
（2022年2月14日現在）

プレミアム・普通預金

お客さまにご留意いただきたい点
◆ ATM時間外手数料等が無料になるためには、所定のお取引条件を満たしていただく必要があり、
　 また、利用回数に上限がある場合もございます。

◆ みなとプレミアム普通預金をご利用いただくにはお申込みが必要です。詳しい内容は窓口までお問合せください。
　 また、店頭に説明書をご用意しておりますのでお申し出ください。

◆りそなデビットカード（Visa）のお申込みには、みなとプレミアム普通預金口座が必要です。
　 

セキュリティ

！OK
ICキャッシュカードで

金　利

！UP
残高30万円以上 年1回キャッシュバック

ポイント
サービス

〈みなと〉のICキャッシュカード ICチップで安心！スキミング等による複製を防止します。

●各郵送物は当社お届けのご住所宛にお送りします。
●ご不在の際は、郵便局より不在配達のお知らせが入りますので、郵便物受
取連絡票をご確認いただき、保管期日までに郵便局へご連絡のうえ、お受
取りください。

郵送に関するご注意（申込受付から1～2週間）既存キャッシュカードからＩＣキャッシュカードへの切替について
●お手持ちのキャッシュカードはＩＣキャッシュカードを利用された時点で使用できなくなります
ので、恐れ入りますが、お客さまご自身で磁気ストライプ部分をハサミ等で裁断のうえ廃棄
願います。また、切替より3ヵ月経過するとＩＣキャッシュカードご利用の有無にかかわらず
使用できなくなります。（それまでの間、お手持ちのバンクカードは利用可能です。）

■ 本パンフレットで記載している投資信託・公共債・外貨預金についてのご留意点

■ 手数料など諸費用について

○商品によっては、金利・通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動や発行体の信用状況の悪化等を直接の要因として損失が生じ
るリスクがあります（リスクの詳細は各商品ごとに異なります）。したがって元本保証および利回り保証のいずれもなく、投資元本を割り込むリスクは、
ご購入のお客さまが負うこととなります。各商品のリスクや手数料等については、各商品の説明書等でご確認ください。
○投資信託・公共債は預金ではありません。
○投資信託・公共債・外貨預金は預金保険の対象ではありません。
○当社で取扱う投資信託・公共債は、投資者保護基金の対象ではありません。
○投資信託の募集・申込等のお取扱いは当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。
○各商品のお申込みにあたっては、契約締結前交付書面（目論見書等）の内容を必ずご覧ください。目論見書等は、当社本支店等にご用意しています。

○投資信託のご購入にあたってはお申込手数料がお取引金額の最大3.3%〈税込〉必要です。
また、ご換金にあたっては信託財産留保額が換金時の基準価額に対して最大0.5%必要です。
また、これらの手数料等とは別に信託報酬（投資信託の純資産総額の最大年2.42%〈税込〉（成功報酬、投資対象ファンドの信託報酬等を別途ご負担
いただくファンドがあります））と監査報酬、有価証券売買手数料などその他費用等（運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができま
せん）を、信託財産を通じてご負担いただきます。

○公共債は、購入対価のみお支払いいただきます。
○外貨定期預金は、円を米ドル（または、ユーロ、豪ドル）にする際（預入時）および米ドル（またはユーロ、豪ドル）を円にする際（払出時）は手数料（1米
ドルあたり片道1円〈往復2円〉、1ユーロあたり片道1.5円〈往復3円〉、1豪ドルあたり片道2.5円〈往復5円〉）がかかります（預入れおよび払出し
の際の為替相場は、この手数料を含んだ当社所定のTTS〈預入時〉、TTB〈払出時〉をそれぞれ適用します※）。

※10万通貨単位以上は、TTS・TTBではなく、市場実勢相場に手数料を含んだ相場が適用されます。

ＩＣキャッシュカードのご利用に関する取扱い
1. ＩＣキャッシュカードのご利用

2. ご利用限度額

3. ICキャッシュカード利用手数料

4. その他

※ただし、一部提携金融機関等の自動機で、ご利用いただけない場合があります。

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（1）ICチップでのお取引きは、当社所定のATMでご利用いただけます。
（2）磁気ストライプでのお取引きは、前記（1）以外のATMでご利用いただけます。（※）
磁気ストライプおよびICチップでのお取引きのご利用限度額は、当社が定めた金額の範囲内で当社所定の
方法によりご変更いただけます。
ICキャッシュカードの申込、切替について、当社所定の手数料（以下、「手数料」といいます）が必要となります。手数料
は、カード発行口座から払戻請求書および通帳の提出なしに当社所定の日に引落しさせていただきます。
ICキャッシュカードの商品内容、手数料等について、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由
があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更することがあります。

ホームページ https://www.minatobk.co.jp/
0120-08-3710

オハナシハ ミ ナ ト ヘ

〈 通話料無料 〉
ダイヤルの後に、サービス番号　　　をお選びください。
［受付時間/平日 9：00～17：00］（銀行窓口営業日のみ）
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お問合せは、窓口または〈　　　インフォメーションダイヤル〉へ

手数料0円

お取引状況により

商 号 等

加入協会

株式会社みなと銀行
登録金融機関　  近畿財務局長（登金）第２２号
日本証券業協会  一般社団法人金融先物取引業協会

※ICキャッシュカードは社内CD機ではご利用いただけません。

30万円未満・・・ 普通預金利率

普通預金利率＋α30万円以上

みなとプレミアム普通預金は段階金利型 お預入残高が30万円以上になると通常より上乗せした利率を適用

金　利

！UP
残高30万円以上

普通預金
お預入残高

30万円以上

普通預金利率
上乗後利率

※適用利率は毎日の
お預入残高に応じて

　日々変動します。

A T M 利 用 額 を 自 由 に 設 定！

①～⑥の合算でのご利用はいずれか大きい方の金額までとなります。①⑥提携金融機関ATMでのご利用金額にはデビットカード（J-Debit）の利用金額も含みます。

もしくは
お客さまの
ご指定金額

①～③合算でのご利用

③当社ATMでの振込・
　振替、通帳併用取引

①提携金融機関でのご利用

②当社ATMでの出金1日あたりの
ご利用
限度額

100万円
100万円

200万円

200万円

1万円～
200万円
（1万円単位）

I
C
チ
ッ
プ
で
の
お
取
引
き

もしくは
お客さまの
ご指定金額

④～⑥合算でのご利用

⑥提携金融機関のご利用

④当社ATMでの出金
⑤当社ATMでの振込・
　振替、通帳併用取引1日あたりの

ご利用
限度額

50万円

100万円

50万円

100万円

0円～
200万円
（1万円単位）

磁
気
ス
ト
ラ
イ
プ
で
の
お
取
引
き

みなとプレミアム普通預金はICキャッシュカード発行手数料1,100円（税込）が無料！
ICチップで安心！セキュリティ

！OK
ICキャッシュカードで

ICチップは偽造・変造が難しくスキ
ミング等による複製を防止します。

ATM利用額を自由に設定！（ただし、200万円が上限となります）
磁気ストライプは、普段の生活費の金額に設定、ICチップの限度額は大きなお金の入用
の際に使える金額に設定等、自分のスタイルに合わせて利用限度額が設定できます。

ベンリと
安心が

ひとつに
なりまし

た。

お取引
状況に

応じて、
うれしい

特典！　

キャッシ
ュカード

はICチ
ップ搭載

で

セキュリ
ティも万

全です
。



1年間の合計ポイントは、1月から12月に加算したポイントの合計です。

1P(ポイント)＝1円
しっかりポイントが貯まるキャッシュバックでおトク！

いろいろなお取引きについて、ポイントが貯まります。
貯まったポイントを年1回みなとプレミアム普通預金口座に
自動的にキャッシュバックします。※1

最大3,000円キャッシュバック！

月々ポイントを貯めて

CASH
BACK

年1回

ポイントサービス

新規でご利用の場合、3ヵ月間ATM利用手数料が無料。
3ヵ月を超えても、所定の条件をいずれか満たすと無料。

4月 5月 6月 7月
●手数料の無料判定基準例

口座開設

無 料

お取引きにより

無料

お引落し実績あり

500万円以上

300万円以上

100万円以上

みなと銀カード （P6 VISA/JCB）

住宅ローン残高※2

給与受取※5・年金受取※6

円預金＋
お預かり資産残高※3※4

株式投資信託
＋外貨定期預金残高※4

適用の条件をいずれか
満たせば右記手数料が無料！

みなと銀
CARD

住宅
LOAN

月間最高5回まで回数制限なし

判定月手数料引落月が7月の場合、判定基準は右記のとおりとなります。
判定基準 …5月末のお取引内容または5月中のお取引実績

月末のお取引内容または月中のお取引実績に基づき、以下のお取引条件※1のいずれかを満たしている場合、
翌々月に以下に記載の手数料が無料になります。

キャッシュバックサービスについてのご留意事項

給与受取・年金受取いずれか一方受取実績あり

上記手数料の無料判定についてのご留意事項
※1

※2

※3
※4

※5
※6

各お取引きの残高やお取引きの有無等は同一支店・同一名義のお取引内容で判定します。
なお、海岸通支店のプレミアム普通預金は、上記内容とは一部異なりますので、別途当社ホームページ等をご覧ください。
住宅ローンを連帯債務でご利用の場合は返済用口座名義人の方が対象となります。また、住宅金融支援機構など当社以外からのお借入れは対象外となります。
なお、ご返済が遅延している場合は、対象とならない場合があります。
お預かり資産残高 ： 外貨定期預金 + 投資信託 + 公共債の合計額となります。
月末残高の判定に際し、以下の商品については次の基準によって換算いたします。
□外貨定期預金 ： 判定日に当社が公表しているTTBレートによる円貨換算もしくは、当初の円貨払込額（外貨普通預金等からの振替時等一部のケースについては適用されません）のいずれか大きい残高
□投資信託 ： 時価評価額（受渡日時点の基準価額×口数）もしくは、取得価額（取得単価×口数）のいずれか大きい残高
□公共債 ： 債券の額面金額
給与受取は、通帳に「給与振込」と記載のあるご入金が対象になります。
年金受取とは、通帳に「年金振込」と記載のある公的年金（国民年金・厚生年金など）の判定月もしくは判定月の前月のご入金が対象となります（判定月については上記手数料の無料判定基準例参照）。

：

：

：
：

：
：

手数料0円

お取引状況により

※ATM時間外手数料等については、1ヵ月目までのお取引状況、残高にかかわらず、みなとプレミアム普通預金の開設月（または普通預金からの切替月）を含む3ヵ月間は
　無料となります。4ヵ月目以降は、お取引状況に応じて判定します（4ヵ月目の場合は、2ヵ月目の月末基準での判定）。

ATM利用手数料（当社・提携コンビニ等）
上記適用条件を充足している場合は、「みなと銀行」「提携コンビニ」「イオン銀行」「ゆうちょ銀行」のATM利用手数料が無料または割引になります。

ATM時間外手数料 無料 ATM利用手数料 時間内無料
 時間外110円（税込）割引

ローソンATM イーネットATM

提携コンビニ ・ イオン ・ ゆうちょ
ATM利用手数料

時間内無料 時間外110円（税込）割引
みなとATM時間外手数料

無料
みなと銀行本支店宛振込手数料

窓口受付は除きます
無料

1ポイント単位でキャッシュバックいたします。
キャッシュバックはお申込日によらず毎年2月20日※となります。
※土・日・祝日の場合には、翌銀行窓口営業日となります。
　お取引きの状態によっては、当日入金されない場合や無効になる
　場合がございます。

キャッシュバックのしくみ

1
年
間
で
貯
ま
っ
た
ポ
イ
ン
ト
を
キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク

1　2　3　4　5　6　7　8　9　10　11　12月
1
月

12
月

2
月ポイント累積期間

毎月のポイント

毎年2月20日※に
みなとプレミアム普通預金口座へ

自動入金いたします。

※1：　同一支店・同一名義のお取引きに限ります。また届出の氏名・住所等の内容
が異なっており、当社が同一名義と認識できない場合は対象外となります。
またお取引店を変更された場合は、変更前取引店でのポイントは無効と
なります。

※2：　以下のいずれかに該当するお客さまが対象となります。
◆窓口でＷｅｂ専用口座の新規口座開設または「通帳発行型」より切替（既に
通帳をお持ちいただいている方がＷｅｂ専用口座（通帳がない普通預金
口座）へ切替）いただいたお客さま
（上記お取引きをしていただいた月の末日までに「通帳発行型」へ切替
されたお客さまは対象外となります）
◆「スマホde通帳」（スマートフォンアプリ）の口座開設機能を用いて新規
口座開設いただいたお客さま

※3：　給与受取は、通帳に「給与振込」と記載のあるものが対象となります。
すでに給与受取をしていただいているお客さまは年末（12月）時点でのお
取引きのみ対象となります（新規ご指定によるポイントは対象外となります）。

※4：　年金受取とは、通帳に「年金振込」と記載のある公的年金（国民年金・厚生
年金など）が対象となります。

すでに年金受取をしていただいているお客さまは年末（12月）時点でのお
取引きのみ対象となります（新規ご指定によるポイントは対象外となります）。

※5：　みなと銀VISAカード・みなと銀JCBカードが対象となります。ポイントの
付与は対象カードの入会時期により入会日以降、3ヵ月かかります。すでに
対象カードにご入会いただいているお客さまは対象外となります。家族
会員さまの新規ご入会は対象外となります。

※6：　月末残高の判定に際し、以下の商品については次の基準によって換算いた
します。
◆株式投資信託　：　時価評価額（受渡日時点の基準価額×口数）もしくは、
取得価額（取得単価×口数）のいずれか大きい残高
◆外貨定期預金　：　判定日に当社が公表しているTTBレートによる円貨換算
もしくは、当初の円貨払込額のいずれか大きい残高

※7：　ご返済が遅延している場合には、ポイント加算の対象とならない場合があります。
対象となるローンについては、当社所定のローンに限らせていただきます。

※8：　使用料の自動引落口座名義人の方へのポイントとなります（ただし、使用料
のお引落しが完了している場合に限ります）。

●ポイントは、翌々月1日に加算いたします。
●合計3,000ポイントが上限となります。

お取引きごとのポイント

●当社ATMでポイント残高とP2のみなとATM時間外手数料無料サー
ビスの有無を確認できます。
当社ATMで残高照会のうえ結果画面で「明細発行」ボタンを選んでい
ただくと、レシートにポイント残高等が印字されます。

 以下の※2～※8につきましては、
「キャッシュバックサービスについてのご留意事項」を
 ご覧ください。

新たなお取引きに応じて貯まる

給与受取※3

100P

500P

年金受取※4
新規ご指定

みなと銀カード※5 新規ご入会

Ｗｅｂ専用口座※2 新規口座開設または
既存口座からの切替

A

お取引きに応じて貯まる

100P貸金庫※8 使用料のお引落しごとに

C

年末（12月）時点でのお取引き・残高に応じて貯まる

株式投資信託※6

30P

外貨定期預金※6

マイカーローン・教育ローンなど※7

100万円ごとに

給与受取※3

電子交付ありをご選択

10万円ごとに

お受取実績あり
年金受取※4

<みなと>ダイレクトバンキング

B

●みなとプレミアム普通預金を解約もしくは普通預金に切替した
場合、蓄積したポイントについては、無効となります。

●本サービスのキャッシュバックは、雑所得などとなります。
詳しくはお住まいの管轄税務署にお問合せください。

●ポイントサービスの内容は予告なく変更になることがございます。
●お取引きの状況によってはキャッシュバックの対象とならない場合
があります。

100P

21

本支店宛振込手数料 注

「みなと銀行」のATMでのお取引きに限ります。

当社同一支店宛

無料
当社本支店宛

110円→無料
他行宛

440円

（税込）●ATMによる振込手数料

〈注〉月間最高5回までとなります。（りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行宛は対象外）



りそなデビットカード（Visa）は
現金よりおトク！

お財布に銀行を

りそな
デビット
カード
（Visa）

現金不要、使ったその場で引落し
かんたん、安心、キャッシュカードでお買い物

43

みなとdeグループアプリからご自身で設定することが可能です。

年会費

特典

ご利用限度額

付帯保険

りそなデビットカード（Visa)商品概要

毎月のショッピングご利用金額合計1,000円（税込）毎に0.25%相当額を
翌月20日（休日の場合は翌営業日）にキャッシュバック

無料

ご利用いただける方 みなとプレミアム普通預金口座をお持ちの15歳以上の個人の方

ショッピング
（国内・海外）

1回 1日

初期設定 変更可能額

1ヵ月

50万円 50万円 100万円

海外ATM
現地通貨引出 10万円 10万円 30万円

1回 1日 1ヵ月

1,000円～
200万円

1,000円～
200万円

1,000円～
1,000万円

1,000円～
30万円

1,000円～
30万円

1,000円～
100万円

メールでアプリですぐにお知らせ
安心、便利にいつでも確認

ご利用範囲を自分で設定
銀行口座を上手に管理

ショッピングご利用金額に応じて

キャッシュバック※

※毎月のショッピング利用金額合計1,000円（税込）毎に0.25％相当額を翌月20日（休日の
場合は翌営業日）にご利用口座へ自動的にキャッシュバックします。ただし、返品等について
はショッピングご利用金額に含まれない場合がございます。

0.25％

りそなデビットカード（Visa）

口座から
即時
引落し

年会費

0円

「みなとdeグループアプリ」については次ページへ

不正利用補償

年間150万円を限度に補償いたします。
※お客さまの故意または過失による損害等、補償
できない場合がございます。

※海外ATMのご利用は、初期設定で一時利用停止にしております。
※海外でのご利用には別途事務取扱手数料がかかります。

ショッピング保険（海外のみ）

年間最高50万円を限度に、購入日より
90日間補償します。
（自己負担額5,000円／1事故あたり）

「みなとdeグループアプリ」で
カードのご利用状況確認や各種設定ができます

利用後はすぐにみなとdeグループアプリやメール
でお知らせ！

国内外のVisaタッチ決済対応マークのある加盟
店でご利用できます

いつでも
みなとdeグループ
アプリでりそなデビ
ットカード（Visa）の
利用を停止・再開で
きます！

ご利用は口座残高かつ設定済のご利用限度額の範囲内
即時引落しで使いすぎの心配もなし

さらにご利用限度額は
みなとdeグループアプリで
設定可能
ご自分で自由にカスタマイズ
できます！

利用残高

2022年01月

コンビニ 200円

2022.01.01

99,800円

タッチするだけ！
かんたん決済

みなとdeグループアプリ
でVisa Secureを登録い
ただくと、インターネット
でのお買い物もできます！

ご利用は簡単。これだけはチェック！！
ご利用前

ご利用時

お口座に入金はお済みですか？
みなとdeグループアプリはセットアップいただけましたか？
ご利用限度額を確認・変更しましょう。
海外ATMのご利用は、初期設定で一時利用停止にしております。

一部、ご利用になれない加盟店があります。（ガソリンスタンド・
高速道路・FX取引・飛行機の機内販売サービス等）詳しくは当社
ホームページをご覧ください。
お受取りまで1ヵ月を超えるお支払い（予約商品や旅行予約等）
にはクレジットカードのご利用をお勧めいたします。
ショップから銀行へ利用情報（オーソリ）が到着後、45日後まで
に売上情報が送られてこない場合は、一旦お客さまの口座へ
返金いたします。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
Visaタッチ決済をご利用の際も、お取引金額や条件によりサイ
ンや暗証番号の入力が必要となる場合があります。

お引落し

暗証番号について

原則、ご利用したその場でお口座から
代金がお引落しされます。
ただし、一部の加盟店では、加盟店側の
都合で後日請求、後日払いとなることが
あります。 

キャッシュカード暗証番号とVisaデビッ
ト用暗証番号は異なりますのでご自身
で管理をお願いします。
りそなデビットカード（Visa)の暗証番号
を失念し、カードがご利用できなくなった
場合は、店頭で再発行（手数料1,100円
（税込））が必要です。



みなとプレミアム普通預金がさらにベンリに！
〈みなと〉ダイレクトバンキング、 みなと銀カードで

「〈みなと〉ダイレクトバンキング」「みなと銀カード」をご利用いただくには、別途ご契約が必要です。

お取引状況により

さらに
充　実

「〈みなと〉ダイレクトバンキング」お申込みの流れ

サービス内容とご利用時間（休止期間：毎月第3日曜日24：00～翌6：00　その他随時メンテナンスを行う場合がございます。）
平　日

残高照会
プレミアムポイント照会 上記以外

上記以外

上記以外

最大0：10～23：50

最大0：10～23：50

最大0：10～23：20※3

税金・各種料金払込
住宅ローン 次回約定返済日の前営業日まで

最大0：20～23：30
契約内容照会・一部繰上返済

当日分
予約
当日分
予約

入出金明細照会

定期預金・投資信託
外貨預金

振込・振替

土日祝 備　　考
リアルタイムに残高表示
直前営業日の残高表示

ご利用時間について

ワンタイムパスワードでの取引（未登録先への振込時）
●トークン（パスワード生成機※1）が必要です

総合口座定期預金と投資信託、外貨預金の口座開設・
購入・解約等

※1 トークンを紛失された場合、再発行手数料が1,100円（税込）必要です。　※2 外貨預金は当日の為替レート確定後（9時頃）にお取引きできます。
※3 振込先の金融機関や受取人口座によっては、当日分とならない場合があります。

〈みなと〉ダイレクトバンキング (パソコン･携帯電話)　

● ２４時間アクセスＯＫ　　　
● 登録・年会費は無料

● インターネットでらくらく申込、約一週間でご利用可能に！
● ワンタイムパスワードでセキュリティ面も安心
●りそなデビットカード(Visa)への切替も可能

おうちで外出先でいろいろサービス
残高照会、お振込み、定期預金や投資信託等のお申込みができます。 もちろん〈みなと〉プレミアムポイントの照会も可能！銀行に行く時間がない！ そんな時でも・・・　 　

 トークン
（パスワード生成機）（ただし、お取引きに応じて、各種手数料がかかります。）

● スマホ専用サイトでは振込・振替、普通預金の残高照会・入出金明細照会が可能！
● 通帳アプリ「スマホde通帳」なら、お持ちのスマートフォンに入出金明細をダウンロードできてさらに便利！

※詳しくは〈みなと〉ダイレクトバンキングの
　トップページをご覧ください。

※詳しくは〈みなと〉ダイレクトバンキングのトップページをご覧ください。
最大12ヵ月前までの入出金（契約月の1ヵ月前から表示）

最大0：20～23：30Visaデビットカード切替 みなとプレミアム普通預金をお持ちの15歳以上の
個人の方がお手続きいただけます

※詳しくは〈みなと〉ダイレクトバンキングのPay-easy払込画面をご覧ください。

－
24時間

8:00～15：00※2

●みなとカード「MINATO CARD」はP1のキャッシュバックサービスならびにP2の手数料サービスの対象となりません。
●ゴールドカードもございます。みなと銀カードに関する詳細はホームページ（https://www.minatocard.com）をご覧ください。

みなと銀カード

カード種類 お申し込み対象 年会費等（税込） サービス内容等

カード カード
原則として
18歳以上で、ご本人
または配偶者に安定
継続収入のある方。

本会員さま

家族会員さま

1,375円

440円

年間カード利用合計金額10万円以上、または携帯電話・ス
マートフォン利用料金をカードでお支払いいただくと、次年度
の年会費が無料となります。

初年度年会費無料！ 
さらに、次年度年会費も無料に！！

クレジットカードお引落し月の翌々月は〈みなと〉プレミアム普通預金口座のＡＴＭ利用手数料が無料または割引に。

●キャッシング・年会費、各種保険料等一部対象とならないもの
がございます。
●通信各社が行っている、携帯電話以外に固定電話やプロバイ
　ダー料金等複数の通信料金を一括して引落すサービスをご利
　用の場合は、本サービスの対象とならない場合があります。
●ゴールドカードは対象となりません。

スマホが銀行に

みなとde
グループ
アプリ

みなとdeグループアプリで
スマホがあなたの銀行に
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いつでも どこでも かんたん取引

24時間365日※いつでも
普通預金や定期預金、
ローンなどの残高確認、
りそなデビットカード
（Visa）の利用履歴の確認
ができる！
※メンテナンス時間を除く

振込、定期入金などの
銀行取引が、スマホさえ
あれば、アプリ上で
どこでも手続可能！

シンプルな操作で、
ワンタップでかんたんに
取引することも可能！

アプリでさまざまな銀行取引がカンタンに

1 2 3

みなとdeグループアプリ アプリの
ダウンロードは
こちらから

【ご注意事項】

●本アプリは、当社キャッシュカードをお持ちの個人のお客さまがご利用いただけ
ます。※事業・団体等でお使いの口座にはご利用いただけません。●スマートフォ
ン等1端末につき普通預金1口座のみセットアップすることが可能です。●詳しく
は、当社ホームページをご覧ください。

残高確認

電話／チャット／よくあるご質問

振込

定期預金 住宅ローン照会

店舗検索ペイジー支払

万全のセキュリティでより安心・安全に

パスコードロック
生体認証

セキュリティ
パスワード

入出金時の
プッシュ通知

アプリで
デビットカード機能をロック

¥

受付時間/平　日 9：00～21：00
　　　　 土日祝 9：00～17：000120-89-3710〈みなと〉ダイレクトバンキングのお問合せは、

「〈みなと〉ダイレクトバンキング」ヘルプデスク （5月3～5日、12月31日、1月1～3日は除く）

簡易書留
（転送不要）で
お届けします。

約1週間

初回設定
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