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インターネット専用定期預金

定期預金操作の流れ

※インターネット専用定期預金は、インターネット支店専用の商品として、とよしん 

ＷＥＢバンキングサービス（以下、「ＷＥＢバンキング」といいます）の機能の一部と

して提供されます。 

 定期預金新規作成・解約・口座照会手続については、全てお客様の操作となります。 

  （☆画面は全て表示例です。実際とは一部異なります。）

 第１章  定期預金新規作成の操作

 １．インターネットバンキングへのログイン 

  とよしんインターネット支店のホームページへのアクセス 

   とよしんインターネットホームページ（http://www.toyoshin.co.jp）上の支店

表示ボタンをクリック、または、次のホームページアドレスを直接入力し、とよし

んインターネット支店のホームページへ入ります。 

「とよしんインターネット支店ホームページ」

http://www.toyoshin.co.jp/netbranch/

    【ホームページのイメージ】 

「ログイン」を

クリック

＜ 以 下 省 略 ＞ 

（30.9）
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    【「ＷＥＢバンキング」ログイン画面】 

【入力項目】 

契約者ＩＤ    ：所定の「ＩＤ」を入力 

ログインパスワード：所定の「パスワード」を入力 

「ログイン」をクリック。 

    【「ＷＥＢバンキング」ワンタイムパスワードログイン画面】 

※「トークン」＝「ワンタイムパスワード生成機」のことをいいます。 

ソフトウェア方式とハードウェア方式のいずれかを選択していただいています。 

【入力項目】 

 ワンタイムパスワード：（ハードウェア／ソフトウェア共に） 

トークンに表示された６ケタのパスワードを入力。 

     「確認」をクリック。 
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    ログインが成功すると、次のインターネットバンキング「メイン画面」が表示

されます。 

    【メイン画面】 

実際はこの３つのメニュー 

（外貨/投資信託/ローン）は

表示されません 
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 ２．定期預金新規作成 
＜定期預金のお預け入れが 2回目以降の場合は、第 2章に進んでください＞ 

    インターネットバンキング「メイン画面」から「定期」をクリックします。 

    【メイン画面】 

「定期」をクリック。

    「定期業務一覧」画面に変わります。 

    【定期業務一覧画面】 

「定期預入」をクリック。 

「定期」のメニューを 

クリック。 
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  ３．「定期預入手続」① 
    「支払元口座の選択」および「お預入金額の入力」画面が表示されます。 

     【定期預入画面：支払元口座の選択・お預入金額】 

     【入力項目】 

      支払元口座の選択：インターネット支店専用普通預金、１口座のみ表示されます。 

      お預入金額   ：１００千円以上の金額を入力（半角数字） 
※キャンペーン専用定期は、別途金額の制約がございます。 

※システム制約により１０ケタ（１０億円）未満 

     入力後、「次へ」をクリック。 

  ４．「定期預入手続」② 
    「定期預入方法選択」画面が表示されます。 

     【定期預入画面：定期預入方法選択】 

     【入力項目】 

      定期預入方法選択：「定期新約・定期預金口座を新規開設します。」を選択する。 

     選択後、「次へ」をクリック。 

インターネット支店 

専用普通預金の口座番号 

だけが表示されます。 
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  ５．「取引時確認手続」①（定期預金初回開設時のみ）

    インターネット支店の利用申込時とは別に「取引時確認」として、「取引を行う

目的」および「職業」の選択入力が必要となります。 

     【取引時確認の入力画面】 

    【入力項目】 

     取引を行う目的：該当する項目に☑マークを入れます。（複数項目入力可） 

     職業     ：該当する項目を選択します。 

            ※いずれも「その他」を選択した場合は、具体的内容を入力します。 

     入力後、「次へ」をクリック。 
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  ６．「取引時確認手続」②（定期預金初回開設時のみ） 
    「取引時確認」画面で入力した内容を確認する画面に切り替わります。 

     【取引時確認入力内容確認画面】 

     入力内容確認後、「登録」をクリック。 

  ７．「取引時確認手続」③（定期預金初回開設時のみ） 
    「取引時確認」について登録内容の確認画面に切り替わります。 

     【取引時確認入力内容確認画面】 

     入力内容確認後、「次へ」をクリック。 

     引続き、定期預金のお預け入れ情報の登録を行います。 
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  ８．「定期預入手続」③ 
定期種類選択画面に切り替わります。定期預金商品の「定期種類」を選択します。 

  通常「スーパー定期」のみ表示します。 
   ※キャンペーン等を実施する場合は、表示が異なる場合があります。

     【定期預入画面：定期種類選択】 

    【入力項目】 

     定期種類選択  ：表示される商品名を選択します。 

              ※通常は「スーパー定期」のみ。 

      ☆キャンペーン定期の場合は、キャンペーン専用定期が選択できるよう表示されます。 

     「選択」をクリック。 

  ９．「定期預入手続」④ 
預入期間選択画面に切り替わります。「預入期間（および金利）」と「満期日処理

方法」を選択します。 

     【定期預入画面：預入期間選択（満期時取扱い方法選択）】 

【入力項目】 

 預入期間の選択   ：定期預金種類が選択したものと異なっていないか確認後、希望する 

預入期間（および金利）をメニューから選択します。 

   満期時取扱い方法選択：「元金継続」または「元利金継続」のいずれかにある 

「選択」をクリック。 
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  1０．「定期預入手続」⑤ 
定期預金開設情報確認画面に切り替わります。ここまで入力した情報の確認 

画面です。 

   【定期新約画面：取引内容確認】 

    「実行」をクリック。 

  13．「定期預入手続」⑧ 
定期口座開設完了画面に切り替わります。 

 【口座開設：開設完了】 

定期預金新規預入のお手続が完了しました。内容をご確認ください。
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 第２章  定期預入オペレーション

２回目以降の定期預金預入手順は、以下の手順です。 

  １．「ログイン」と「定期預入画面」表示手順 
    第１章１．の手順でＷＥＢバンキングにログインします。 

   ログインすると【メイン画面】に移動します。 

    【メイン画面】 

  【メイン画面】の「定期」のメニューをクリック。 

    「定期業務一覧」画面に変わります。 

    【定期業務一覧画面】 

「定期預入」をクリック。 

「定期」のメニューを 

クリック。 
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 ２．支払元口座選択・預入金額入力 

   「支払元口座の選択」と「お預入金額の入力」を行います。 

   【定期預入画面：支払元口座選択】 

   【入力項目】 

    支払元口座の選択：インターネット支店専用普通預金、１口座のみ表示されます。 

    お預入金額   ：１００千円以上の金額を入力（半角数字）します。 

              ※システム制約により１０ケタ（１０億円）未満 
※キャンペーン専用定期は、別途金額の制約がございます。 

※システム制約により１０ケタ（１０億円）未満 

     入力後、「次へ」をクリック。 

インターネット支店 

専用普通預金の口座番号 

だけが表示されます。 
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３．定期預入方法選択画面 

  お預入を希望する定期預金口座の口座番号を選択します。 

   【定期入金画面：定期預入方法選択】 

    【入力項目】 

     定期入金      ：既にお客様の顧客番号に作成された定期預金の口座番号ごとに 

現在預入金額の合計が表示されます。表示される定期は全て 

インターネット支店専用定期預金です。 

     定期振替先口座の選択：定期預金の口座番号が複数存在する場合には、入金する口座番号 

                を選択します。 

     選択後、「次へ」をクリック。
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４．定期種類選択画面 
    「定期種類選択」画面が表示されます。 

     通常は「スーパー定期」のみとなります。 

     ※キャンペーン時期等の場合には、表示が異なる場合があります。 

     【定期預入画面：定期種類選択】 

   【入力項目】 

    定期種類選択：「スーパー定期」を選択する。 

     ☆キャンペーン定期の場合は、キャンペーン専用定期が選択できるよう表示されます。 

   「選択」をクリック。 

５．預入期間選択画面 

  【定期入金：「預入期間選択」（「満期時取扱い方法選択」）】 

【入力項目】 

 預入期間選択    ：定期預金種類が選択したものと異なっていないか確認後、希望する

預入期間（および金利）をメニューから選択します。 

   満期時取扱い方法選択：「元金継続」または「元利金継続」のいずれかにある 

「選択」をクリック。 
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６．定期預金取引内容確認画面 
定期預金開設情報確認画面に切り替わります。ここまで入力した情報の確認画面 

です。 
   【定期入金：取引内容確認画面】 

     入力後、「実行」をクリック。 

７．定期入金取引完了画面 
【定期入金：取引結果画面】 

定期預金新規預入のお手続が完了しました。内容をご確認ください。

ｃ
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 第３章  定期解約オペレーション 

 １．定期預金解約 
     ※解約の承認パスワードとして、ワンタイムパスワードをご入力いただきます。 

      トークン（ハードウェア／ソフトウェア）をご準備ください。 

  第１章１．の手順でＷＥＢバンキングにログインします。 

  ログインすると【メイン画面】に移動します。 

    【メイン画面】 

  【メイン画面】の「定期」のメニューをクリック。 

    「定期業務一覧」画面に変わります。 

    【定期業務画面】

「定期解約」をクリック。 

「定期」のメニューを 

クリック。 
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 ２．定期解約口座選択 
   契約中の定期預金口座番号一覧が表示されます。 

   該当する口座番号を選択します。 
   【定期解約画面：定期解約口座選択】 

     ※複数の定期預金口座が存在する場合は、解約を希望する口座番号を選択します。 

    「選択」をクリック。 

 ３．解約定期預金内容選択 
   選択した定期口座番号の内容明細が表示されます。 

   解約したいお預かり番号を選択していただきます。解約区分に「選択」が表示さ

れている場合は、区分の内容を選択します。 
   【定期解約画面：定期預金内容】 

   【解約区分】について 

   ・「満期解約」：定期預金の満期日のみ表示され、手続完了で解約金が普通預金口座に 

          すぐに入金されます 

   ・「予約解約」：定期預金を満期日で自動的に解約することを「予約」します。 

          満期日に解約金が普通預金口座に入金されます。 

   ・「中途解約」：定期預金の満期日以前の解約時に選択できます。手続完了で解約金が 

          普通預金口座へすぐに入金されます。 

    該当の「お預かり番号」にある「選択」をクリック。 

ｃ

解約区分「予約解約」と「中途解約」は、

いずれかを選択します。 

どちらかを選択しないと、右側にある 

「選択」のボタンが押せません。 
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 ４．定期解約内容確認 

 選択したお預かり番号の定期内容を表示します。解約の内容を確認します。 

   【定期解約画面：解約内容確認】 

    定期預金の解約情報が表示されますので、内容に間違いないかご確認いただいた上で、 

「パスワード」欄にご利用のトークンに表示される「ワンタイムパスワード」を入力 

していただきます。 

     入力後、「実行」をクリック。 

トークンに表示された 

パスワードを入力します。

ご利用のトークン（見本） 

（ソフト／ハード）が 

表示されます。 
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５．定期解約取引完了画面 

  【定期解約画面：取引結果】 

 定期預金解約のお手続が完了しました。内容をご確認ください。 
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 第４章  定期口座照会オペレーション 

 １．定期預金口座照会 
  第１章１．の手順でＷＥＢバンキングにログインします。 

  ログインすると【メイン画面】に移動します。 

    【メイン画面】 

  【メイン画面】の「定期」のメニューをクリック。 

    「定期業務一覧」画面に変わります。 

    【定期業務画面】

「定期口座照会」をクリック。 

「定期」のメニューを 

クリック。 
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 ２．定期預金口座選択 

   照会したい定期預金口座を選択します。 

    【定期口座照会画面：定期口座選択】 

     「照会」をクリック。 

 ３．定期預金口座照会結果 

    選択した口座番号の定期預金の口座照会結果が表示されます。 

    【定期口座照会画面：照会結果】 

以 上 


