
ご利用環境 ちば興銀ダイレクトが、
あなたの生活をバックアップ

お申込みからご利用までのステップ

サービス開始登録終了後より
ご利用いただけます。

当行ホームページ「ちば興銀ダイレクト　新規お申込み」より

必要事項を入力いただきお申込みください。

※お申込みするためには、当行のキャッシュカード発行済み

の総合口座（普通預金口座）が必要です。

　 お申込みに際し、総合口座のお通帳またはキャッシュカー

ドをお手元に準備ください。

お申込み

ご本人確認

ご本人のお申込みであることを確認させていただくために

届出電話番号による認証が必要です。

ログインパスワード・確認用パスワード・メールアドレスなど

画面にしたがい登録をおこなってください。

操作方法以外の各種ご照会・ご相談は
「ちば興銀コンタクトセンター」まで
●各種資料をご請求いただけます。
※お届けの住所またはご依頼の住所にご郵送いたします。

●当行の商品・サービスに関するご照会・ご相談を承ります。
※ご相談の内容・受付時間によっては、当行から折り返しお電話を差し上げる
　　場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※ご照会手数料・資料郵送料などは無料です。

おうちでお取引きが可能

預金およびカードローン残高や入出金明細のご照会、ちば興銀ポイントサービ
ス「コスモスクラブ」のステージ・ポイント照会、お振込・お振替、定期預金のお
預入れ・満期解約予約、積立式定期お預入れ・払出、外貨預金お預入れ・払出
・満期解約予約、投資信託のご購入・ご解約・住宅ローンの繰上返済・カードロ
ーン取引など、窓口に行かなくてもさまざまなサービスをご利用いただけます。

※サービスによってはご利用いただけないお取引きもございます。

いつでもどこでもお取引きOK

24時間365日利用可能。思い立ったときに、いつでもどこでもご利用いただ
けます。

※サービス内容やシステムメンテナンスなどにより、ご利用いただけない日時がございます。

振込手数料がおトク

お振込先

千葉興業銀行あて

振込手数料（税込）

550円 0円
他行あて 880円 275円

窓口に比べて振込手数料が最大605円もおトクです。（当行比）

お申込みは、当行ホームページから

ちば興銀ダイレクトは、当行ホームページからお申込みいただけます。お振

込・各種料金の払込み・投資信託のお取引き・外貨預金のお取引きを除

き、お申込み当日からご利用が可能となります。

セキュリティも万全で安心

● データの暗号化（SSL 128 bit）、ファイアーウォールシステム、サーバー
への24時間モニタリングなどにより、個人情報を保護しています。

● 複数パスワードの設定、ログイン時の過去利用履歴の表示などにより、
不正アクセスを防止しています。

● ログイン時のワンタイムパスワードサービス採用で、セキュリティ対策
を強化。（別途申請が必要です。ソフトウェアトークンの場合は「ちば
興銀アプリ」のワンタイムパスワード機能を利用いたします）

● お振込・各種料金払込み・住所（電話番号）変更の際に「ワンタイムパ
スワード」の入力を必須にすることにより第三者による振込などを防止
しています。

● 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無料のセ
キュリティソフト「saat netizen」および「PhishWallプレミアム」を提
供しています。

□お申込上のご注意
●
●
ちば興銀ダイレクトは、個人のお客さまのみご利用いただけます。（事業用としてのご利用はできません）
代表口座およびご登録口座は申込者ご本人と同一名義・同一住所の口座に限らせていただきます。また、代表口座
は原則総合口座とさせていただきます。総合口座をお持ちでない場合は、お近くのちば興銀の窓口にてお手続きまた
は当行ホームページから口座開設のお申込手続きをお願いします。

窓口に行かなくても、
定期預金（お預入れ・満期解約予約・明細照会）

積立式定期預金（お預入れ・払出・明細照会・積立契約の変更）
外貨預金（普通＜お預入れ・払出＞、定期＜お預入れ・満期解約予約＞）
投資信託（購入・解約・各種照会）のお取引きが可能

忙しくて、窓口が開いている時間に

銀行に行くのは難しい、という方も

大丈夫。定期預金・積立式定期・外

貨預金・投資信託のお取引きがパ

ソコン・スマートフォンで可能です。

※定期預金・外貨定期預金の中途解約および
一部お支払いはできません。

下記の環境でご利用いただけます。（専用のソフトは不要）
※暗号化方式（SSL 128bit）が動作するブラウザソフトが必要となります。
※下記以外のOS搭載の機種やタブレット端末では、画面表示など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。

●
インターネットバンキングサービス
□ご利用いただける機器などについて

Windowsをご利用の場合

対象OS

ブラウザ

対象OS

ブラウザ

Macintoshをご利用の場合

MacOS｠Monterey（12.0）

Safari15.0/Firefox（※）

MacOS Ventura（13.0）

Safari16.0/Firefox（※）

iOS（iPhone） Android対象OS

バージョン

スマートフォンの場合

9.0， 9.1， 9.2， 9.3，10.0， 10.1， 10.2, 10.3,11.0, 11.1,  11.2, 11.3, 11.4, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 
12.4, 12.5, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4,13.5, 13.6, 13.7, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 
14.6, 14.7, 14.8, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 16.0, 16.1, 16.2, 16.3

13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 14.0, 14.1, 
14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 15.0, 15.1, 
15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7、16.1、16.2, 16.3

4.4, 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 
7.1, 8.0, 8.1, 9.0, 
10.0, 11.0, 12.0, 13.0

iPad OS

※最新版のFirefox、Google Chromeにて確認しています。

※NTTドコモ、SoftBank、auより発売されている端末が対象となります。
※一部のスマートフォン端末は対象外となりますので、くわしくは当行のホームページをご確認ください。

2023年1月10日現在

2023年3月6日現在

インターネットバンキングサービス
ご自宅のパソコン・お手持ちのスマートフォンからイン

ターネットを経由してお取り引きいただけるサービスで

す。専用ソフトは必要ありませんので、サービス開始登

録後、一部のお取引きを除きすぐにご利用可能です。

OS環境やブラウザ・ソフトの種類・バージョンによってはご利用
いただけない場合があります。くわしくは上記の「ご利用いただ
ける機器などについて」をご覧ください。

※

プロバイダー接続料、通信料などはお客さまのご負担となります。※

スマートフォンの場合、セキュリティ確保のためワンタイムパス
ワードの利用をお願いします。

※

 Microsoft Edge
Firefox※/Google Chrome※

Windows10

Microsoft Edge
Firefox※/Google Chrome※

Windows11

※くわしくは、当行HP「セキュリティ対策について」をご覧ください。

2023年3月20日現在株式会社千葉興業銀行

ちば興銀ダイレクトの各種操作方法は
「ちば興銀ダイレクトサポートセンター」まで

ちば興銀コンタクトセンター

0120-89-7850
バン クは チ バ コ ウ

平日 9:00～17:00（土、日、祝日を除く） 携帯電話からはこちら

（通話料はお客さま負担）（音声ガイダンス2番）
043-203-4612

【ちば興銀ダイレクトの各種操作方法以外の問い合わせ先】

平日 9:00～21:00　土日 9:00～17:00（祝日を除く）ちば興銀ダイレクトサポートセンター

0120-008-785 携帯電話からもご利用いただけます。

【ちば興銀ダイレクトの各種操作方法に関する問い合わせ先】

ちば興銀ホームページ

www.chibakogyo-bank.co.jp

※くわしくは、当行本支店窓口におたずねいただくか、
ホームページをご覧ください

検 索ちば興銀

ちば興銀ダイレクトのお申込みは

こちらから可能です。

「ちば興銀アプリ」は、インターネットバンキングの契約不要で24時間いつでも
普通預金口座の残高・入出金明細照会ができるスマートフォン用アプリです。
※スマートフォンでちば興銀ダイレクトをご利用される場合は、セキュリティ確保のためワン
タイムパスワードのご利用をお願いします。

　「生体認証利用登録」によりスマートフォンに登録されている生体認証（指紋／顔）で本人認
証することでログインが可能となり、ログインパスワードなどの入力が不要となります。

　「ちば興銀アプリ」のワンタイムパスワード機能を利用するため、ちば興銀アプリを各ストア
から事前にインストールください。

※本アプリは無料でご利用いただけます。ダウンロードや利用時にかかる通信料はお客さま
のご負担となります。

残高照会・入出金明細照会ならスマホで簡単！
インターネットバンキングの契約不要

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

サービス開始登録

※お振込・各種料金の払込み・投資信託のお取引き・外貨預

金のお取引きは、別途お手続きが必要なため、お申込日

（サービス開始登録日）にはご利用いただけません。

※現在の電話番号がお届けの電話番号と異なる場合は、

事前に届出電話番号の変更手続きをお願いします。

　　当行ホームページ「各種手続き」→「住所・電話番号変

更依頼」でお手続き可能です。



サービスメニュー ちば興銀ダイレクト初回利用手順24時間365日ご利用いただけます。（以下のサービス休止時間除く）
1月1日～3日は午前0：00から午前8：00および午後7：00から午後12：00までサービスを停止いたします。
5月3日～5日は午前2：00から午前6：00までサービスを停止いたします。
毎月第1月曜日および第3月曜日の午前2：00から午前6：00まで、サービスを停止いたします。

●
●
●
●

ご照会時点の入出金明細がご照会いただけます。
ただし、ご照会いただけるのは、ちば興銀ダイレクトご契約後の入出金明細のみです。
前々月までの日付または期間をご指定いただけます。（WEB口座のお客さまは、最大10年間ご指定可能です）
パソコンをご利用の場合は、入出金明細をダウンロードすることができます。

●

●
●

ご照会時点の預金およびカードローン残高がご照会いただけます。
ご照会時点に適用されているステージ・ポイントがご照会いただけます。

●
●

残高照会・ポイント照会
代表口座およびご登録口座の預金およびカードローン残高をご照会いただけます。
ちば興銀ポイントサービス「コスモスクラブ」のステージ・ポイントをご照会いただけます。

●
●

入出金明細照会
ご指定の日付の代表口座およびご登録口座（カードローン含む）の入出金明細をご照会いただけます。
ご指定の期間の代表口座およびご登録口座（カードローン含む）の入出金明細をご照会いただけます。

●
●

お振込
当行本支店および他行の国内本支店あてにお振り込みいただけます。
当行本支店あての振込手数料は無料です。他行あての場合は所定の振込手数料が必要となります。
ワンタイムパスワードのご利用を必須とさせていただきます。ワンタイムパスワードの利用開始・限度
額の反映後にご利用いただけます。1日のお取扱額は合計300万円を限度とさせていただきます。

●
●

専用の振込用紙を必要とするお振込についてはお取り扱いできません。※
振込限度額はご利用に差し支えない範囲内で最小限に設定ください。（「0円」の設定も可能です）※

23：58から翌日0：05までご利用できません。
繰上返済日は次回約定返済日（銀行休業日の場合は翌営業日）となります。
繰上返済のお申込みは、約定返済日の翌日0：05から次回約定返済日の前日23：58までとなります。
一部繰上返済日（毎回の返済額の軽減）は10万円以上とさせていただきます。
お取扱い対象となる住宅ローンは当行所定のものに限ります。

●
●
●
●
●

住宅ローンサービス
ご登録いただいた返済口座の住宅ローンにおける残高照会・全額繰上返済・一部繰上返済
（「返済期間の短縮」または「毎回の返済額の軽減」）ができます。
●

税金・各種料金の払込み
納入通知書・請求書等にペイジーマークが記載されている税金・各種料金の払込みができます。
各種料金払込みは、ワンタイムパスワードのご利用を必須とさせていただきます。ワンタイムパスワードの利用
開始・限度額の反映後にご利用いただけます。1日のお取扱額は合計300万円を限度とさせていただきます。

●
●

※お払込みいただける収納機関・料金種類などの詳細は、ちば興銀ホームページにてご確認いただけます。

利用可能時間

お借入（保証人含む）、当座預金、財形預金、マル優、マル特のお取引きがあるお客さまはお取引
店の窓口でお手続きをお願いいたします。

●
住所・届出電話番号変更のお手続き

公共料金自動振替のお申込み
電気・ガス・水道・電話・NHKの料金自動振替がお申込みいただけます。●

ワンタイムパスワードのご利用を必須とさせていただきます。●

切替が可能な口座は、キャッシュカードを発行している普通預金（総合口座）に限らせていただき
ます。
ＷＥＢ口座に切り替えた場合、預金通帳を利用した店頭窓口およびＡＴＭのお取引きはできません。
従来の預金通帳（紙媒体の通帳）に切り戻す場合は、店頭窓口にてお取扱いいたします。なお、
切り戻す際には、当行所定の通帳再発行手数料が必要となります。

●

●
●

ＷＥＢ口座切替サービスのお申込み
従来の預金通帳（紙媒体の通帳）から通帳不発行口座（WEB通帳）に切り替えることができます。●
最大過去10年分の入出金明細をご照会いただけます。照会開始日はちば興銀ダイレクトの契約日以降かつ
WEB口座切替日の翌営業日以降となります。ただし、2021年3月以降の明細が対象となります。 

※

●
●
●

●

投資信託のお取引きをご利用いただくためには、投資信託口座の登録手続きが必要です。
平日15：００までは当日扱い、それ以外は翌営業日扱いとなります。
投資信託のお取引は未成年の方はご利用できません。
インターネットでは一部ご利用いただけないお取引・銘柄がございます。
お取引銘柄によっては、市場の休業日などによりお取引きいただけない場合があります。

●
●
●
●
●

定期預金のお取引き
代表口座またはご登録口座からの引き落としにより、スーパー定期など、各種定期預金をおつく
りいだけます。金利は預入日の当行店頭表示金利を適用させていただきます。
※お預入期間は定型方式に限らせていただきます。※マル優のお取扱いはできません。

スーパー定期など各種定期預金の満期解約予約ができます。

●

●

投資信託のお取引き
投資信託のご購入・ご解約のほか、お預かりしている明細のご照会、取引履歴のご照会などができます。
投資信託積立サービス(定時定額購入サービス)のお申込み、積立金額の変更、積立サービスの廃止が
できます。
投資信託の口座を開設されていないお客さまは当行ホームページからお申込み手続きができます。

●
●

●

ご登録口座間でのお振替も可能です。
24時間お振替できます。
5営業日先までのお振替予約ができます。

●
●
●

お振替
代表口座とご登録口座との間でお振替（相互資金移動）ができます。
手数料は無料です。

●
●

積立式定期預金の口座開設は、当行ホームページより可能です。
「各種お手続き」→「口座開設（普通預金・積立式定期預金・投資信託）」
積立式定期預金のお取引きをご利用いただくためには、口座の登録が必要です。
お取引きいただける積立式定期預金は、「一般（エンドレス）型」に限らせていただきます。

●

●
●

積立式定期預金のお取引き
代表口座またはご登録口座からの引き落としにより、積立式定期預金へ入金いただけます。
金利は、預入日の店頭表示金利を適用させていただきます。
積立式定期預金の払い出しいただけます。
積立式定期預金の積立契約を変更・解除・新規設定いただけます。

●

●
●

電子交付サービスで閲覧いただける書類は当行ホームページに記載のものに限らせていただ
きます。
一部の書類のみ電子交付とすることはできません。

●

●

電子交付サービスのお申込み
当行から書面で交付する投資信託の各種書類（取引報告書、残高報告書等）について電磁
的な方法（ちば興銀ダイレクトの画面上で閲覧いただく方法）に切り替えることができます。

●

カードローンサービスをご利用いただくためには、口座の登録が必要です。
ご照会いただける入出金明細は、カードローン口座を登録後の入出金明細のみです。
返済は元金のみの随時返済となり利息分の返済はできません。随時返済のため毎月の約定
返済は別途返済いただきます。

カードローンサービス
カードローン残高および入出金明細をご照会いただけます。
カードローンの借入（カードローン口座から普通預金口座への振替）および返済（普通預金口
座からカードローン口座への振替）することができます。

●
●

外貨預金のお取引きをご利用いただくためには、口座の登録が必要です。
お取引きいただける外貨定期預金は、コスモス・リレー外貨定期預金に限らせていただきます。
外貨定期預金の中途解約はできません。

●
●
●

外貨預金のお取引き
外貨普通預金の預入れ・払出・入出金明細照会ができます。
外貨定期預金の預入れ・満期解約予約・明細照会ができます。

●
●

※通帳式定期預金に限ります。

※通帳式預金に限ります。

※一部払い出し・中途解約はご利用いただけません。

税金の払込みについては、ワンタイムパスワードの利用および限度額にかかわらず払込みが可能です。
各種料金払込み限度額はご利用に差し支えない範囲内で最小限に設定ください。（「0円」の設定も可能です）

※
※

代表口座およびご登録口座からご指定の口座へお振り込みいただけます。
当行本支店・他行あてのお振込については、平日および休日(原則365日)24時間即時振込とな
ります。ただし、受取人の金融機関が対応していない場合や受取人口座の種類、ご利用のサービス、
お受取人さまのご希望などにより翌営業日の予約扱いとなる場合があります。
5営業日先までのお振込予約ができます。

●
●

●

（注）パソコン用画面でのお取引きとなります

定期預金のお取引をご利用いただくためには、口座の登録が必要です。
定期預金の満期日に解約元利金を代表口座またはご登録口座へ入金いたします。
総合口座の定期預金については、インターネットバンキングサービスで定期預金口座の開設と
同時に定期預金の作成が可能です。（総合口座以外の定期預金を初めておつくりいただく場合
は、当行窓口で定期預金の口座開設が必要です）
インターネットバンキングで定期預金口座を開設された場合、ATMで記帳ができません。窓口で
お手続きが必要です。
総合口座の定期預金口座の開設をする場合は、翌営業日以降5営業日まで、ご指定日の予約取引となります。

（注）

（注）

（注）

（注）

（注）

ちば興銀ダイレクト新規お申込み

「ちば興銀ダイレクト 新規
お申込み」からお申込みく
ださい。
セキュリティ確保のため「ワ
ンタイムパスワード」の利
用をお願いします。
ちば興銀アプリのワンタイ
ムパスワード機能を利用す
るため、ちば興銀アプリを
各アプリストアから事前に
ダウンロードしてください。

「ちば興銀ダイレクト利用
規定」をご確認いただき、
普通預金口座の店番号・口
座番号を入力し、「次へ」
ボタンをクリックしてくだ
さい。

当行にお届けいただいて
いる電話番号（下４桁）を
表示いたします。
ご本人さまの申込みである
ことを確認するためお届け
の電話番号からお電話して
いただきます。
2～3コール後に自動的に電
話が切れ認証いたしますの
で電話料はかかりません。
届出電話番号を確認（複
数の場合は選択）いただ
き、「届出電話番号認証を
行う」ボタンをクリックして
ください。

届出電話番号確認・選択

届出電話番号認証

キャッシュカード暗証番号入力

パスワード登録

お客さま情報入力

お客さま情報確認

お客さま情報登録完了

1
手順

2
手順

3
手順

4
手順

5
手順

6
手順

7
手順

8
手順

届出電話番号の認証を行い
ます。
届出電話番号から画面に
表示されている認証先電
話番号にお電話ください。
認証が完了後自動的に次
の画面へ遷移いたします。

メールアドレス、連絡先電
話番号を入力し、「確認画面
へ」ボタンをクリックしてく
ださい。

※メールアドレスは、ログイ
ンやお取引結果の確認メ
ールの送信先となります。
　スマートフォンのメール
アドレスなどすぐにメール
を確認できるアドレスを
入力ください。

ログインパスワード、確認
用パスワード、追加認証
（秘密の質問・秘密の答え）
を入力し、「ご注意」を確認
（確認しましたのチェック）
いただき、「次へ」ボタンを
クリックしてください。

※ログインパスワード：今
後、インターネットバンキ
ングにログインする際に
必要なパスワードです。
※確認用パスワード：今後、
各種お取引き・登録内容
の変更などの際に必要な
パスワードです。
※ログインパスワードと確
認用パスワードは、同じ
ものを登録できません。

　　　で入力したメール
アドレス、連絡先電話番号
を確認いただき、よろしけ
れば 　　　で登録した確
認用パスワードを入力し、
「登録を確定する」ボタン
をクリックしてください。

お客さま情報の登録が完了
しましたので「次へ」ボタン
をクリックしてください。
「ワンタイムパスワード利
用選択」画面に遷移いたし
ます。

※スマートフォンをご利用の
お客さまは、「ソフトウェア
トークン」を選択ください。
　「ソフトウェアトークン」
のワンタイムパスワード
に生体認証登録すること
で「生体認証ログイン」が
可能となりログインパス
ワードなどの入力が不要
となります。

　　　 で入力した普通預金
口座のキャッシュカード暗証
番号を入力し、「次へ」ボタ
ンをクリックしてください。

1手順

6手順

5手順

●
●
●

ちば興銀ダイレクトの
お申込みはこちら


