から募集最終日の
前銀行営業日までの期間中のみ購入可能です。

個人向け国債の購入・売却や残高・明細照会※ができます。口座管理手数料は無料です。
※「残高・明細照会」は個人向け国債以外の公共債も可能です。
◎取扱商品／個人向け国債「変動金利型10年満期」、「固定金利型5年満期」、「固定金利型3年満期」
◎公共債口座（保護預り兼振替決済口座）の新規開設はご利用いただけません。（事前に当行窓口にてご開設ください。）
◎あらかじめ公共債口座（保護預り兼振替決済口座）をご利用口座として登録していただく必要があります。

［サービス内容］

円貨定期預金

◎ローン条件変更の手続きにかかる取扱手数料が無料になります。
◎手数料について、詳しくは店頭にてご確認ください。 ◎住宅ローンは全額繰上返済はできません。

住宅ローンの固定金利期間再選択の場合、再選択時点の基準金利よりお得
◎3年・5年・10年それぞれの固定金利期間終了後、固定金利期間再選択のお手続きをされる場合、再選択時点の基準金利より年0.1％差し引かせていただきます。
　上記のお手続きをされた方で、次回もインターネットバンキングで固定金利期間再選択のお手続きをされる場合は、基準金利より年0.1％差し引かせていただきます。

※インターネットバンキングでは一部お取扱いしていない定期預金商品があります。詳しくは店頭またはホームページにてご確認ください。 0円
年▲0.1%マイナス

ダイレクトバンキングサービスには便利でおトクな　サービスがいっぱい！ ご留意事項（必ずお読みください）

手続きラクラク！！ オンラインでお申込み ご来店・書面記入・印鑑押印などが一切不要です！

■オンライン申込ご利用時間

24時間 （ただし、土曜日21時から翌7時を除く）

●オンライン申込によるお手続きは70歳未満の方で、当行キャッシュカードをお持ちの方、
かつ共通印鑑※へのお切替がお済みの方に限ります。キャッシュカードをお持ちでないお客
さまは店頭でのお手続きとなります。
※総合口座において、普通預金口座・貯蓄預金口座・定期預金口座の各取引共通に使用する印鑑をお届けされていること

オンライン申込の流れ

1週間前後でお手元に「ご利用ガイド」・「ご利用カード」が
到着後、ご利用スタート！

代表口座としてお申込みいただく「代表口座通帳」をご準備ください。

❶をクリック

以降は、入力フォームにそって、お名前、生年月日、口座番号
などの必要事項を入力していただくとお手続き完了！

ワンタイムパスワード 60秒ごとに更新される1回限りのパスワードを用いて、より高いセキュリティを実現する認証方式です。万が一スパイ
ウェア等でパスワードが盗まれてしまっても、悪用されるリスクが軽減され不正な取引を防止する効果が期待できます。

お申込受付時間

対象となるお取引

ご利用手数料

基 本 料 金 無 料： 再 発 行 手 数 料 無 料： 新規・更新手数料 無 料：
無料にて
お使い

いただけます！

税金・各種料金の払込み〈Pay-easy（ペイジー）〉

便利

自動送金

便利
お手持ちのパソコン、
スマートフォンから税金や
各種料金の払込みが
かんたんお手続きできます！※払込書の場合は上の〈Pay-easy〉

　マークのあるものが対象となります。

自動積立定期預金

２４時間当日扱いで自動積立定期預金の
お申込みができます！ （ただし、土曜日19時から翌7時を除く）

便利

インターネットバンキング

［サービス内容］

［サービス内容］

自動積立定期預金の新規申込、契約内容照会・変更、
追加預入、一部支払のお手続きができます。
＊新規口座は無通帳方式のインターネット専用口座「Net-View
（ネットビュー）」としてお取扱いいたします。

［サービス内容］

インターネットバンキング インターネットバンキング

シリアル番号

有効期限

60秒ごとに更新されるパス
ワードが表示されます。

パスワードご入力の際の残り
時間の目安となります。

ワンタイムパスワード生成機
には数字6桁、ワンタイムパス
ワード生成アプリには数字8
桁が表示されます。

インジケーター

ワンタイムパスワード生成機 ワンタイムパスワード生成アプリ
キーホルダー型のパスワード生成機に使い捨て
パスワードが60秒ごとに表示されます。

お持ちのスマートフォンや携帯電話にインストールした専用
アプリに使い捨てパスワードが60秒ごとに表示されます。

※掲載の画面はすべてイメージですので、実際の画面とは異なる場合があります。

表 面

裏 面
大きさ：約6cm

（インターネットバンキングで以下のお取引をご利用されるお客さまは必ずワンタイムパスワードのお申込み・利用登録が必要です。）

振替や残高・入出金明細照会など左記以外のお取引のみご利用のお客さまは、ワンタイムパスワードをご利用いただく必要
はございませんが、将来、お振込等をご利用される可能性も考慮し、ワンタイムパスワードのお申込みをお奨めいたします。

●振込 ●各種料金払込み〈Pay-easy（ペイジー）〉（民間払込）
●自動送金（新規申込） ●住所変更・電話番号変更

●スマートフォン・携帯電話をお持ち
でないお客さまのご利用、ならびに
本アプリのパソコン・タブレットで
のご利用はできませんのでご注意
ください。
●1契約につき1台の端末にダウン
ロードできます。
●本アプリをご利用の際は
　ホームページにてご利用環境を
ご確認ください。

ご留意点

ご留意点

お申込み後「簡易書留」「転送不要」でお送り
します。お届けまでに約１週間程度かかります。

1契約につきワンタイムパスワード生成機もしくはワンタイムパスワード生成アプリのどちらかひとつをお申込みいただけます。

ＡＴＭ申込の流れ

1週間前後でお手元に「ご利用ガイド」・「ご利用カード」が
到着後、ご利用スタート!

以降は、入力フォームにそって、
必要事項を入力していただくとお手続き完了!

手続きラクラク！！ ＡＴＭでお申込み 書面記入・印鑑押印などが一切不要です！

■ＡＴＭ申込ご利用時間

各ＡＴＭの営業時間

［体験版］もお試しください！

❶

（2023年2月2日現在）

月～金曜日・日曜日／7：00～24：00
土曜日／7：00～21：00

月々決まった送金先に、ご指定の預金口座から
　　　　  が自動的に送金処理するサービスが
かんたんにお申込みいただけます。

自動送金のお申込み、契約内容照会、解約のお手続き
ができます。
＊自動送金を新規で申込まれる際には必ずワンタイムパスワードの
利用が必要となります。

●店頭でもお申込みいただけます。※店頭でお申込みいただく場合は、代表口座通帳・お届印・ご本人さまを確認できる公的証明書（運転免許証・健康保険証等）をお持ちください。
●テレホンバンキングのみを現在ご契約のお客さまがインターネットバンキングのご利用を追加される場合は、店頭でのお手続きとなります。

●ＡＴＭ申込によるお手続きは70歳未満の方で、当行
キャッシュカードもしくは通帳（通帳出金サービスが 
ご利用いただけるもの）をお持ちの方、共通印鑑※へ
のお切替がお済みの方に限ります。キャッシュカード
もしくは通帳（通帳出金サービスがご利用いただける
もの）をお持ちでないお客さまは店頭でのお手続きと
なります。
※総合口座において、普通預金口座・貯蓄預金口座・定期預金口座の各取
引共通に使用する印鑑をお届けされていること

〔その他のお取引・おトクな情報〕＞〔ダイレクトバンキングサービスのお申込〕を選択

●繰上返済の申込受付可能期間は、前回約定返済日の翌銀行営業日～次回約定返済日（処理予定日）の2銀行営業日前までとなります。（処理日は約定返済日となります）
●固定金利期間再選択の申込受付期間は、固定金利期間終了月の前月約定返済日の翌銀行営業日～固定金利期間再選択日の2銀行営業日前までとなります。ただし、約定返済
日が7日の場合は、固定金利期間終了月の前月の10日以降、固定金利期間再選択日の2銀行営業日前までとなります。
●｢住宅ローン一部繰上返済シミュレーション・申込み｣、「無担保ローン（証書貸付のみ）一部繰上返済シミュレーション・申込み」の取扱いは、①ローン条件変更の申込時に返済
回数が14回以上、②1回あたりの繰上金額（元金部分）が50万円以上、③短縮後の返済回数が12回以上、④一部繰上返済後の残高が10,000円以上である場合に限ります。
●｢住宅ローン固定金利期間再選択シミュレーション・申込み｣の取扱いは、当月に住宅ローンの一部繰上返済を行った場合、翌月（または一部繰上返済後の初回ボーナス返済が
終了するまで）の固定金利期間再選択はインターネットバンキングではできません。

総合口座キャッシュカードまたは通帳（通帳出金サービスがご利用いただけるもの）を
お持ちのうえ当行のＡＴＭへ

まずは、広島銀行のホームページへアクセス！
https://www.hirogin.co.jp/

当行所定の収納機関に対する各種料金を払込むことができます。
＊ご利用可能な収納機関は　　　　 ホームページでご確認ください。
 （〈Pay-easy〉マークがあっても当行ではお取扱いできないものがあります）
＊本サービスにて払込した税金・各種料金の領収書は発行すること
ができません。
＊インターネットバンキングでの民間払込の際には必ずワンタイムパス
ワードの利用が必要となります。



投資信託の購入・売却、残高・取引履歴照会等ができます。
＊お取引には「投資信託総合取引口座」のご開設が必要です。〔事前に当行本支店窓口、カープ支店（窓口では申込不可）、ひろぎんアプリにてご開設ください。〕
ご開設後、サービス指定口座として「投資信託口座」および「投資信託指定預金口座」を予めご登録していただく必要があります。

投資信託

インターネットバンキング

投資信託のお申込手数料20％割引 （店頭購入の場合との比較）お得

土・日・祝休日も、「購入」や「売却」の予約取引ができます！便利

安心「電子交付サービス」なら各種報告書を“スピーディ”にインターネットで確認。報告書の保管が不要で、紛失の心配がなく“安心”です。

【個人向け国債のリスク】
●発行体の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
【個人向け国債取引に係る諸費用】
●個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
●個人向け国債を中途換金する際、原則として下記の計算式により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
　・直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685
【その他の重要事項】
●個人向け国債は、預金保険の対象ではありません。
●広島銀行で販売する個人向け国債は、投資者保護基金の対象ではありません。
●個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行
から1年以内であっても中途換金が可能です。

●利子支払期日の9営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、中途換金の約定をすることはできません。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【外貨預金のリスク】
●本商品には、為替変動リスクがあります。従って、為替相場の変動により、お受取りの外貨元利金を円貨換算すると、当初外貨預金作成時の払込み円貨額を下回る（円貨
ベースで元本割れとなる）リスクがあります。
●為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料が（例えば、１米ドルあたり２円、１ユーロあたり３円、1豪ドルあたり4円、１英ポンドあたり８円、1NZドルあたり4円）か
かるため、受取時の円貨額が預入時の払込円貨額を下回ることがあります。

【外貨預金取引に係る諸費用】
●円貨を外貨にする際（預入時）および外貨を円貨にする際（引出時）は手数料（例えば、１米ドルあたり１円、１ユーロあたり１円５０銭、1豪ドルあたり2円、1英ポンドあたり
４円、1NZドルあたり2円）がかかります。お預入れおよびお引出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のＴＴＳレート（預入時）、ＴＴＢレート（引出時）をそれ
ぞれ適用します。
※10万米ドル相当額以上のお取引の場合は、TTSレート、TTBレートにかかわらず、取引時点の市場実勢為替相場をもとに手数料を含んだ適用相場を別途決定します。
●外貨のままお預入れ、お引出しの場合には、当行所定の手数料がかかります。
※手数料の詳細は、各商品の契約締結前交付書面をご覧ください。
【その他の重要事項】
●外貨預金は、預金保険の対象ではありません。
●商品によっては解約に関する制限等がありますので、詳しくは、各商品の契約締結前交付書面をご覧ください。
※円高リスク低減型外貨定期預金「ハイグレード」の中途解約はお受けできませんが、当行がやむを得ないものと認めて、この預金の中途解約をお受けした場合、中途解約
日から満期日までの期間に対応する同条件の預金を新たに調達し、内在するデリバティブを再構築する必要があり、中途解約時点での市場価格で計算された再構築額を
お客さまにご負担いただきます。この場合、結果としてお受取金額が預入時の払込金額を大幅に下回ることがあります。また、中途解約時に、外貨を円貨にする際（引出時）
は、為替手数料がかかります。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【投資信託のリスク】
●投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。従って、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むことがあります。また、外貨
建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
●投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンドごとにさまざまな「リスク」があります。
※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
【投資信託取引に係る諸費用】
●投資信託のお申込時にはお申込手数料（基準価額に対し最大3.30％［税込／1万口あたり］）、運用期間中には信託報酬（信託財産の純資産総額に対し最大2.254％［税
込］）やその他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。
　また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額（換金時の基準価額に対し最大1.0％）などをご負担いただく場合があります。
※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
【その他の重要事項】
●投資信託は、預金保険の対象ではありません。
●広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【　　　    満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」のリスク】
●本商品は中途解約ができないため、預入期間中に金利が上昇する場合でも、他の商品に乗り換えることはできません。結果として、本商品での運用が不利なものとなる
可能性があります。
●満期日が繰上げられた場合、他の満期日繰上特約の付いていない同期間の固定金利商品と比べて、運用が不利となる可能性があります。
●本商品の中途解約はお受けできませんが、当行がやむを得ないものと認めて当行合意の上で、本商品の中途解約をお受けした場合、中途解約日から満期日までの期間に
対応する同条件の預金を新たに調達し、内在するデリバティブを再構築する必要があり、中途解約時点での市場価格で計算された再構築額を中途解約損害金として、
お客さまにご負担いただきます。この場合、結果としてお受取金額が預入時の払込金額を大幅に下回ることがあります。中途解約損害金については、「市場の金利水準」等
によって大きく変動します。一般的には、預入時の市場金利と比べて、中途解約時の市場金利が上昇しているほど、中途解約損害金は高くなる傾向にあります。（損害金の
計算方法については、店頭にご用意している「お申込みにあたって」（契約締結前交付書面)をご覧ください）

【　　　    満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」取引に係る諸費用】
●預入にかかる諸費用はありません。
【その他の重要事項】
●本商品は、預金保険の対象であり、当行にお預入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保
護されます。ただし、本商品の利息等については、お預入れ時における通常の円貨定期預金（本商品と同一の期間および金額）の店頭表示金利※までが預金保険の対象と
なり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
※プレミアム・プラスと同一の期間および金額に応じて、スーパー定期、スーパー定期300、大口定期の各金利を適用する。
●本商品は、お客さまが満期日を選べません。預入日の1年後において、本商品の満期日を当初満期日とするか、満期日を繰り上げる（1年）かは、市場金利の状況に基づき
当行が決定します。
※満期日選択権行使判定日に、預入時と比べて市場金利が低下している場合は満期日を繰り上げる可能性が高く、反対に、市場金利が上昇している場合は、満期日が当初
満期日となる可能性が高くなります。
●本商品は、募集期間中であっても市場環境等の急変により金利が低下した場合や、商品組成に必要な募集額に満たない場合、募集を中止する場合がございます。
●本商品申込に際して預入日の前日までは、当行所定の無利息型の別段預金に預入します。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

外貨預金のお預入の際は、契約締結前交付書面の内容をご確認ください。

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「投資信託のお申込みにあたって」の内容をご確認ください。

個人向け国債をご購入の際は、契約締結前交付書面の内容をご確認ください。

外貨預金のお取引

投資信託のお取引

個人向け国債のお取引

　　　　満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」のお取引

          満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」にお預入の際は、契約締結前交付書面の内容をご確認ください。

［サービス内容］

当行所定の住宅ローンの固定金利期間再選択・一部繰上返済、当行所定の証書貸付型無担保ローンの一部または全額繰上返済についての
お手続きができます。

ローン条件変更

インターネットバンキング

ご来店不要！ 土・日・祝休日や夜間でもローン条件変更のお手続きができます！便利

繰上返済・住宅ローンの固定金利期間再選択手数料お得

［サービス内容］

あらかじめご登録いただいたご本人名義の通帳式定期預金口座※への預入、解約、明細照会ができます。

インターネットバンキング

２４時間当日扱いで定期預金のお取引ができます！ （ただし、土曜日19時から翌7時を除く）便利
［サービス内容］

外貨預金口座の新規開設、預入、解約、残高・明細照会ができます。
◎取扱通貨／米ドル、ユーロ、豪ドル、英ポンド、ニュージーランドドル
◎取扱商品／外貨普通預金・外貨定期預金（外貨リレー定期預金「ビッグバン」、円高リスク低減型外貨定期預金（募集形式）「ハイグレード」）
＊「口座開設」を除き、あらかじめ外貨預金口座をご利用口座として登録していただく必要があります。 ＊新規口座開設は無通帳方式のインターネット専用口座「Net-View（ネット
ビュー）」としてお取扱いいたします。＊商品内容について、詳しくは店頭にてご確認ください。

外貨定期預金

インターネットバンキング

外貨リレー定期預金「ビッグバン」の預入時為替手数料50％割引 （店頭預入の場合との比較）お得

土・日・祝休日も、「口座開設」や「預入」、「解約」の予約取引ができます。便利

［サービス内容］

個人向け国債

インターネットバンキング

土・日・祝休日も、「購入 」や「売却」の予約取引ができます！便利 ＊ ＊個人向け国債の募集開始日から募集最終日の
前銀行営業日までの期間中のみ購入可能です。

個人向け国債の購入・売却や残高・明細照会※ができます。口座管理手数料は無料です。
※「残高・明細照会」は個人向け国債以外の公共債も可能です。
◎取扱商品／個人向け国債「変動金利型10年満期」、「固定金利型5年満期」、「固定金利型3年満期」
◎公共債口座（保護預り兼振替決済口座）の新規開設はご利用いただけません。（事前に当行窓口にてご開設ください。）
◎あらかじめ公共債口座（保護預り兼振替決済口座）をご利用口座として登録していただく必要があります。

［サービス内容］

円貨定期預金

◎ローン条件変更の手続きにかかる取扱手数料が無料になります。
◎手数料について、詳しくは店頭にてご確認ください。 ◎住宅ローンは全額繰上返済はできません。

住宅ローンの固定金利期間再選択の場合、再選択時点の基準金利よりお得
◎3年・5年・10年それぞれの固定金利期間終了後、固定金利期間再選択のお手続きをされる場合、再選択時点の基準金利より年0.1％差し引かせていただきます。
　上記のお手続きをされた方で、次回もインターネットバンキングで固定金利期間再選択のお手続きをされる場合は、基準金利より年0.1％差し引かせていただきます。

※インターネットバンキングでは一部お取扱いしていない定期預金商品があります。詳しくは店頭またはホームページにてご確認ください。 0円
年▲0.1%マイナス

ダイレクトバンキングサービスには便利でおトクな　サービスがいっぱい！ ご留意事項（必ずお読みください）

手続きラクラク！！ オンラインでお申込み ご来店・書面記入・印鑑押印などが一切不要です！

■オンライン申込ご利用時間

24時間 （ただし、土曜日21時から翌7時を除く）

●オンライン申込によるお手続きは70歳未満の方で、当行キャッシュカードをお持ちの方、
かつ共通印鑑※へのお切替がお済みの方に限ります。キャッシュカードをお持ちでないお客
さまは店頭でのお手続きとなります。
※総合口座において、普通預金口座・貯蓄預金口座・定期預金口座の各取引共通に使用する印鑑をお届けされていること

オンライン申込の流れ

1週間前後でお手元に「ご利用ガイド」・「ご利用カード」が
到着後、ご利用スタート！

代表口座としてお申込みいただく「代表口座通帳」をご準備ください。

❶をクリック

以降は、入力フォームにそって、お名前、生年月日、口座番号
などの必要事項を入力していただくとお手続き完了！

ワンタイムパスワード 60秒ごとに更新される1回限りのパスワードを用いて、より高いセキュリティを実現する認証方式です。万が一スパイ
ウェア等でパスワードが盗まれてしまっても、悪用されるリスクが軽減され不正な取引を防止する効果が期待できます。

お申込受付時間

対象となるお取引

ご利用手数料

基 本 料 金 無 料： 再 発 行 手 数 料 無 料： 新規・更新手数料 無 料：
無料にて
お使い

いただけます！

税金・各種料金の払込み〈Pay-easy（ペイジー）〉

便利

自動送金

便利
お手持ちのパソコン、
スマートフォンから税金や
各種料金の払込みが
かんたんお手続きできます！※払込書の場合は上の〈Pay-easy〉

　マークのあるものが対象となります。

自動積立定期預金

２４時間当日扱いで自動積立定期預金の
お申込みができます！ （ただし、土曜日19時から翌7時を除く）

便利

インターネットバンキング

［サービス内容］

［サービス内容］

自動積立定期預金の新規申込、契約内容照会・変更、
追加預入、一部支払のお手続きができます。
＊新規口座は無通帳方式のインターネット専用口座「Net-View
（ネットビュー）」としてお取扱いいたします。

［サービス内容］

インターネットバンキング インターネットバンキング

シリアル番号

有効期限

60秒ごとに更新されるパス
ワードが表示されます。

パスワードご入力の際の残り
時間の目安となります。

ワンタイムパスワード生成機
には数字6桁、ワンタイムパス
ワード生成アプリには数字8
桁が表示されます。

インジケーター

ワンタイムパスワード生成機 ワンタイムパスワード生成アプリ
キーホルダー型のパスワード生成機に使い捨て
パスワードが60秒ごとに表示されます。

お持ちのスマートフォンや携帯電話にインストールした専用
アプリに使い捨てパスワードが60秒ごとに表示されます。

※掲載の画面はすべてイメージですので、実際の画面とは異なる場合があります。

表 面

裏 面
大きさ：約6cm

（インターネットバンキングで以下のお取引をご利用されるお客さまは必ずワンタイムパスワードのお申込み・利用登録が必要です。）

振替や残高・入出金明細照会など左記以外のお取引のみご利用のお客さまは、ワンタイムパスワードをご利用いただく必要
はございませんが、将来、お振込等をご利用される可能性も考慮し、ワンタイムパスワードのお申込みをお奨めいたします。

●振込 ●各種料金払込み〈Pay-easy（ペイジー）〉（民間払込）
●自動送金（新規申込） ●住所変更・電話番号変更

●スマートフォン・携帯電話をお持ち
でないお客さまのご利用、ならびに
本アプリのパソコン・タブレットで
のご利用はできませんのでご注意
ください。
●1契約につき1台の端末にダウン
ロードできます。
●本アプリをご利用の際は
　ホームページにてご利用環境を
ご確認ください。

ご留意点

ご留意点

お申込み後「簡易書留」「転送不要」でお送り
します。お届けまでに約１週間程度かかります。

1契約につきワンタイムパスワード生成機もしくはワンタイムパスワード生成アプリのどちらかひとつをお申込みいただけます。

ＡＴＭ申込の流れ

1週間前後でお手元に「ご利用ガイド」・「ご利用カード」が
到着後、ご利用スタート!

以降は、入力フォームにそって、
必要事項を入力していただくとお手続き完了!

手続きラクラク！！ ＡＴＭでお申込み 書面記入・印鑑押印などが一切不要です！

■ＡＴＭ申込ご利用時間

各ＡＴＭの営業時間

［体験版］もお試しください！

❶

（2023年2月2日現在）

月～金曜日・日曜日／7：00～24：00
土曜日／7：00～21：00

月々決まった送金先に、ご指定の預金口座から
　　　　  が自動的に送金処理するサービスが
かんたんにお申込みいただけます。

自動送金のお申込み、契約内容照会、解約のお手続き
ができます。
＊自動送金を新規で申込まれる際には必ずワンタイムパスワードの
利用が必要となります。

●店頭でもお申込みいただけます。※店頭でお申込みいただく場合は、代表口座通帳・お届印・ご本人さまを確認できる公的証明書（運転免許証・健康保険証等）をお持ちください。
●テレホンバンキングのみを現在ご契約のお客さまがインターネットバンキングのご利用を追加される場合は、店頭でのお手続きとなります。

●ＡＴＭ申込によるお手続きは70歳未満の方で、当行
キャッシュカードもしくは通帳（通帳出金サービスが 
ご利用いただけるもの）をお持ちの方、共通印鑑※へ
のお切替がお済みの方に限ります。キャッシュカード
もしくは通帳（通帳出金サービスがご利用いただける
もの）をお持ちでないお客さまは店頭でのお手続きと
なります。
※総合口座において、普通預金口座・貯蓄預金口座・定期預金口座の各取
引共通に使用する印鑑をお届けされていること

〔その他のお取引・おトクな情報〕＞〔ダイレクトバンキングサービスのお申込〕を選択

●繰上返済の申込受付可能期間は、前回約定返済日の翌銀行営業日～次回約定返済日（処理予定日）の2銀行営業日前までとなります。（処理日は約定返済日となります）
●固定金利期間再選択の申込受付期間は、固定金利期間終了月の前月約定返済日の翌銀行営業日～固定金利期間再選択日の2銀行営業日前までとなります。ただし、約定返済
日が7日の場合は、固定金利期間終了月の前月の10日以降、固定金利期間再選択日の2銀行営業日前までとなります。
●｢住宅ローン一部繰上返済シミュレーション・申込み｣、「無担保ローン（証書貸付のみ）一部繰上返済シミュレーション・申込み」の取扱いは、①ローン条件変更の申込時に返済
回数が14回以上、②1回あたりの繰上金額（元金部分）が50万円以上、③短縮後の返済回数が12回以上、④一部繰上返済後の残高が10,000円以上である場合に限ります。
●｢住宅ローン固定金利期間再選択シミュレーション・申込み｣の取扱いは、当月に住宅ローンの一部繰上返済を行った場合、翌月（または一部繰上返済後の初回ボーナス返済が
終了するまで）の固定金利期間再選択はインターネットバンキングではできません。

総合口座キャッシュカードまたは通帳（通帳出金サービスがご利用いただけるもの）を
お持ちのうえ当行のＡＴＭへ

まずは、広島銀行のホームページへアクセス！
https://www.hirogin.co.jp/

当行所定の収納機関に対する各種料金を払込むことができます。
＊ご利用可能な収納機関は　　　　 ホームページでご確認ください。
 （〈Pay-easy〉マークがあっても当行ではお取扱いできないものがあります）
＊本サービスにて払込した税金・各種料金の領収書は発行すること
ができません。
＊インターネットバンキングでの民間払込の際には必ずワンタイムパス
ワードの利用が必要となります。



投資信託の購入・売却、残高・取引履歴照会等ができます。
＊お取引には「投資信託総合取引口座」のご開設が必要です。〔事前に当行本支店窓口、カープ支店（窓口では申込不可）、ひろぎんアプリにてご開設ください。〕
ご開設後、サービス指定口座として「投資信託口座」および「投資信託指定預金口座」を予めご登録していただく必要があります。

投資信託

インターネットバンキング

投資信託のお申込手数料20％割引 （店頭購入の場合との比較）お得

土・日・祝休日も、「購入」や「売却」の予約取引ができます！便利

安心「電子交付サービス」なら各種報告書を“スピーディ”にインターネットで確認。報告書の保管が不要で、紛失の心配がなく“安心”です。

【個人向け国債のリスク】
●発行体の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
【個人向け国債取引に係る諸費用】
●個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
●個人向け国債を中途換金する際、原則として下記の計算式により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
　・直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685
【その他の重要事項】
●個人向け国債は、預金保険の対象ではありません。
●広島銀行で販売する個人向け国債は、投資者保護基金の対象ではありません。
●個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行
から1年以内であっても中途換金が可能です。

●利子支払期日の9営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、中途換金の約定をすることはできません。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【外貨預金のリスク】
●本商品には、為替変動リスクがあります。従って、為替相場の変動により、お受取りの外貨元利金を円貨換算すると、当初外貨預金作成時の払込み円貨額を下回る（円貨
ベースで元本割れとなる）リスクがあります。
●為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料が（例えば、１米ドルあたり２円、１ユーロあたり３円、1豪ドルあたり4円、１英ポンドあたり８円、1NZドルあたり4円）か
かるため、受取時の円貨額が預入時の払込円貨額を下回ることがあります。

【外貨預金取引に係る諸費用】
●円貨を外貨にする際（預入時）および外貨を円貨にする際（引出時）は手数料（例えば、１米ドルあたり１円、１ユーロあたり１円５０銭、1豪ドルあたり2円、1英ポンドあたり
４円、1NZドルあたり2円）がかかります。お預入れおよびお引出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のＴＴＳレート（預入時）、ＴＴＢレート（引出時）をそれ
ぞれ適用します。
※10万米ドル相当額以上のお取引の場合は、TTSレート、TTBレートにかかわらず、取引時点の市場実勢為替相場をもとに手数料を含んだ適用相場を別途決定します。
●外貨のままお預入れ、お引出しの場合には、当行所定の手数料がかかります。
※手数料の詳細は、各商品の契約締結前交付書面をご覧ください。
【その他の重要事項】
●外貨預金は、預金保険の対象ではありません。
●商品によっては解約に関する制限等がありますので、詳しくは、各商品の契約締結前交付書面をご覧ください。
※円高リスク低減型外貨定期預金「ハイグレード」の中途解約はお受けできませんが、当行がやむを得ないものと認めて、この預金の中途解約をお受けした場合、中途解約
日から満期日までの期間に対応する同条件の預金を新たに調達し、内在するデリバティブを再構築する必要があり、中途解約時点での市場価格で計算された再構築額を
お客さまにご負担いただきます。この場合、結果としてお受取金額が預入時の払込金額を大幅に下回ることがあります。また、中途解約時に、外貨を円貨にする際（引出時）
は、為替手数料がかかります。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【投資信託のリスク】
●投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。従って、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むことがあります。また、外貨
建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
●投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンドごとにさまざまな「リスク」があります。
※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
【投資信託取引に係る諸費用】
●投資信託のお申込時にはお申込手数料（基準価額に対し最大3.30％［税込／1万口あたり］）、運用期間中には信託報酬（信託財産の純資産総額に対し最大2.254％［税
込］）やその他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。
　また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額（換金時の基準価額に対し最大1.0％）などをご負担いただく場合があります。
※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
【その他の重要事項】
●投資信託は、預金保険の対象ではありません。
●広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【　　　    満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」のリスク】
●本商品は中途解約ができないため、預入期間中に金利が上昇する場合でも、他の商品に乗り換えることはできません。結果として、本商品での運用が不利なものとなる
可能性があります。
●満期日が繰上げられた場合、他の満期日繰上特約の付いていない同期間の固定金利商品と比べて、運用が不利となる可能性があります。
●本商品の中途解約はお受けできませんが、当行がやむを得ないものと認めて当行合意の上で、本商品の中途解約をお受けした場合、中途解約日から満期日までの期間に
対応する同条件の預金を新たに調達し、内在するデリバティブを再構築する必要があり、中途解約時点での市場価格で計算された再構築額を中途解約損害金として、
お客さまにご負担いただきます。この場合、結果としてお受取金額が預入時の払込金額を大幅に下回ることがあります。中途解約損害金については、「市場の金利水準」等
によって大きく変動します。一般的には、預入時の市場金利と比べて、中途解約時の市場金利が上昇しているほど、中途解約損害金は高くなる傾向にあります。（損害金の
計算方法については、店頭にご用意している「お申込みにあたって」（契約締結前交付書面)をご覧ください）

【　　　    満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」取引に係る諸費用】
●預入にかかる諸費用はありません。
【その他の重要事項】
●本商品は、預金保険の対象であり、当行にお預入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保
護されます。ただし、本商品の利息等については、お預入れ時における通常の円貨定期預金（本商品と同一の期間および金額）の店頭表示金利※までが預金保険の対象と
なり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
※プレミアム・プラスと同一の期間および金額に応じて、スーパー定期、スーパー定期300、大口定期の各金利を適用する。
●本商品は、お客さまが満期日を選べません。預入日の1年後において、本商品の満期日を当初満期日とするか、満期日を繰り上げる（1年）かは、市場金利の状況に基づき
当行が決定します。
※満期日選択権行使判定日に、預入時と比べて市場金利が低下している場合は満期日を繰り上げる可能性が高く、反対に、市場金利が上昇している場合は、満期日が当初
満期日となる可能性が高くなります。
●本商品は、募集期間中であっても市場環境等の急変により金利が低下した場合や、商品組成に必要な募集額に満たない場合、募集を中止する場合がございます。
●本商品申込に際して預入日の前日までは、当行所定の無利息型の別段預金に預入します。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

外貨預金のお預入の際は、契約締結前交付書面の内容をご確認ください。

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「投資信託のお申込みにあたって」の内容をご確認ください。

個人向け国債をご購入の際は、契約締結前交付書面の内容をご確認ください。

外貨預金のお取引

投資信託のお取引

個人向け国債のお取引

　　　　満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」のお取引

          満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」にお預入の際は、契約締結前交付書面の内容をご確認ください。

［サービス内容］

当行所定の住宅ローンの固定金利期間再選択・一部繰上返済、当行所定の証書貸付型無担保ローンの一部または全額繰上返済についての
お手続きができます。

ローン条件変更

インターネットバンキング

ご来店不要！ 土・日・祝休日や夜間でもローン条件変更のお手続きができます！便利

繰上返済・住宅ローンの固定金利期間再選択手数料お得

［サービス内容］

あらかじめご登録いただいたご本人名義の通帳式定期預金口座※への預入、解約、明細照会ができます。

インターネットバンキング

２４時間当日扱いで定期預金のお取引ができます！ （ただし、土曜日19時から翌7時を除く）便利
［サービス内容］

外貨預金口座の新規開設、預入、解約、残高・明細照会ができます。
◎取扱通貨／米ドル、ユーロ、豪ドル、英ポンド、ニュージーランドドル
◎取扱商品／外貨普通預金・外貨定期預金（外貨リレー定期預金「ビッグバン」、円高リスク低減型外貨定期預金（募集形式）「ハイグレード」）
＊「口座開設」を除き、あらかじめ外貨預金口座をご利用口座として登録していただく必要があります。 ＊新規口座開設は無通帳方式のインターネット専用口座「Net-View（ネット
ビュー）」としてお取扱いいたします。＊商品内容について、詳しくは店頭にてご確認ください。

外貨定期預金

インターネットバンキング

外貨リレー定期預金「ビッグバン」の預入時為替手数料50％割引 （店頭預入の場合との比較）お得

土・日・祝休日も、「口座開設」や「預入」、「解約」の予約取引ができます。便利

［サービス内容］

個人向け国債

インターネットバンキング

土・日・祝休日も、「購入 」や「売却」の予約取引ができます！便利 ＊ ＊個人向け国債の募集開始日から募集最終日の
前銀行営業日までの期間中のみ購入可能です。

個人向け国債の購入・売却や残高・明細照会※ができます。口座管理手数料は無料です。
※「残高・明細照会」は個人向け国債以外の公共債も可能です。
◎取扱商品／個人向け国債「変動金利型10年満期」、「固定金利型5年満期」、「固定金利型3年満期」
◎公共債口座（保護預り兼振替決済口座）の新規開設はご利用いただけません。（事前に当行窓口にてご開設ください。）
◎あらかじめ公共債口座（保護預り兼振替決済口座）をご利用口座として登録していただく必要があります。

［サービス内容］

円貨定期預金

◎ローン条件変更の手続きにかかる取扱手数料が無料になります。
◎手数料について、詳しくは店頭にてご確認ください。 ◎住宅ローンは全額繰上返済はできません。

住宅ローンの固定金利期間再選択の場合、再選択時点の基準金利よりお得
◎3年・5年・10年それぞれの固定金利期間終了後、固定金利期間再選択のお手続きをされる場合、再選択時点の基準金利より年0.1％差し引かせていただきます。
　上記のお手続きをされた方で、次回もインターネットバンキングで固定金利期間再選択のお手続きをされる場合は、基準金利より年0.1％差し引かせていただきます。

※インターネットバンキングでは一部お取扱いしていない定期預金商品があります。詳しくは店頭またはホームページにてご確認ください。 0円
年▲0.1%マイナス

ダイレクトバンキングサービスには便利でおトクな　サービスがいっぱい！ ご留意事項（必ずお読みください）

手続きラクラク！！ オンラインでお申込み ご来店・書面記入・印鑑押印などが一切不要です！

■オンライン申込ご利用時間

24時間 （ただし、土曜日21時から翌7時を除く）

●オンライン申込によるお手続きは70歳未満の方で、当行キャッシュカードをお持ちの方、
かつ共通印鑑※へのお切替がお済みの方に限ります。キャッシュカードをお持ちでないお客
さまは店頭でのお手続きとなります。
※総合口座において、普通預金口座・貯蓄預金口座・定期預金口座の各取引共通に使用する印鑑をお届けされていること

オンライン申込の流れ

1週間前後でお手元に「ご利用ガイド」・「ご利用カード」が
到着後、ご利用スタート！

代表口座としてお申込みいただく「代表口座通帳」をご準備ください。

❶をクリック

以降は、入力フォームにそって、お名前、生年月日、口座番号
などの必要事項を入力していただくとお手続き完了！

ワンタイムパスワード 60秒ごとに更新される1回限りのパスワードを用いて、より高いセキュリティを実現する認証方式です。万が一スパイ
ウェア等でパスワードが盗まれてしまっても、悪用されるリスクが軽減され不正な取引を防止する効果が期待できます。

お申込受付時間

対象となるお取引

ご利用手数料

基 本 料 金 無 料： 再 発 行 手 数 料 無 料： 新規・更新手数料 無 料：
無料にて
お使い

いただけます！

税金・各種料金の払込み〈Pay-easy（ペイジー）〉

便利

自動送金

便利
お手持ちのパソコン、
スマートフォンから税金や
各種料金の払込みが
かんたんお手続きできます！※払込書の場合は上の〈Pay-easy〉

　マークのあるものが対象となります。

自動積立定期預金

２４時間当日扱いで自動積立定期預金の
お申込みができます！ （ただし、土曜日19時から翌7時を除く）

便利

インターネットバンキング

［サービス内容］

［サービス内容］

自動積立定期預金の新規申込、契約内容照会・変更、
追加預入、一部支払のお手続きができます。
＊新規口座は無通帳方式のインターネット専用口座「Net-View
（ネットビュー）」としてお取扱いいたします。

［サービス内容］

インターネットバンキング インターネットバンキング

シリアル番号

有効期限

60秒ごとに更新されるパス
ワードが表示されます。

パスワードご入力の際の残り
時間の目安となります。

ワンタイムパスワード生成機
には数字6桁、ワンタイムパス
ワード生成アプリには数字8
桁が表示されます。

インジケーター

ワンタイムパスワード生成機 ワンタイムパスワード生成アプリ
キーホルダー型のパスワード生成機に使い捨て
パスワードが60秒ごとに表示されます。

お持ちのスマートフォンや携帯電話にインストールした専用
アプリに使い捨てパスワードが60秒ごとに表示されます。

※掲載の画面はすべてイメージですので、実際の画面とは異なる場合があります。

表 面

裏 面
大きさ：約6cm

（インターネットバンキングで以下のお取引をご利用されるお客さまは必ずワンタイムパスワードのお申込み・利用登録が必要です。）

振替や残高・入出金明細照会など左記以外のお取引のみご利用のお客さまは、ワンタイムパスワードをご利用いただく必要
はございませんが、将来、お振込等をご利用される可能性も考慮し、ワンタイムパスワードのお申込みをお奨めいたします。

●振込 ●各種料金払込み〈Pay-easy（ペイジー）〉（民間払込）
●自動送金（新規申込） ●住所変更・電話番号変更

●スマートフォン・携帯電話をお持ち
でないお客さまのご利用、ならびに
本アプリのパソコン・タブレットで
のご利用はできませんのでご注意
ください。
●1契約につき1台の端末にダウン
ロードできます。
●本アプリをご利用の際は
　ホームページにてご利用環境を
ご確認ください。

ご留意点

ご留意点

お申込み後「簡易書留」「転送不要」でお送り
します。お届けまでに約１週間程度かかります。

1契約につきワンタイムパスワード生成機もしくはワンタイムパスワード生成アプリのどちらかひとつをお申込みいただけます。

ＡＴＭ申込の流れ

1週間前後でお手元に「ご利用ガイド」・「ご利用カード」が
到着後、ご利用スタート!

以降は、入力フォームにそって、
必要事項を入力していただくとお手続き完了!

手続きラクラク！！ ＡＴＭでお申込み 書面記入・印鑑押印などが一切不要です！

■ＡＴＭ申込ご利用時間

各ＡＴＭの営業時間

［体験版］もお試しください！

❶

（2023年2月2日現在）

月～金曜日・日曜日／7：00～24：00
土曜日／7：00～21：00

月々決まった送金先に、ご指定の預金口座から
　　　　  が自動的に送金処理するサービスが
かんたんにお申込みいただけます。

自動送金のお申込み、契約内容照会、解約のお手続き
ができます。
＊自動送金を新規で申込まれる際には必ずワンタイムパスワードの
利用が必要となります。

●店頭でもお申込みいただけます。※店頭でお申込みいただく場合は、代表口座通帳・お届印・ご本人さまを確認できる公的証明書（運転免許証・健康保険証等）をお持ちください。
●テレホンバンキングのみを現在ご契約のお客さまがインターネットバンキングのご利用を追加される場合は、店頭でのお手続きとなります。

●ＡＴＭ申込によるお手続きは70歳未満の方で、当行
キャッシュカードもしくは通帳（通帳出金サービスが 
ご利用いただけるもの）をお持ちの方、共通印鑑※へ
のお切替がお済みの方に限ります。キャッシュカード
もしくは通帳（通帳出金サービスがご利用いただける
もの）をお持ちでないお客さまは店頭でのお手続きと
なります。
※総合口座において、普通預金口座・貯蓄預金口座・定期預金口座の各取
引共通に使用する印鑑をお届けされていること

〔その他のお取引・おトクな情報〕＞〔ダイレクトバンキングサービスのお申込〕を選択

●繰上返済の申込受付可能期間は、前回約定返済日の翌銀行営業日～次回約定返済日（処理予定日）の2銀行営業日前までとなります。（処理日は約定返済日となります）
●固定金利期間再選択の申込受付期間は、固定金利期間終了月の前月約定返済日の翌銀行営業日～固定金利期間再選択日の2銀行営業日前までとなります。ただし、約定返済
日が7日の場合は、固定金利期間終了月の前月の10日以降、固定金利期間再選択日の2銀行営業日前までとなります。
●｢住宅ローン一部繰上返済シミュレーション・申込み｣、「無担保ローン（証書貸付のみ）一部繰上返済シミュレーション・申込み」の取扱いは、①ローン条件変更の申込時に返済
回数が14回以上、②1回あたりの繰上金額（元金部分）が50万円以上、③短縮後の返済回数が12回以上、④一部繰上返済後の残高が10,000円以上である場合に限ります。
●｢住宅ローン固定金利期間再選択シミュレーション・申込み｣の取扱いは、当月に住宅ローンの一部繰上返済を行った場合、翌月（または一部繰上返済後の初回ボーナス返済が
終了するまで）の固定金利期間再選択はインターネットバンキングではできません。

総合口座キャッシュカードまたは通帳（通帳出金サービスがご利用いただけるもの）を
お持ちのうえ当行のＡＴＭへ

まずは、広島銀行のホームページへアクセス！
https://www.hirogin.co.jp/

当行所定の収納機関に対する各種料金を払込むことができます。
＊ご利用可能な収納機関は　　　　 ホームページでご確認ください。
 （〈Pay-easy〉マークがあっても当行ではお取扱いできないものがあります）
＊本サービスにて払込した税金・各種料金の領収書は発行すること
ができません。
＊インターネットバンキングでの民間払込の際には必ずワンタイムパス
ワードの利用が必要となります。



投資信託の購入・売却、残高・取引履歴照会等ができます。
＊お取引には「投資信託総合取引口座」のご開設が必要です。〔事前に当行本支店窓口、カープ支店（窓口では申込不可）、ひろぎんアプリにてご開設ください。〕
ご開設後、サービス指定口座として「投資信託口座」および「投資信託指定預金口座」を予めご登録していただく必要があります。

投資信託

インターネットバンキング

投資信託のお申込手数料20％割引 （店頭購入の場合との比較）お得

土・日・祝休日も、「購入」や「売却」の予約取引ができます！便利

安心「電子交付サービス」なら各種報告書を“スピーディ”にインターネットで確認。報告書の保管が不要で、紛失の心配がなく“安心”です。

【個人向け国債のリスク】
●発行体の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
【個人向け国債取引に係る諸費用】
●個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
●個人向け国債を中途換金する際、原則として下記の計算式により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
　・直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685
【その他の重要事項】
●個人向け国債は、預金保険の対象ではありません。
●広島銀行で販売する個人向け国債は、投資者保護基金の対象ではありません。
●個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行
から1年以内であっても中途換金が可能です。

●利子支払期日の9営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、中途換金の約定をすることはできません。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【外貨預金のリスク】
●本商品には、為替変動リスクがあります。従って、為替相場の変動により、お受取りの外貨元利金を円貨換算すると、当初外貨預金作成時の払込み円貨額を下回る（円貨
ベースで元本割れとなる）リスクがあります。
●為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料が（例えば、１米ドルあたり２円、１ユーロあたり３円、1豪ドルあたり4円、１英ポンドあたり８円、1NZドルあたり4円）か
かるため、受取時の円貨額が預入時の払込円貨額を下回ることがあります。

【外貨預金取引に係る諸費用】
●円貨を外貨にする際（預入時）および外貨を円貨にする際（引出時）は手数料（例えば、１米ドルあたり１円、１ユーロあたり１円５０銭、1豪ドルあたり2円、1英ポンドあたり
４円、1NZドルあたり2円）がかかります。お預入れおよびお引出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当行所定のＴＴＳレート（預入時）、ＴＴＢレート（引出時）をそれ
ぞれ適用します。
※10万米ドル相当額以上のお取引の場合は、TTSレート、TTBレートにかかわらず、取引時点の市場実勢為替相場をもとに手数料を含んだ適用相場を別途決定します。
●外貨のままお預入れ、お引出しの場合には、当行所定の手数料がかかります。
※手数料の詳細は、各商品の契約締結前交付書面をご覧ください。
【その他の重要事項】
●外貨預金は、預金保険の対象ではありません。
●商品によっては解約に関する制限等がありますので、詳しくは、各商品の契約締結前交付書面をご覧ください。
※円高リスク低減型外貨定期預金「ハイグレード」の中途解約はお受けできませんが、当行がやむを得ないものと認めて、この預金の中途解約をお受けした場合、中途解約
日から満期日までの期間に対応する同条件の預金を新たに調達し、内在するデリバティブを再構築する必要があり、中途解約時点での市場価格で計算された再構築額を
お客さまにご負担いただきます。この場合、結果としてお受取金額が預入時の払込金額を大幅に下回ることがあります。また、中途解約時に、外貨を円貨にする際（引出時）
は、為替手数料がかかります。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【投資信託のリスク】
●投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。従って、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むことがあります。また、外貨
建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
●投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンドごとにさまざまな「リスク」があります。
※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
【投資信託取引に係る諸費用】
●投資信託のお申込時にはお申込手数料（基準価額に対し最大3.30％［税込／1万口あたり］）、運用期間中には信託報酬（信託財産の純資産総額に対し最大2.254％［税
込］）やその他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。
　また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額（換金時の基準価額に対し最大1.0％）などをご負担いただく場合があります。
※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
【その他の重要事項】
●投資信託は、預金保険の対象ではありません。
●広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【　　　    満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」のリスク】
●本商品は中途解約ができないため、預入期間中に金利が上昇する場合でも、他の商品に乗り換えることはできません。結果として、本商品での運用が不利なものとなる
可能性があります。
●満期日が繰上げられた場合、他の満期日繰上特約の付いていない同期間の固定金利商品と比べて、運用が不利となる可能性があります。
●本商品の中途解約はお受けできませんが、当行がやむを得ないものと認めて当行合意の上で、本商品の中途解約をお受けした場合、中途解約日から満期日までの期間に
対応する同条件の預金を新たに調達し、内在するデリバティブを再構築する必要があり、中途解約時点での市場価格で計算された再構築額を中途解約損害金として、
お客さまにご負担いただきます。この場合、結果としてお受取金額が預入時の払込金額を大幅に下回ることがあります。中途解約損害金については、「市場の金利水準」等
によって大きく変動します。一般的には、預入時の市場金利と比べて、中途解約時の市場金利が上昇しているほど、中途解約損害金は高くなる傾向にあります。（損害金の
計算方法については、店頭にご用意している「お申込みにあたって」（契約締結前交付書面)をご覧ください）

【　　　    満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」取引に係る諸費用】
●預入にかかる諸費用はありません。
【その他の重要事項】
●本商品は、預金保険の対象であり、当行にお預入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保
護されます。ただし、本商品の利息等については、お預入れ時における通常の円貨定期預金（本商品と同一の期間および金額）の店頭表示金利※までが預金保険の対象と
なり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
※プレミアム・プラスと同一の期間および金額に応じて、スーパー定期、スーパー定期300、大口定期の各金利を適用する。
●本商品は、お客さまが満期日を選べません。預入日の1年後において、本商品の満期日を当初満期日とするか、満期日を繰り上げる（1年）かは、市場金利の状況に基づき
当行が決定します。
※満期日選択権行使判定日に、預入時と比べて市場金利が低下している場合は満期日を繰り上げる可能性が高く、反対に、市場金利が上昇している場合は、満期日が当初
満期日となる可能性が高くなります。
●本商品は、募集期間中であっても市場環境等の急変により金利が低下した場合や、商品組成に必要な募集額に満たない場合、募集を中止する場合がございます。
●本商品申込に際して預入日の前日までは、当行所定の無利息型の別段預金に預入します。
※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

外貨預金のお預入の際は、契約締結前交付書面の内容をご確認ください。

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「投資信託のお申込みにあたって」の内容をご確認ください。

個人向け国債をご購入の際は、契約締結前交付書面の内容をご確認ください。

外貨預金のお取引

投資信託のお取引

個人向け国債のお取引

　　　　満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」のお取引

          満期日繰上特約付定期預金「プレミアム・プラス」にお預入の際は、契約締結前交付書面の内容をご確認ください。

［サービス内容］

当行所定の住宅ローンの固定金利期間再選択・一部繰上返済、当行所定の証書貸付型無担保ローンの一部または全額繰上返済についての
お手続きができます。

ローン条件変更

インターネットバンキング

ご来店不要！ 土・日・祝休日や夜間でもローン条件変更のお手続きができます！便利

繰上返済・住宅ローンの固定金利期間再選択手数料お得

［サービス内容］

あらかじめご登録いただいたご本人名義の通帳式定期預金口座※への預入、解約、明細照会ができます。

インターネットバンキング

２４時間当日扱いで定期預金のお取引ができます！ （ただし、土曜日19時から翌7時を除く）便利
［サービス内容］

外貨預金口座の新規開設、預入、解約、残高・明細照会ができます。
◎取扱通貨／米ドル、ユーロ、豪ドル、英ポンド、ニュージーランドドル
◎取扱商品／外貨普通預金・外貨定期預金（外貨リレー定期預金「ビッグバン」、円高リスク低減型外貨定期預金（募集形式）「ハイグレード」）
＊「口座開設」を除き、あらかじめ外貨預金口座をご利用口座として登録していただく必要があります。 ＊新規口座開設は無通帳方式のインターネット専用口座「Net-View（ネット
ビュー）」としてお取扱いいたします。＊商品内容について、詳しくは店頭にてご確認ください。

外貨定期預金

インターネットバンキング

外貨リレー定期預金「ビッグバン」の預入時為替手数料50％割引 （店頭預入の場合との比較）お得

土・日・祝休日も、「口座開設」や「預入」、「解約」の予約取引ができます。便利

［サービス内容］

個人向け国債

インターネットバンキング

土・日・祝休日も、「購入 」や「売却」の予約取引ができます！便利 ＊ ＊個人向け国債の募集開始日から募集最終日の
前銀行営業日までの期間中のみ購入可能です。

個人向け国債の購入・売却や残高・明細照会※ができます。口座管理手数料は無料です。
※「残高・明細照会」は個人向け国債以外の公共債も可能です。
◎取扱商品／個人向け国債「変動金利型10年満期」、「固定金利型5年満期」、「固定金利型3年満期」
◎公共債口座（保護預り兼振替決済口座）の新規開設はご利用いただけません。（事前に当行窓口にてご開設ください。）
◎あらかじめ公共債口座（保護預り兼振替決済口座）をご利用口座として登録していただく必要があります。

［サービス内容］

円貨定期預金

◎ローン条件変更の手続きにかかる取扱手数料が無料になります。
◎手数料について、詳しくは店頭にてご確認ください。 ◎住宅ローンは全額繰上返済はできません。

住宅ローンの固定金利期間再選択の場合、再選択時点の基準金利よりお得
◎3年・5年・10年それぞれの固定金利期間終了後、固定金利期間再選択のお手続きをされる場合、再選択時点の基準金利より年0.1％差し引かせていただきます。
　上記のお手続きをされた方で、次回もインターネットバンキングで固定金利期間再選択のお手続きをされる場合は、基準金利より年0.1％差し引かせていただきます。

※インターネットバンキングでは一部お取扱いしていない定期預金商品があります。詳しくは店頭またはホームページにてご確認ください。 0円
年▲0.1%マイナス

ダイレクトバンキングサービスには便利でおトクな　サービスがいっぱい！ ご留意事項（必ずお読みください）

手続きラクラク！！ オンラインでお申込み ご来店・書面記入・印鑑押印などが一切不要です！

■オンライン申込ご利用時間

24時間 （ただし、土曜日21時から翌7時を除く）

●オンライン申込によるお手続きは70歳未満の方で、当行キャッシュカードをお持ちの方、
かつ共通印鑑※へのお切替がお済みの方に限ります。キャッシュカードをお持ちでないお客
さまは店頭でのお手続きとなります。
※総合口座において、普通預金口座・貯蓄預金口座・定期預金口座の各取引共通に使用する印鑑をお届けされていること

オンライン申込の流れ

1週間前後でお手元に「ご利用ガイド」・「ご利用カード」が
到着後、ご利用スタート！

代表口座としてお申込みいただく「代表口座通帳」をご準備ください。

❶をクリック

以降は、入力フォームにそって、お名前、生年月日、口座番号
などの必要事項を入力していただくとお手続き完了！

ワンタイムパスワード 60秒ごとに更新される1回限りのパスワードを用いて、より高いセキュリティを実現する認証方式です。万が一スパイ
ウェア等でパスワードが盗まれてしまっても、悪用されるリスクが軽減され不正な取引を防止する効果が期待できます。

お申込受付時間

対象となるお取引

ご利用手数料

基 本 料 金 無 料： 再 発 行 手 数 料 無 料： 新規・更新手数料 無 料：
無料にて
お使い

いただけます！

税金・各種料金の払込み〈Pay-easy（ペイジー）〉

便利

自動送金

便利
お手持ちのパソコン、
スマートフォンから税金や
各種料金の払込みが
かんたんお手続きできます！※払込書の場合は上の〈Pay-easy〉

　マークのあるものが対象となります。

自動積立定期預金

２４時間当日扱いで自動積立定期預金の
お申込みができます！ （ただし、土曜日19時から翌7時を除く）

便利

インターネットバンキング

［サービス内容］

［サービス内容］

自動積立定期預金の新規申込、契約内容照会・変更、
追加預入、一部支払のお手続きができます。
＊新規口座は無通帳方式のインターネット専用口座「Net-View
（ネットビュー）」としてお取扱いいたします。

［サービス内容］

インターネットバンキング インターネットバンキング

シリアル番号

有効期限

60秒ごとに更新されるパス
ワードが表示されます。

パスワードご入力の際の残り
時間の目安となります。

ワンタイムパスワード生成機
には数字6桁、ワンタイムパス
ワード生成アプリには数字8
桁が表示されます。

インジケーター

ワンタイムパスワード生成機 ワンタイムパスワード生成アプリ
キーホルダー型のパスワード生成機に使い捨て
パスワードが60秒ごとに表示されます。

お持ちのスマートフォンや携帯電話にインストールした専用
アプリに使い捨てパスワードが60秒ごとに表示されます。

※掲載の画面はすべてイメージですので、実際の画面とは異なる場合があります。

表 面

裏 面
大きさ：約6cm

（インターネットバンキングで以下のお取引をご利用されるお客さまは必ずワンタイムパスワードのお申込み・利用登録が必要です。）

振替や残高・入出金明細照会など左記以外のお取引のみご利用のお客さまは、ワンタイムパスワードをご利用いただく必要
はございませんが、将来、お振込等をご利用される可能性も考慮し、ワンタイムパスワードのお申込みをお奨めいたします。

●振込 ●各種料金払込み〈Pay-easy（ペイジー）〉（民間払込）
●自動送金（新規申込） ●住所変更・電話番号変更

●スマートフォン・携帯電話をお持ち
でないお客さまのご利用、ならびに
本アプリのパソコン・タブレットで
のご利用はできませんのでご注意
ください。
●1契約につき1台の端末にダウン
ロードできます。
●本アプリをご利用の際は
　ホームページにてご利用環境を
ご確認ください。

ご留意点

ご留意点

お申込み後「簡易書留」「転送不要」でお送り
します。お届けまでに約１週間程度かかります。

1契約につきワンタイムパスワード生成機もしくはワンタイムパスワード生成アプリのどちらかひとつをお申込みいただけます。

ＡＴＭ申込の流れ

1週間前後でお手元に「ご利用ガイド」・「ご利用カード」が
到着後、ご利用スタート!

以降は、入力フォームにそって、
必要事項を入力していただくとお手続き完了!

手続きラクラク！！ ＡＴＭでお申込み 書面記入・印鑑押印などが一切不要です！

■ＡＴＭ申込ご利用時間

各ＡＴＭの営業時間

［体験版］もお試しください！

❶

（2023年2月2日現在）

月～金曜日・日曜日／7：00～24：00
土曜日／7：00～21：00

月々決まった送金先に、ご指定の預金口座から
　　　　  が自動的に送金処理するサービスが
かんたんにお申込みいただけます。

自動送金のお申込み、契約内容照会、解約のお手続き
ができます。
＊自動送金を新規で申込まれる際には必ずワンタイムパスワードの
利用が必要となります。

●店頭でもお申込みいただけます。※店頭でお申込みいただく場合は、代表口座通帳・お届印・ご本人さまを確認できる公的証明書（運転免許証・健康保険証等）をお持ちください。
●テレホンバンキングのみを現在ご契約のお客さまがインターネットバンキングのご利用を追加される場合は、店頭でのお手続きとなります。

●ＡＴＭ申込によるお手続きは70歳未満の方で、当行
キャッシュカードもしくは通帳（通帳出金サービスが 
ご利用いただけるもの）をお持ちの方、共通印鑑※へ
のお切替がお済みの方に限ります。キャッシュカード
もしくは通帳（通帳出金サービスがご利用いただける
もの）をお持ちでないお客さまは店頭でのお手続きと
なります。
※総合口座において、普通預金口座・貯蓄預金口座・定期預金口座の各取
引共通に使用する印鑑をお届けされていること

〔その他のお取引・おトクな情報〕＞〔ダイレクトバンキングサービスのお申込〕を選択

●繰上返済の申込受付可能期間は、前回約定返済日の翌銀行営業日～次回約定返済日（処理予定日）の2銀行営業日前までとなります。（処理日は約定返済日となります）
●固定金利期間再選択の申込受付期間は、固定金利期間終了月の前月約定返済日の翌銀行営業日～固定金利期間再選択日の2銀行営業日前までとなります。ただし、約定返済
日が7日の場合は、固定金利期間終了月の前月の10日以降、固定金利期間再選択日の2銀行営業日前までとなります。
●｢住宅ローン一部繰上返済シミュレーション・申込み｣、「無担保ローン（証書貸付のみ）一部繰上返済シミュレーション・申込み」の取扱いは、①ローン条件変更の申込時に返済
回数が14回以上、②1回あたりの繰上金額（元金部分）が50万円以上、③短縮後の返済回数が12回以上、④一部繰上返済後の残高が10,000円以上である場合に限ります。
●｢住宅ローン固定金利期間再選択シミュレーション・申込み｣の取扱いは、当月に住宅ローンの一部繰上返済を行った場合、翌月（または一部繰上返済後の初回ボーナス返済が
終了するまで）の固定金利期間再選択はインターネットバンキングではできません。

総合口座キャッシュカードまたは通帳（通帳出金サービスがご利用いただけるもの）を
お持ちのうえ当行のＡＴＭへ

まずは、広島銀行のホームページへアクセス！
https://www.hirogin.co.jp/

当行所定の収納機関に対する各種料金を払込むことができます。
＊ご利用可能な収納機関は　　　　 ホームページでご確認ください。
 （〈Pay-easy〉マークがあっても当行ではお取扱いできないものがあります）
＊本サービスにて払込した税金・各種料金の領収書は発行すること
ができません。
＊インターネットバンキングでの民間払込の際には必ずワンタイムパス
ワードの利用が必要となります。



　　　　ダイレクトバンキングサービスは、いつでもどこでも銀行の窓口やATMの代わりとして
ご利用いただける便利なサービスです。

【商号等】株式会社広島銀行　登録金融機関　中国財務局長（登金）第5号 【加入協会】日本証券業協会　一般社団法人金融先物取引業協会

ご利用いただける主なサービスとご利用時間

■システムメンテナンスによる営業休止期間
①毎週日曜日午前0時～午前6時
②ゴールデンウィーク（5月3日～5月5日）
③年末・年始（12月31日～1月4日午前8時）
①ゴールデンウィーク（5月3日～5月5日）
②年末・年始（12月31日～1月3日）テ レ ホ ン バ ン キ ン グ

イン タ ー ネットバ ン キ ン グ

※システムメンテナンスの終了時間は状況により前後する場合がございますのでご了承ください。 
※上記期間以外でも臨時のシステムメンテナンスが必要となった場合には、ご利用できないことがあります
のでご了承ください。（臨時のシステムメンテナンスについてはホームページでお知らせいたします）

ダイレクトバンキングサービス
無 料基本手数料

お手持ちのパソコン（タブレット）やスマートフォン
から、インターネットを経由して、お取引いただける
サービスです。パソコンからは、投資信託、外貨預金
などもお取引いただけます。

自動音声対応でお取引いただけるサービスです。
各種ご相談も承ります。

インターネットバンキング

金融犯罪にご注意ください
金融機関を装った電子メール等により、ニセのホームページにアクセスさせたり、パソコンをウイルス感染させ、ニセのログインページに暗証番号やパスワードを
入力させることによりお取引に必要な情報を不正に取得し、その情報を使って不正な送金を行うといった事件が発生しています。
◎被害にあわないために
●最新の状態に更新したウイルス対策ソフトでウイルスチェックを行ったうえで、インターネットバンキングをご利用ください。また、パソコン起動時にはウイルス対策
ソフトのスキャン機能でパソコン内をチェックしてからご使用になることをお勧めします。（当行では無料でご利用いただけるセキュリティツールも提供しております）
●OSやブラウザの更新を行い、最新の状態でインターネットバンキングをご利用ください。
●ネットカフェなど不特定多数の方が使用するパソコンでのご利用はお避けください。
●暗証番号は生年月日や電話番号、「0000」や「9999」といった連番など、他人に類推されやすい番号は使用しないでください。また、暗証番号やパスワードは
定期的に変更してください。
●暗証番号を、貴重品ボックスやロッカー等の他のサービスの暗証番号に使用しないでください。
●契約者番号やお取引確認番号、確認用パスワード等はパソコン・スマートフォン本体や各種クラウドサービスに保存しないでください。
●不審な電子メールを不用意に開いたり、通常とは異なる不審なサイトへのアクセスやソフトウェア等のダウンロードはおやめください。（スパイウェア・ウイルスの
感染の原因となります）
●ワンタイムパスワードをご利用ください。
●都度指定振込限度額の引下げをご検討ください。振込限度額を必要最低限に設定することで、被害額を最小限に抑えることができます。
●金融機関職員が、電話や電子メールで、暗証番号やパスワードを照会することはありません。不審なことがありましたら、お近くの　　　　窓口または　　　　
ダイレクトマーケティングセンターにご連絡ください。
◎被害を早期に発見するために
●インターネットバンキングのログイン履歴をご確認ください。（ログイン履歴はインターネットバンキングのホーム画面で直近3回分がご確認いただけます）
●お取引後に金融機関が送付する取引完了メールをご確認ください。すぐに確認できるよう、登録するメールアドレスは、携帯電話・スマートフォンのメールアドレス
をお勧めします。

■ご利用いただける環境

ご注意
1.OSおよびブラウザバージョンは日本語版のみの対応となります。
2.左記を満たすパソコン環境であっても、お客さまのパソコンのご利用状況や通信環境の
設定状況等によっては、ご利用いただけない場合がございますのでご了承ください。
3.左記に記載の無いOS、ブラウザや、タブレット端末等をご使用されても画面表示等が
できる場合がありますが、動作保証はいたしておりませんのでご了承ください。
4.端末等により動作・画面表示に一部制約が発生する場合があります。
◆Windows、Internet Explorerは、米国マイクロソフト社の登録商標です。
◆iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
◆iPhone、iPad、Mac OSは、Apple Inc.の商標です。
◆Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

インターネットバンキング

テレホンバンキング

プッシュ回線、ダイヤル回線のいずれでもご利用いただけます。ただし、ダイヤル回線をご利用の場合は、トーン信号を発信できる電話機に限りご利用いただけます。ダイヤル式
電話機や赤電話からのご利用はできませんので、あらかじめご了承ください。
※トーン信号とは、「ピ・ポ・パ」という数字ボタンごとに鳴る音を指します。電話機に付属の取扱説明書、または各メーカーのサービスセンターへご確認ください。

※最新のご利用環境はホームページにてご確認ください。
※投資信託メニューにつきましては、タブレットはご利用環境の対象ではありません。

082-544-1557（通話料はお客さま負担となります）

ご利用環境は随時変更しますので、最新の状況についてはホームページにてご確認ください。

テレホンバンキング

ご注意事項

便利

３０銀行営業日先まで予約振替ができます！便利

これからのお振込は、待たず、並ばず、節約しましょう。

振替

インターネットバンキング

店頭と比較して手数料が最大66０円お得！お得

便利

３０銀行営業日先まで予約振込ができます！便利

振込

インターネットバンキング

 　　　  の本支店および他行の国内本支店宛の電信扱いのお振込ができます。
＊インターネットバンキングでのお振込の際には必ずワンタイムパスワードの利用が必要となります。［サービス内容］

●振込の組戻手数料・・・660円（消費税込）
●振込には都度指定振込と、事前に振込先を登録していただく事前登録振込があります。それぞれに振込限度額等の制限がありますので、詳しくは店頭またはホームページにてご確認ください。
●上記の手数料について、詳しくは店頭またはホームページにてご確認ください。

3万円以上

3万円未満
他行あて

3万円以上

3万円未満

3万円以上

テレホンバンキング

330円
264円
0円
0円
0円
0円

自動音声対応

825円
627円
550円
330円
550円
330円

窓口インターネットバンキング

165円
121円
0円
0円
0円
0円3万円未満

振込手数料がこんなにお得！ （消費税込）

当行本支店あて

当行自店あて

残高明細照会
登録口座残高一覧

入出金明細照会

電子交付帳票一覧各種照会

振込・振替

税金・各種料金払込

オンライン入金サービス

自動送金

定期預金

プレミアム・プラス

投資信託

ハイグレード

個人向け国債

外貨預金（普通・定期）

振込（かんたん振込）

振替（かんたん振替）

税金・各種料金払込〈Pay-easy〉※4

オンライン入金※6

預入／解約

明細照会

新規口座開設／預入・一部支払
契約内容変更

契約内容照会

預入

購入

保有明細照会・売却

明細照会

預入（新規口座開設）

積立投資信託契約・変更・廃止※7

投資信託各種照会・電子交付帳票閲覧

6：00～17：30
18：00～翌2：30

募集開始日の9：00～募集最終日の14：30

募集開始日の9：00～募集最終日の前日24：00

6：00 ～翌2：30 6：00 ～翌2：30

7：00～24：00

募集開始日の9：00～募集最終日の13：30

6：00 ～翌2：30

土曜日7：00～21：00
日曜日7：00～24：00

7：00～24：00 土曜日7：00～21：00
日曜日7：00～24：00

予 14：00～翌営業日10：00
当相場公開後～14：00 予 0：00～翌営業日10：00

予 15：30～翌2：20
当 6：00～15：00※11 当 6：00～15：00※11

予 15：30～翌2：20
予 6：00 ～20：50当 6：00～15：00※11

当 0：15～23：45 当 土曜日0：15～21：00
日曜日7：00～23：45

当 0：15～23：45 当 土曜日0：15～21：00
日曜日7：00～23：45

当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00

当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00

土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00

月曜日～金曜日 土曜日・日曜日 平日
テレホンバンキング

月曜日～金曜日 土曜日・日曜日

インターネットバンキング（パソコン/タブレット） インターネットバンキング（スマートフォン）

自動音声対応
土・日・祝休日
自動音声対応

7：00～23：00

7：00～23：00

7：00～21：00

7：00～21：00

9：00～14：30
予
当

14：30～21：00

当 9：00～21：00

予 9：00～17：00

当 9：00～17：00

照
会
サ
ー
ビ
ス

振
込・振
替

資
産
運
用

各
種
変
更
申
込
み

ロ
ー
ン

サービスの種類

ローン条件変更※12(固定金利期間再選択／繰上返済）

24時間 24時間

24時間 24時間

24時間

24時間

24時間
予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

当 24時間

当 24時間 当 24時間

予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

当 24時間

当 24時間

24時間 ※224時間 24時間 ※224時間

24時間 24時間

※１24時間 ※１※224時間 ※１24時間 ※１※224時間

24時間 24時間

24時間

24時間24時間

24時間

24時間 24時間

24時間 24時間

予当 24時間 ※3
当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00
土曜日0：00～24：00
日曜日6：00～24：00

予

24時間 ※3

予当 24時間 ※3
当 土曜日0：00～21：00
日曜日7：00～24：00
土曜日0：00～24：00
日曜日6：00～24：00

予

24時間 ※3

予 土曜日6：00～20：50
日曜日7：00～20：50

6：00～17：30
18：00～翌2：30 6：00 ～翌2：30

予 15：30～翌2：20

予 15：30～翌2：20
予 6：00 ～20：50当 6：00～15：00※11

予 土曜日6：00～20：50
日曜日7：00～20：50

24時間 24時間

ダイレクトバンキング暗証番号変更 
振込限度額変更 
都度指定方式振込の利用停止 
ワンタイムパスワード利用申込み／ワンタイムパスワード利用登録
サービス指定口座登録・削除 
振込先登録口座削除 
ネットビュー切替 
電子メール通知サービス
住所変更 
公共料金口座振替申込（NHK、電気、電話、ガス、水道） 
かんたん振込・振替変更・削除 
ニックネーム・緊急連絡先・電子メールアドレス変更 
確認用パスワード変更

サービス緊急停止

フリーダイヤルをご利用頂けない場合は

フリーダイヤルをご利用頂けない場合は

082-544-1554（通話料はお客さま負担となります）

ホームページ
ひろぎん 検索 公式アプリ

お申込み方法や
サービス内容に関する
お問い合わせは

操作に関する
お問い合わせは

0120-038-238

0120-164-077

窓口または
の

ダイレクトマーケティングセンター

インターネットバンキング・サポートデスク

（土･日･祝休日、大晦日･正月3が日は除く）

受付時間 平日 /9:00～17:00

｜受付時間｜平日9：00～17：00（但し、銀行休業日は除く）

投資信託に関する
お問い合わせは 0120-140-279

投資信託専用フリーダイヤル 外貨預金、個人向け国債、
満期日繰上特約付定期預金
「プレミアム・プラス」に関する
お問合せも承ります。

※10 ※10

24時間 ※2 24時間 24時間 ※2

24時間 ※2 24時間

予

土曜日0：00～19：00
日曜日7：00～24：00
土曜日19：00～翌7：00

当
24時間

当 24時間

24時間 ※2

銀行取引のほとんどが、
パソコン・スマートフォンで

らくらく操作！

電話でかんたん
安心取引！！

ダイレクトバンキング
サービス

お持ちのパソコン、スマートフォンが銀行窓口に！

ご利用いただけます。
「便利」に「お

得」にいつでもどこでも、
時間や場所を気にせず、

インターネットバンキング テレホンバンキング

お手元からダイレクト！ 待たずに並ばずにお取引 振込手数料もお得！
お申込みには、 総合口座が必要です。オンライン申込やATM申込で

手続きもラクラク！
まずは広島銀行ホームページへアクセス！https://www.hirogin.co.jp/

※5 ※5

（2023年4月1日現在） （828-065）T202302

※１ 外貨預金は、外貨預金明細照会の時間帯に準じます。公共債・投資信託は照会時間にかかわらず前銀行営業日時点の残高となります。
※2 土曜日21:00から日曜日7:00の時間帯は土曜日21:00時点の情報となります。
※3 振込先の金融機関や受取人の都合により平日15:00以降および土・日・祝休日に当日扱の振込がご利用いただけない場合があります。
 振込口座名義の照会ができない場合は平日15:00以降および土・日・祝休日に他行宛の当日扱の振込が原則ご利用いただけません。
※4 お取扱いできる収納機関は、当行所定の先となります。なお、収納機関の都合により、利用時間内でもご利用いただけない場合があります。
※5 毎月第1、第3月曜日1：45～6：00はご利用いただけません。
※6 提携先のサービス時間により利用時間内であってもご利用いただけない場合があります。
※7 祝日は土曜日の利用時間に準じます。
※8 送金開始日の2銀行営業日前まで受付可能です。
※9 新規口座開設、契約内容変更はインターネットバンキングでのみお取扱いとなります。また積立開始日の2銀行営業日前まで受付可能です。
※10 平日9:00から19:30の時間帯以外は画面に記載の日時時点の明細となります。
※11 一部商品によっては時限が異なります。
※12 約定返済日の2銀行営業日前まで受付可能です。

（2023年2月2日現在）当 当日扱 予約扱予 引出し引

｜受付時間｜平日9：00～21：00（但し、銀行休業日は除く）
※投資信託・外貨預金、個人向け国債については　　　　　　投資信託専用フリーダイヤルにお問い合わせください。

■振込口座名義の照会時間

ひろぎん本支店宛
他行宛

土曜日 日曜日月～金曜日
24時間
  24時間※

0:00～21:00
0:00～21:00

7：00～24:00
7：00～23:50

※月曜日は0：10からとなります。

2023年2月2日現在

●本サービスのご利用は、個人のお客さまに限らせていただきます。なお、個人のお客さまでも事業性のお取引についてのご利用はできません。
●本サービスのご利用は、お一人さまにつき1契約とさせていただきます。
●本サービスのご利用にあたっては、総合口座が必要です。
●本サービスは契約者ご本人さまのご利用に限らせていただきます。
●本サービスは、国内（日本語）での利用に限らせていただきます。
●申込代表口座の総合口座定期預金は、サービス指定口座に登録させていただきます。
●本サービスのご利用にあたっては、あらかじめ登録口座を登録する必要があります。登録できる口座は、当行本支店にあるご本人名義の口座で、
申込代表口座を含めて20口座までです。なお、支店によってお届けの住所が異なっている場合は、登録できません。
●本サービスであらかじめ登録できる事前登録振込先は、当行・他行にかかわらず最高20口座までです。
●本サービスのご契約日当日は一部サービスがご利用いただけません。翌銀行営業日もしくは翌々銀行営業日からのご利用となりますのでご了承ください。
●郵便不着等でご利用カードがお手元に届かない場合や、「不在配達のお知らせ」の通知後、郵便局の保管期日までにお受取りいただけない場合は、
通知せずにお申込みを解約させていただく場合があります。
●ご利用カードは、ご通帳やご印鑑と同様、保管・管理には十分ご注意ください。
●インターネットバンキングにおける「予約扱い」となるお取引（投資信託取引は除く）については、お受付時点ではなく、取引指定日のお取引処理
時点で、資金の引落をいたしますので、その時点で残高が不足する場合には、お取引は不成立となります。お受付の終了後にATMでの現金お引
出しを行う場合や取引指定日に公共料金やカードご利用代金等の各種口座自動引落がある場合には、口座残高にご注意ください。
●総合口座定期預金を登録される場合は、総合口座普通預金も同時にご登録ください。総合口座定期預金の解約について、総合口座貸越の担保と
なっている場合、一部お取扱いできない場合があります。
●通話途中で中断されたり、回線が切断され取引意思の確認ができなかった場合は、お取引がなかったものといたしますので、資金移動を伴う
お取引の場合は特にご注意ください。
●自動音声による事前登録振込および振替取引については、お取消ができませんので、音声ガイドをよくお聞きになりご操作をお願いします。
●振込の組戻しが必要な場合は、テレホンバンキングを利用してご連絡ください。組戻しには所定の組戻手数料が必要になります。また、お客さまの
ご連絡時間によっては、組戻しのお手続ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

２4時間当日扱いでお振込みができます！ （ただし、土曜日21時から翌7時を除く）

あらかじめご登録いただいた 　　　   本支店にあるご本人名義口座間のお振替ができます。［サービス内容］

（2023年2月2日現在）

２4時間当日扱いでお振替ができます！ （ただし、土曜日21時から翌7時を除く）

自動積立定期※9

新規申込／契約内容照会・解約※8

購入※7

売却※7

預入（新規口座開設）／解約※7

パソコン

タブレット

スマートフォン

OS
Windows 10、11
Mac OS
iOS 14、15、16
AndroidOS 10、11
iOS 14、15、16
AndroidOS 10、11、12

ブラウザ
Firefox101/Chrome103/Microsoft Edge105

利用端末

Safari14、15、16
Safari14、15、16
Chrome102
Safari14、15、16
Chrome102

iPad
Android
iPhone
Android


