
バンク＆トレード サービス説明書 

 

■お申し込み条件 

バンク＆トレード（以下「本サービス」といいます）のお申し込みにあたっては、次の

条件をすべて満たす必要があります。 

(1) 国内在住のお客様名義の当社証券総合口座（以下「当社口座」といいます）および同

一名義の三井住友銀行（以下「ＳＭＢＣ」といいます）の普通預金口座（以下「ＳＭ

ＢＣ口座」といいます）をお持ちの個人のお客様であること。ただし、ＳＭＢＣを除

く登録金融機関の金融商品仲介業務にて開設された当社口座については本サービス

をご利用いただけません。 

(2) 当社オンライントレードサービス「日興イージートレード」（以下「イージートレー

ド」といいます）およびＳＭＢＣインターネットバンキングサービス「ＳＭＢＣダイ

レクト」のいずれも利用登録を行っていること。 

(3) ＳＭＢＣおよび当社が、お客様との取引に関する情報を、相互に提供、受領、共有、

使用することについて、電磁的方法によりご同意いただけること。 

(4)「銀行法に基づく電子決済等代行業に関する説明事項について」にご同意いただける

こと。 

(5) 年齢が満 18歳以上であること。 

(6) ＳＭＢＣダイレクトにおいて、「連絡用電子メールアドレス」の登録が行われている

こと。 

(7) イージートレードに１回以上ログインし、仮パスワードから正式なパスワードに変更

が完了していること。 

(8) 当社口座について、口座移管手続き中ではないこと。 

(9) 当社口座およびＳＭＢＣ口座について、本サービスのお申し込みがないこと（１口座

について、本サービスを重複してお申し込みいただくことはできません）。 

 

■お申し込み時間 

 5:00～翌 1:00  

（日曜日 21:00～翌月曜日 7:00、各社システムメンテナンス時間等は除く） 

 

■お申込み方法 

・本サービスのお申し込みは、ＳＭＢＣダイレクトにログインし、所定の画面から行っ

てください。イージートレードからお申込みいただくことはできません。 

・携帯電話でお申し込みいただくことはできません。 

 

■ご利用環境 



 バンク＆トレードのご利用にあたっては、ＳＭＢＣダイレクトおよびイージートレー

ド両方の推奨環境をご確認ください。なお、動作環境以外でのご利用や、動作環境下

でもお客様のパソコンの設定等によっては正しく動作しない場合がありますので予め

ご了承ください。 

 

■内容 

本サービスのお申し込み手続きが完了いたしますと、以下のサービスをご利用いただけ

ます。ただし、「即時入出金」および「証券不足金自動振替」につきましては、追加のお

申し込みが必要となります。なお、ＳＭＢＣの金融商品仲介業務にて開設された当社口

座のお客様につきましては、一部サービス内容が異なる場合があります。 

・シングルログイン 

・銀行・証券残高一覧 

・銀行・証券残高推移 

・ＳＭＢＣ日興証券 手数料優遇 

・即時入出金 

・証券不足金自動振替 

 

■シングルログイン 

(1) 概要 

ＳＭＢＣダイレクト（インターネットバンキング）とイージートレード（パソコン）

間を、都度ログイン IDおよびパスワードを入力することなくログインできるサービス

です。 

(2)サービス時間 

 5:00～翌 1:00 

（ただし、日曜日 21:00～翌月曜日 7:00、各社システムメンテナンス時間等は除く） 

(3)ご留意事項 

・シングルログインのご利用にあたっては、ＳＭＢＣダイレクトまたはイージートレ

ードにログインすることにより、イージートレード（またはＳＭＢＣダイレクト）

のパスワードを利用することなく、ログイン後画面にアクセスすることができるも

のとします。この場合、ＳＭＢＣダイレクト（またはイージートレード）のログイ

ン時における認証をもって、イージートレード（またはＳＭＢＣダイレクト）の認

証を行ったものとします。 

・イージートレードにおいて、パスワードを一定回数以上間違って入力した場合、当

日（翌 2 時まで）はシングルログインを使ってＳＭＢＣダイレクトからイージート

レードにログインすることができなくなります。 

・イージートレードのパスワードを再発行した場合、仮パスワードを変更しない状態



でシングルログインをご利用いただくことはできません。当社ホームページから通

常の方法でログインしていただき、仮パスワードを変更してからご利用ください。 

・ＳＭＢＣダイレクトまたはイージートレードが、通常の方法でログインすることが

できない状態の場合、シングルログインを利用してもログインすることはできませ

ん。 

・ＳＭＢＣダイレクトでワンタイムパスワードサービスをご利用のお客様につきまし

ても、シングルログインを利用してイージートレードからＳＭＢＣダイレクトにロ

グインする場合は、ワンタイムパスワードを利用せずにログインいたします。 

・当社口座の移管等によりシングルログインがご利用いただけない場合があります。 

 

■銀行・証券残高一覧 

(1) 概要 

イージートレード（パソコン）にて、ＳＭＢＣと当社の口座残高が、リアルタイムに

１つの画面でご覧いただけるサービスです。 

(2)サービス時間 

 7:00～翌 1:00 

（日曜日 21:00～翌月曜日 1:00、各社システムメンテナンス時間等は除く） 

(3)ご留意事項 

・残高の表示内容については、ＳＭＢＣダイレクトおよびイージートレードに準じて

表示されます。表示内容の詳細については、各画面のご案内をご参照ください。 

・ＳＭＢＣダイレクトの利用制限措置がとられている場合は、銀行・証券残高一覧を

ご覧いただくことはできません。 

・通信機器の異常、システムメンテナンス等により、ＳＭＢＣの残高が取得できない

場合、銀行・証券残高一覧をご覧いただくことができない場合があります。 

・銀行・証券残高一覧における平均取得単価、評価損益等の各値は、ご投資の結果の

参考としていただくためにＳＭＢＣおよび当社がそれぞれ定める基準で算出してお

り、税務申告等にはご利用できませんのでご注意ください。 

・商品によっては時価が取得できないものがあり、その場合は時価評価額を 「---」で

表示しております。このため、評価額合計にも加算されません。 

・銀行・証券残高一覧における評価額は、評価上の数値であり実際にご売却される場

合の金額等を保証するものではありません。 

・ＳＭＢＣの口座残高は、ＳＭＢＣダイレクトに登録された口座を対象に表示いたし

ます。 

・ＳＭＢＣのお借入残高（当座貸越、カードローン、住宅ローン等）は表示されませ

ん。 

 



 

 

■銀行・証券残高推移 

(1) 概要 

イージートレード（パソコン）にて、ＳＭＢＣと当社の月末基準の口座残高の推移や

商品ごとの資産配分状況をグラフ等でご覧いただけます。 

(2)サービス時間 

 5:00～翌 2:00 

（各社システムメンテナンス時間等は除く） 

(3)ご留意事項 

・銀行・証券残高推移は、本サービスのお申し込み月以降から最大 13ヶ月分の推移を

ご覧いただけます。 

・銀行・証券残高推移は、原則としてお申し込みいただいた翌月初第４営業日から表

示を開始し、以降月初第４営業日に前月末基準の評価額を更新いたします。ただし、

ＳＭＢＣおよび当社の都合により表示開始が遅れる場合があります。 

・評価の基準等については、画面のご案内をご参照ください。 

・銀行・証券残高推移に表示される評価額は、原則としてＳＭＢＣ残高については「お

取引レポート」を、当社残高については「取引残高報告書」を元に集計した金額を

表示しております。各商品における個別銘柄の時価や評価額につきましては「お取

引レポート」または「取引残高報告書」をご確認ください。 

・本サービスにおける評価額は、評価上の数値であり実際にご売却される場合の金額

等を保証するものではありません。 

 

 

■ＳＭＢＣ日興証券手数料（投信つみたてプラン）優遇【ダイレクトコースのお客様】 

(1) サービスの概要 

・本サービスにお申し込みいただいた当社のダイレクトコースのお客様は、毎月の引

落金額が 10万円以下の投信つみたてプランについて、購入手数料が無料となります。 

(2)ご留意事項 

 ・投信つみたてプランは別途お申し込みが必要です。 

・毎月の引落金額が 10万円を超える場合、当該プランについては割引の適用はありま

せん。この場合、10 万円以下の部分も含め、つみたてプラン約款に記載された購入

手数料を申し受けますのでご注意ください。 

・積増月を設定のお客様において、積増月の引落金額が 10万円を超える場合、その月

の買付には手数料割引が適用されませんのでご注意ください。 

・手数料割引の適用は、本サービスのお申し込み日の翌営業日以降（土・日・祝日の



場合は翌々営業日以降）に到来する引き落としが対象となります。引落日当日に本

サービスをお申し込みいただいた場合は、手数料割引の対象となりませんのでご注

意ください。 

・当該投信つみたてプランの購入手数料割引は、総合コースのお客様には適用されま

せん。 

 

 

■ＳＭＢＣ日興証券手数料（日興イージートレード信用取引）優遇【総合コースのお客様】 

(1) サービスの概要 

・本サービスにお申し込みいただいた当社の総合コースのお客様は、日興イージート

レード信用取引の委託手数料が支店でのお取引と比較し通常 65%割引が 75%割引に

なります。 

(2)ご留意事項 

・日興イージートレード信用取引は別途お申し込みが必要です。 

・日興イージートレード信用取引の委託手数料割引の適用は、本サービスお申し込み

の翌営業日（土・日・祝日の場合は翌々営業日）約定分から適用となります。お申

し込み当日の約定分については、手数料割引の適用はありませんのでご注意くださ

い。 

・当該日興イージートレード信用取引の委託手数料割引は、ダイレクトコースのお客

様には適用されません。 

 

 

■即時入出金 

(1) サービスの概要 

イージートレード（パソコン・携帯電話）にて、ＳＭＢＣ口座と当社口座との入出金

が、簡単な操作で即時に行えます。即時入出金のご利用にあたっては、追加のお申し

込み（ＳＭＢＣおよび当社とお客様の口座振替契約を含む）が必要となります。お申

し込みは、イージートレードにログインし、所定の画面から行ってください。 

(2)サービス時間 

 7:00～翌 1:00  

（日曜日 21:00～翌月曜日 1:00、各社システムメンテナンス時間等は除く） 

(3) 即時入金・即時出金共通のご留意事項 

・即時入出金のご利用は、当社口座名義と同一名義のＳＭＢＣダイレクトに登録され

ているＳＭＢＣ口座でご利用いただけます。尚、ご利用いただけるＳＭＢＣ口座は

１口座となります。 

・登録情報の変更により名義が異なることとなった場合や、お取引制限がとられてい



る等の場合はご利用いただけない場合があります。 

・即時入出金のご利用にかかるお振込手数料は当社負担とさせていただきます。 

・即時入出金でご利用いただける通貨は日本円のみとなります。 

・入出金手続き後の取消・変更はお受けできませんのでご注意ください。 

・ＳＭＢＣダイレクトの利用制限が行われている場合でも、即時入出金の利用制限は

行われません。 

・即時入出金で利用するＳＭＢＣ口座の変更は、イージートレードから行うことがで

きます。 

・ＳＭＢＣの支店統廃合等により、即時入出金で利用するＳＭＢＣ口座の支店名や口

座番号が自動的に変更となる場合があります。 

(4)即時入金のご留意事項 

・即時入金は、即時入出金のお申し込み時にご指定いただいたＳＭＢＣ口座から当社

口座への振込となります。 

・即時入金のご利用は、パソコン・携帯電話あわせて 1日あたり 10回までとさせてい

ただきます。 

・入金額は、1回あたり 1,000円以上の金額でご指示いただけます。 

・画面上に表示されるＳＭＢＣ口座の普通預金残高は金額入力の参考のために表示し

ております。当該金額を超える金額をご入力いただくことも可能ですが、ＳＭＢＣ

口座の普通預金残高がご入力金額に満たない場合は、当該入金はエラーとなります

のでご注意ください。 

・手続きが正常に完了した場合、ご入金は即座に当社口座に反映されますが、システ

ム障害等により入金が遅延した場合の損失等については、当社はその責めを負いま

せんので、あらかじめご了承ください。 

(5)即時出金のご留意事項 

・即時出金は、当社口座から即時入出金のお申し込み時にご指定いただいたＳＭＢＣ

口座への振込となります。 

・即時出金のご利用は、パソコン・携帯電話あわせて 1日あたり 10回までとさせてい

ただきます。 

・出金額は、1 回あたり 1000 円以上の金額でご指示いただけます。1 日あたりの上限

金額は、合計 1億円以内となります。 

・当社営業日の 11：55から 12：00は、サービスを中断いたします。 

・即時出金のご利用にあたっては、ＳＭＢＣ口座を当社のお振込先口座としてご登録

いただいている必要があります。ご登録いただいていない場合は、即時出金をご利

用いただくことはできませんので、あらかじめイージートレード画面等で登録を行

ってください。 

・当社にご登録いただいていないＳＭＢＣ口座で即時入出金の利用申込を行った場合、



即時入出金のお申し込み後にお振込先口座の追加登録申込書を送付いたしますので、

必要事項をご記入・ご捺印の上、ご返送をお願いいたします。当社でお振込先口座

として登録完了後、即時出金をご利用いただけます。 

・ＳＭＢＣの金融商品仲介業務にて開設された当社口座のお客様は、お振込先口座と

してご登録いただいていないＳＭＢＣ口座で即時入出金の利用申込は行えません。 

・即時出金可能な金額は、原則として出金可能額の範囲内となります。ただし、ＭＲ

Ｆ残高から出金される場合、12:00 以降は１日あたりのＭＲＦキャッシング上限額

500万円となります。 

・出金可能額は、ご選択いただいている買付可能額計算方法により異なります。詳し

くはイージートレードにて買付可能額ルールをご覧ください。 

・お客様の口座状況・取引状況等により、出金を制限させていただく場合がございま

す。予めご了承ください。・MRF 残高全て（出金可能額全額）を出金指示された場

合に、月末のMRF再投資により残高が発生する場合がありますのでご注意ください。

MRFの未払い分配金（当月の分配金）を含む全ての出金をご希望の場合、総合コー

スのお客様はお取引店、ダイレクトコースのお客様はコンタクトセンターまでご連

絡ください。 

・手続きが正常に完了した場合、ご出金は即座にＳＭＢＣ口座に反映されますが、シ

ステム障害等により出金が遅延した場合の損失等については、当社はその責めを負

いませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

■証券不足金自動振替 

(1) サービスの概要 

当社口座の不足金や、日興イージートレード信用取引での追加保証金が発生した際、

自動的に不足金相当額をＳＭＢＣ口座から振り替えます。証券不足金自動振替のご利

用にあたっては、追加のお申し込みが必要となります。お申し込みは、イージートレ

ードにログインし、所定の画面から行ってください。 

(2)ご留意事項 

・証券不足金自動振替のご利用にあたっては、即時入出金のお申し込みが必要となり

ます。 

 ・証券不足金自動振替は、即時入出金で指定されたＳＭＢＣ口座から振替を行います。 

・証券不足金自動振替は、お申し込みいただいた翌営業日（土・日・祝日の場合は翌々

営業日）より開始いたします。 

・営業日当日朝時点のお預かり金の不足額、および当日が期日となる追加保証金額そ

れぞれについて、ＳＭＢＣ口座から自動的に振替を行います。追加保証金について

は、ＳＭＢＣ口座からの振替後、自動的にお預かり金から保証金に振替を行います。 



・証券不足金自動振替の対象通貨は日本円のみとなります。 

・受渡日が翌営業日となる外貨建商品のお取引にかかる譲渡益税の源泉徴収で生じた

不足金は自動振替の対象外となります。 

・口座管理料については、自動振替の対象外となります。また、口座管理料の振替が

完了するまでの間、口座管理料相当額を留保して不足額を計算いたします。 

・ＳＭＢＣ口座の普通預金残高が不足額に満たない場合、当該振替はエラーとなりま

す。 

・お預かり金不足および追加保証金が同時に発生した場合において、お預かり金不足

額の振替がエラーとなった場合は、追加保証金額の振替は行われません。 

・追加保証金の振替については、当社お預かり金の当日残高を勘案した上で振替額を

決定いたします。当社お預かり金の当日残高が追加保証金額を超える場合、ＳＭＢ

Ｃ口座からの振替は行われず、当社お預かり金から保証金への振替のみ行われます。 

・証券不足金自動振替が行われる場合、AM7:00頃から振替が完了するまでの間、即時

入金（追加保証金の自動振替が行われる場合は保証金振替を含む）のご利用を制限

させていただきます。 

・ＳＭＢＣ口座からの振替が必要な証券不足金自動振替の結果は、Ｅメールおよびイ

ージートレードのメッセージボックスにてお知らせいたします。なお、ＳＭＢＣ口

座からの振替を伴わない場合（保証金振替のみの場合）は通知されませんのであら

かじめご了承ください。 

・振替の結果如何にかかわらず、必ずお預かり金の状況をご確認いただき、不足金が

解消していない場合は、お客様自ら当日中のご入金・振替をお願いいたします。 

・システム障害等により証券不足金自動振替が遅延または行われなかった場合の損失

等については、当社はその責めを負いませんので、あらかじめご了承ください。 

 

■本サービスの解約 

(1) 解約方法 

・本サービスの解約は、原則としてお客様ご自身でイージートレード（パソコン）に

ログインし、所定の画面から行ってください。 

・本サービスを解約した場合、追加サービスについても同時に解約となります。 

(2) 解約受付時間 

 5:00～翌 1:00  

（日曜日 21:00～翌月曜日 7:00、各社システムメンテナンス時間等は除く） 

 

以 上 

 


