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※

※

◆

◆

◆

◆

※ 振込手数料は別途必要です。

※フリーダイヤルは携帯電話からでもご利用いただけます。 受付時間　平日 9:00～17:00

５万円以上 ３８５円

お問い合わせフリーダイヤル ０ １ ２ ０ － １ ９ ４ － ５ ０ ７

※上記の振込手数料は、消費税率１０％を含みます。

利用手数料 振込手数料

無料
当行本支店

５万円未満
無料

５万円以上

他行
５万円未満 ２７５円

事前にご登録いただいた代表口座またはご利用口座の間でお振替が
できます。貯蓄預金からのお振替はお取扱できません。30日先まで
の振替予約が可能です。

振込・振替の
予約取消

振込
24時間

定期預金・積立式定期預金預入および解約

ご登録いただいた定期・積立式定期預金口座にお預入およびご解約
ができます。なお、モバイルバンキングおよびスマートフォンサイ
トでは、解約のお取引ができません。

代表口座・ご利用口座（普通預金）から当行本支店および他行口座
にお振込いただけます。お振込先の口座をその都度指定してお振込
いただけます。22営業日先までの振込予約が可能です。

※ メンテナンスの為、サービスをご利用いただけない時間帯があ
ります。
※他行あて振込の即時入金は振込先金融機関やサービスにより異な
ります。
※土・日・祝休日指定日の予約振込は不可。

定
期

定期・積定
預入・解約

ご利用いただけるサービスの種類 ご利用いただける時間帯

残高・入出金明細照会

代表口座とご利用口座の現在の残高および入出金明細をご照会いた
だけます。

当日を含め最大１５ヶ月までのお取引のうち、ご希望する期間の入
出金明細がご照会いただけます。

資
金
移
動

振替

振替

ワンタイムパスワードは、モバイルバンキングサービスでは使用しませ
ん。携帯電話によるご利用は、利用登録された電話機以外からはログイ
ンできないセキュリティになっています。

確認用パスワード

お振込などのお取引を実行するためのパスワードです。

セキュリティのためログインパスワードと確認用パスワードは、定期的に変更してください。

インターネットバンキングとモバイルバンキングの登録情報(ロ
グインパスワードおよび確認用パスワード)は連動していませ
ん。それぞれの利用開始時に初期登録からの変更が必要です。

サービス内容や利用規定等が変更になる場合があります。この
場合、高知銀行ホームページ等に掲示いたしますので、最新の
内容をご確認のうえ、ご利用ください。

◆

◆

◆ ログインパスワード

お客さまがお取引をいただくときに必要なパスワードです。

ワンタイムパスワード（乱数表方式）

「個人インターネットバンキングご利用者カード」を用いて、入力画面で指
定される数字を入力いただく1回限りのパスワードです。ワンタイムパス
ワードは毎回異なる可変暗証であり、ログイン時のセキュリティ強化が図れ
ます。

インターネットバンキングサービスの不正利用にご注意くださ
い。ログインＩＤやパスワードを他人に教えたり、譲渡したり
することは利用規定で禁止されています。不正利用された場
合、預金契約を含めたご契約を強制解約させていただく場合が
あります。

インターネットカフェやホテル等、不特定多数の方が利用する
パソコンでインターネットバンキングを利用することはお控え
ください。

スマートフォンからはインターネットバンキングのご利用となるため、
ワンタイムパスワードの入力が必要となります。

◆

なお、インターネットバンキングの詳しい操作方法は、当行ホームページに掲載の「ご利用の手引き」をご参照ください。

ご利用にあたっての注意事項 ログインＩＤ・パスワード等について

◆ ログインＩＤ・パスワード等（ログイン・ワンタイム・確認
用）は、お客さまご本人確認のための大切な暗証です。他人に
知られることのないようご注意ください。

ログインＩＤ

お客さまのお名前にあたる記号番号です。変更することはできませ
ん。

こうぎん個人インターネットバンキング・モバイルバンキング

ご利用の手引き（モバイルバンキング）

このたびは「こうぎん個人インターネットバンキング・モバイルバンキングサービス」をお申し込みいただき

ありがとうございます。　お申し込みいただいたサービスは、インターネット・モバイルのどちらでも　　　

ご利用いただけます。モバイルバンキングご利用の際には、この「ご利用の手引き」をご参照ください。

サービスメニュー

照
会

残高照会

入出金明細照会

払
込

税金・各種
料金の払込

平日 土日祝休日

24時間

24時間

8：00～21：00

24時間

24時間

24時間

振込
当日扱

予約扱

0：00～21：00

24時間

24時間 24時間

24時間

24時間

0：15～23：45

24時間

0：15～23：45
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が必要です。

①

② 携帯電話で高知銀行サイトへアクセスしてください。

③ 「ログイン(お取引）」を選択し、サービス利用登録を行なってください。

i

ログイン(お取引) ￥

サービスのご案内

ご注意事項

お問合せ

サービス利用解除 iモードパスワード入力

(数字４桁)

Input Password

[****]

※

　 ｉモードパスワードを確認し

ました。

(マイメニュー登録完了)

Password Confirmed
※ (Next)既にインターネットバンキングをご利用中

で、初めて、「モバイルバンキングサービ
ス」にログインされる場合は「こうぎんイン
ターネットバンキング申込書」に記入いただ
きました「仮ログインパスワード」を入力し
てください。

操作画面は、お使いの携帯電話会社・機種により画面表示が多少異なります。ご了承ください。

・記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

モバイルバンキング

高知銀行

ログインＩＤ:(必須)

ログインパスワード：(必須)

ログイン

実行

無料

メニュー
リスト

バンキング 地方銀行 四国

手順１

モバイルバンキングのご利用に先だって、以下の手順で

本サービスのお申込書(こうぎんインターネットバンキング申込書)と郵送された「ご利用開始のお知らせ」をお手元にご用意
ください。

iモード
(ＮＴＴドコモ)

※

サービス利用登録

 ≪ サービス利用登録 ≫

をご利用のお客さま

EZweb
(ａｕ)

■ログイン
ログインＩＤ、ログインパスワード
を入力し、［ログイン］ボタンを押
して下さい。

をご利用のお客さま

→ →

バンキング →

地方銀行

をご利用のお客さま

→モバイル
バンキング

→ →

お申込書に記入された仮ログインパス
ワード（数字６桁）を入力してくださ
い。

四国 → 地方銀行→

アルファベットは大文字・小文字を区
別しますので、注意して入力してくだ
さい。

高知銀行

高知銀行

決定

(OK)

実行

四国 高知銀行

スマートフォン（iPhone,Android等）をご利用の方は、インターネットバンキングをご利用ください。

→ →ｉMenu
検索 →メニュー

リスト →

（Vodafone 3Gをお使いの方を含む）

→ →知る
au one
トップ

高知銀行→

■ ログインＩＤ

■ ログインパスワード

登録する

よろしければiモードパスワードを
入力し、登録してください。

次へ

■ モバイルバンキングのご利用手続き

以下のサイトを
マイメニュー登録します。

サイト名

高知銀行

ｉモード情報料

Yahoo!ケータイ
(ソフトバンク)

EZメニュー

「ご利用開始のお知らせ」に記載のログ
インＩＤ（半角英数）を入力してくださ
い。
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 初回利用登録を行ってください。

 ■初回利用登録

※

 ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ様

 Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kougin@aa.ne.jp

※

 操作履歴照会

 お知らせ一覧

 [-]ﾛｸﾞｱｳﾄ

・

 取引結果照会

 [8]手続ﾒﾆｭｰ

 [7]定期預金ﾒﾆｭｰ

▲ﾍﾟｰｼﾞの先頭

当行からのキャンペーン情報のメール等
をお出しする場合がございますので「希
望する」もしくは「希望しない」を選択
してください。

「ログインＩＤ」「ログインパスワード」および
「確認用パスワード」は、今後のお取引の際に必
要となります。お忘れにならないようご注意くだ
さい。

モバイルバンキングサービスとインターネット
バンキングサービスの「ログインパスワード」
と「確認用パスワード」は連動（リンク）して
いません。

モバイルバンキングサービスでパスワード
を変更しても、インターネットバンキング
サービスのパスワードは変更されません。

同様に、インターネットバンキングサービ
スでパスワードを変更しても、モバイルバ
ンキングサービスのパスワードは変更され
ません。

・

  ├[4]ﾊﾟﾀｰﾝを使用

  └[5]新規に振込

「新しいログインパスワード」を
もう一度入力してください。
　　　（入力相違がないかの確認です）

■ 新しい確認用パスワード再入力

ご注意ください！

■ キャンペーン情報の配信

■ Ｅメールアドレス１再入力

■ 新しい確認用パスワード

アルファベットは大文字・小文字を区
別しますので、注意して入力してくだ
さい。

■ ログインパスワード

お申込書に記入された仮ログインパス
ワード（数字６桁）を入力してくださ
い。

手順２  ≪ モバイルバンキング初回利用登録方法 ≫

 お申込時の仮ﾛｸﾞｲﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ(必須)

■ ログインＩＤ

■ お申込時の仮確認用パスワード

「ご利用開始のお知らせ」に記載の仮確
認用パスワード（半角数字６桁）を入力
してください。

「新しい確認用パスワード」を
もう一度入力してください。
　　　（入力相違がないかの確認です）

■ Ｅメールアドレス１

 □確認用ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの設定

お客さま任意の半角英数字の4～12桁で入
力してください。

 再入力：(必須)

 入力：(必須)

この内容で登録

 ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ情報：(必須)

選択してください　　　　▼

前ページの手順の続きです。

「ご利用開始のお知らせ」に記載のログ
インＩＤ（半角英数）を入力してくださ
い

 □ﾛｸﾞｲﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの設定

 新しい確認用ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ再入力：(必須)

   (4～12桁の半角英数字）

■ お申込時の仮ログインパスワード

この内容で登録

■ 新しいログインパスワード

お客さま任意の半角英数字の4～12桁で入
力してください。

お客さまのＥメールアドレスを入力して
ください。

 □Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ1の設定

 取引を選択して下さい。

 [1]口座一覧

 ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞを安全にご利用いた
だくため、以下の設定が必要です。

お申込書に記入された仮ログインパス
ワード(数字６桁)を入力してください。

■ 新しいログインパスワード再入力

  └[2]残高・入出金明細照会

 お申込時の仮確認用ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ(必須)

 新しい確認用ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ(必須)

 新しいﾛｸﾞｲﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ(必須)

■ﾒﾆｭｰ一覧

 [3]振込・振替ﾒﾆｭｰ

 [6]税金・各種料金払込

 前回までのご利用

 2013/08/12 12:34:56 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

お客さまのＥメールアドレスを
もう一度入力してください。
　　　（入力相違がないかの確認です）

ログイン

 新しいﾛｸﾞｲﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ再入力(必須)

高知銀行

   (4～12桁の半角英数字）
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ログインＩＤ・ログインパスワードを入力し【ログイン】をクリックしてください。

 ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ様

 Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kougin@aa.ne.jp

ログインＩＤ

ログインパスワード

※

 操作履歴照会

 お知らせ一覧

 [-]ﾛｸﾞｱｳﾄ

 モバイルバンキングサービスを終了するには、ログアウトを選択し【ログアウト実行】を押してください。

 ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ様

 Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kougin@aa.ne.jp

 操作履歴照会

 お知らせ一覧

 [-]ﾛｸﾞｱｳﾄ

 取引を選択して下さい。

 [3]振込・振替ﾒﾆｭｰ

▲ﾍﾟｰｼﾞの先頭

 取引結果照会

 [3]振込・振替ﾒﾆｭｰ

 2013/08/12 12:34:56 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

  ├[4]ﾊﾟﾀｰﾝを使用

 [8]手続ﾒﾆｭｰ

 [6]税金・各種料金払込

■ﾒﾆｭｰ一覧

  └[2]残高・入出金明細照会

 [1]口座一覧

 [1]口座一覧

  └[2]残高・入出金明細照会

 [8]手続ﾒﾆｭｰ

高知銀行

 取引結果照会

  ├[4]ﾊﾟﾀｰﾝを使用

 取引を選択して下さい。

 [7]定期預金ﾒﾆｭｰ

ログイン

高知銀行

 前回までのご利用：

■ ログイン・ログアウトの操作方法

≪ ログイン ≫

高知銀行

 前回までのご利用：

高知銀行

ログイン

■ﾒﾆｭｰ一覧

 [6]税金・各種料金払込

  └[5]新規に振込

■ログイン
「ﾛｸﾞｲﾝID」、「ﾛｸﾞｲﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ」を
半角英数字（大文字・小文字も区別
します）で入力し、「ログイン」ボ
タンを押して下さい。

 モバイルバンキングサービスのサービス選択画面からは、各種のお取引や登録情報の変更をおこなうことができます。

 ログイン後、一定時間操作がない場合は、自動的にサービスが終了されます。数分たってから再度ログインしてください。

 2013/08/12 12:34:56 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

■ ログインパスワード
モバイルバンキングの開通時に変更した
「新しいログインパスワード」を入力し
てください。

■ ログインＩＤ
「ご利用開始のお知らせ」に記載のログ
インＩＤ（半角英数）を入力してくださ

 [7]定期預金ﾒﾆｭｰ

ログアウト

アルファベットは大文字・小文字を区
別しますので、注意して入力してくだ
さい。

ログアウト実行

  └[5]新規に振込

≪ ログイン ≫

▲ﾍﾟｰｼﾞの先頭

「メニュー一覧」より、ご希望のお取引を 
選択してください。 
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① メニュー一覧から、[2]残高・取引明細照会を選択してください。

② 検索条件画面が表示されます。照会する口座を選択し、検索条件を選択して下さい。

③ 【検索】ボタンをクリックしてください。

 ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ様

 Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kougin@aa.ne.jp

 

 操作履歴照会

 お知らせ一覧  

 [-]ﾛｸﾞｱｳﾄ 件

「日付指定」で当日の日付は指定で
きません。当日の入出金明細は「本
日のお取引」等からご確認くださ
い。

  ├[4]ﾊﾟﾀｰﾝを使用

高知銀行

 残高：

検索

 １～５件/20件中

 ○過去４週間分

  └[5]新規に振込

 取引結果照会

 最近の10日間

 西暦８桁で入力してください。

■ﾒﾆｭｰ一覧

 ○当月１日以降

 (例)20121001

 ○日付指定

 [#]次ﾍﾟｰｼﾞ

12,000円  

 ご出金金額：

 [1]この口座から振込

 ATMｼﾊﾗｲ

 2013/08/09

 照会条件を選択して下さい。

 ◎本日のお取引

 ○過去２週間分

50

123,456円  

 ○前月１日以降

 差引残高：

 2013/08/12 12:34:56時点

 [*]前ﾍﾟｰｼﾞ

 ■口座１

123,456円  

 ■入出金明細

 ◎口座１ 南支店 普通7777777

 ○口座２ 東京支店 普通8888888

   南支店 普通 7777777

   ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ

残高・入出金明細照会

■ 残高照会・入出金明細照会・振込の操作方法

 [1]口座一覧  ○過去１週間分

20130812

検索

20130812

 [3]振込・振替ﾒﾆｭｰ

 取引を選択して下さい。

 2013/08/12 12:34:56 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

残高・入出金明細照会

■検索条件

 [6]税金・各種料金払込

 [7]定期預金ﾒﾆｭｰ

 ○過去３週間分

照会条件に日付指定を選択した場合
は、照会期間の開始日と終了日を入
力し【検索】をクリックしてくださ
い。

 照会件数を入力してください。▲ﾍﾟｰｼﾞの先頭

 前回までのご利用：

  └[2]残高・入出金明細照会

 [8]手続ﾒﾆｭｰ

 照会する口座を選択して下さい。

123,456円  

～～～途中省略～～～

 2013/08/12 12:34:56時点

 [4]口座一覧

 直近の10日間

 1～5件/20件中

 [#]次ﾍﾟｰｼﾞ

 支払可能額

 [*]前ﾍﾟｰｼﾞ

 [3]検索条件

 [2]この口座から振替

≪ 残高・入出金明細照会 ≫
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代表口座・ご利用口座（普通預金）から当行本支店および他行口座に振込いただけます。

振込口座をその都度指定することや事前登録も可能です。22営業日先までの振込予約が可能です。以下、他行への「新規に振込」で説明します。

① 【振込・振替メニュー】を選択してください。 ② 【新規に振込】を選択 ③ 【この口座から振込】を選択

 ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ様

 前回までのご利用：

 2013/08/12 12:34:56 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

 Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kougin@aa.ne.jp

■ﾒﾆｭｰ一覧

 取引を選択して下さい。

 [1]口座一覧

  └[2]残高・入出金明細照会

 [3]振込・振替ﾒﾆｭｰ    南支店 普通 7777777

  ├[4]ﾊﾟﾀｰﾝを使用    ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ

  └[5]新規に振込

 [6]税金・各種料金払込

   東京支店 普通8888888

   ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ

 操作履歴照会

 お知らせ一覧

 [-]ﾛｸﾞｱｳﾄ

④ 【未登録口座への振込】を選択 ⑤ 銀行名を入力して【検索】を選択 ⑥ 【銀行名】を選択

⑦ 支店の頭文字を入力し【頭文字で検索】を選択 ⑧ 【支店名】を選択 ⑨ 【振込先】を入力し【次へ】を選択

▼

次ページの手順へ続きます...

１～３件/３件

１～３件/３件

振込先支店名を半角ｶﾅ大文字、半角
英数で先頭１文字以上を入力してく
ださい。（必須）

■振込

振込先口座の支店名を頭文字で指定
してください。

振込・振替メニュー

≪ 振込 ≫

 [1]新規に振込

 [2]ﾊﾟﾀｰﾝを使用
選択

高知銀行

選択

 [*]前ﾍﾟｰｼﾞ

 [#]次ﾍﾟｰｼﾞ

▼次の口座

 □ 口座１

 支払口座を選択してください。

 １～２件/２件中

■振替

 ◆×××銀行

１～３件/３件

 ◆☆☆☆☆銀行

□候補から選択する

振込

■支払口座の選択

振込

→この口座から振込

 １～２件/２件中

■振込先支店の検索

 ◆高知銀行

振込

１～３件/３件

 ◆○○銀行

 [5]新規に振替

振込先金融機関の種類を選択してく
ださい。（必須）

振込先口座の金融機関を指定してく
ださい。

　○○銀行

□金融機関を探す

 振込先口座を選択してください。

→未登録口座への振込

▲ﾍﾟｰｼﾞの先頭

■振込先金融機関の検索

検索結果から金融機関名を選択して
ください。候補にない場合は、再検
索してください。

■振込先金融機関の選択

検索

□候補から選択する

   ｳｽﾞﾏｻ ﾀﾛｳ

 [3]登録口座を使用

選択

 [7]定期預金ﾒﾆｭｰ

 [8]手続ﾒﾆｭｰ

 取引結果照会

 [6]ﾊﾟﾀｰﾝを使用

 [4]予約取消

振込

 →この口座に振込

   都度

▼次の口座

 □ 口座２

→この口座から振込

振込

■振込先口座の選択

 [*]前ﾍﾟｰｼﾞ

選択

 [#]次ﾍﾟｰｼﾞ

 □ ○○銀行

▼次の口座

金融機関名：

検索

振込先金融機関名を半角ｶﾅ大文字、
半角英数で先頭１文字以上を入力し
てください。（必須）

   京都支店

　○○銀行

振込先口座の情報を入力し、[次へ]
ﾎﾞﾀﾝを押してください。

振込

選択

■振込先支店の選択

□振込先支店名検索結果

振込先支店名を選択してください。

次へ

頭文字で検索

振込先科目：（必須）

   普通 1234567

金融機関名：

　○○銀行

 ◆☆☆☆☆支店

普通

次へ

振込先口座番号：（必須） ◆×××支店

 ◆○○支店

検索

 [7]予約取消

銀行　　　　　　　　　　▼

支店名：

　×××支店

■振込先口座情報の入力

振込

金融機関名：
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前ページの手順の続きです。

⑩ 【振込金額】と【振込指定日】を入力 ⑪ 【確認用パスワード】を入力 ⑫ 振込が完了

▼

※

※

※

※

※

※

≪ 振込 ≫

振込内容を確認

振込

振込指定日：（必須）

2013/08/12(火)

支払名義人名（半角ｶﾅ）

■振込情報の入力

円

振込金額（半角数字）：（必須）

 □ 振込手数料を先方負担にする。

いつもお取引いただきありがとうご
ざいます。

～～～以下省略～～～

振込

■取引内容の確認

振込情報をご確認ください。

～～～途中省略～～～

 xxxxxxxxxxxxx

受付日時：

 2013/08/12 12:34:56

ご注意ください

【振込指定日】を翌営業日以降に設定された場合は、振込の資金と振込手数料を指定日の前日までに
支払口座にご準備ください。万一、残高不足等で処理できなかった場合には、その振込の依頼はなかっ
たものとして、処理は行いません。

必ず振込指定日当日に「残高・入出金明細照会」で振込の結果をご確認ください。

確認用パスワード：（必須）

この内容で振込

土・日・祝休日指定日の予約振込は不可。

他行あて振込の即時入金は振込先金融機関やサービスにより異なります。

振込

振込

■完了

受付番号：

振込情報入力し［振込内容を確認］
ボタンを押してください。

「支払名義人名」は、支払口座名義
以外の支払名義人名で振込するとき
に入力してください。

【支払口座】【振込先口座】【振込金額】【振込予定日】は必ず確認を行ってください。特に似ている
銀行名や支店名の誤った指定、口座番号の間違い等にご注意ください。

上記画面でお取引をおこなわず、キャンセル等を複数回連続で行なった場合、振込先の口座名が表示さ
れなくなります。

確認



8 / 8

ご登録いただいた定期・積立式定期預金口座にお預入およびご解約ができます。

なお、モバイルバンキングでは、解約のお取引ができません。パソコンまたはスマートフォン(ＰＣ表示)で解約の手続きをお願いします。

① 【定期預金メニュー】を選択 ② 【定期預金預入】を選択 ④ 定期の支払元の口座を選択

 ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ様

 前回までのご利用：

 2013/08/12 12:34:56 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

 Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kougin@aa.ne.jp

■ﾒﾆｭｰ一覧

 取引を選択して下さい。

 [1]口座一覧

  └[2]残高・入出金明細照会 ③ ご希望の定期預金種類を選択してください。

 [3]振込・振替ﾒﾆｭｰ    南支店 普通 7777777

  ├[4]ﾊﾟﾀｰﾝを使用    ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ

  └[5]新規に振込

 [6]税金・各種料金払込

 [7]定期預金ﾒﾆｭｰ

   東京支店 普通8888888

   ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ

⑤ 定期の預入先の口座を選択 ⑥ 定期の金額等を入力 ⑦ 【確認用パスワード】を入力

   ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ

⑧ 定期預金預入が完了

・

・

～～～以下省略～～～

預入

 xxxxxxxxxxxxx

受付日時：

 2017/05/01 12:34:56

定期預金預入

いつもお取引いただきありがとうご
ざいます。

■完了

受付番号：

定期預金預入

■支払口座の選択

選択した商品によって、選択できな
い支払口座がありますのでご注意く
ださい。

高知銀行

 ◆スーパー定期３００万円未満

 ◆スーパー定期３００万円以上

 ◆おきゃく定期

≪ 定期預金預入 ≫

定期預金メニュー

 ■定期預金

 [1]定期預金預入

 [2]定期預金明細照会

選択 選択

 [8]手続ﾒﾆｭｰ

1～2件/2件中

▼次の口座

□ 口座１

→選択

▼次の口座

定期預入先口座を選択してくださ
い。

1～2件/2件中

▼次の口座

□ 口座２

→選択

定期預金預入 定期預金預入

～～～以下省略～～～ ～～～以下省略～～～

定期預金預入

■取引内容の入力

定期預入情報をご確認後、確認用パ
スワードを入力し、［この内容で預
入］ボタンを押してください。

□支払口座

　南支店

■取引内容の入力

定期預金内容を入力し、［預入内容
を確認］ボタンを押してください。

　スーパー定期３００万円未満

　普通 7777777

　ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ

→口座変更

□定期預入先口座

　南支店

→選択

□南支店 定期預入金額(半角英数)：(必須)

確認用パスワード：（必須）

この内容で預入

   定期 7888887

   ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ

→選択

　定期 8777778

　ｺｳｷﾞﾝ ﾀﾛｳ

～～～途中省略～～～

定期預金預入

■定期預金種類の選択

定期預金種類を選択してください。

確認

※ 定期預金種類 ※

定期預金種類：

預入内容を確認

円　定期 8777778

□東京支店

元金継続

・「おきゃく定期」「よさこいおきゃく定期」「土佐から
　の便り定期」は、定期預入先口座が「よさこいお
　きゃく支店」口座の場合のみ選択できます。

・「よさこいおきゃく定期」は、満期日以降は「おきゃ
　く定期」として自動継続します。

インターネット支店「よさこいおきゃく支店」は
定期預金の金利がお得です。

選択

満期時には、お預かり元金とお利息を合算して
定期預金として自動継続します。【なお、預入期
間２年の定期預金の場合は、中間利息は別
途、定期預金(子定期)として作成されます。】

元利金
継続

定期預入期間：(必須)

満期時の取扱い：(必須)

 取引結果照会

選択

■定期預入先口座の選択

　※ フリーダイヤルは携帯電話からもご利用いただけます。

※ 満期解約予約 ※
満期解約予約を行った定期預金は、満期日当日に
解約し、お預かり元金とお利息をご指定の口座(総合
口座の場合は総合口座の普通預金)に入金します。
満期解約予約手続きは、パソコンまたはスマートフォン
(PC表示)の「定期預金」メニューの「定期預金解約予
約」で行うことができます。

※ 満期時の取扱い ※

満期時のお利息はご指定の口座（総合口座の
場合は総合口座の普通預金）に入金され、お
預かり元金のみ定期預金として自動継続しま
す。

よさこいおきゃく支店 検索 
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