
とくぎん「投信Ｎｅｔ」
操作マニュアル

インターネット投信

2021/11/11



メールアドレスの追加登録 P28

パスワード等の変更 P26

パスワード等の再設定 P27

基準価額メールサービス P23

電子交付サービスから郵送交付への変更 P25

投信積立契約の終了 P19

投信積立契約の注文（新規・変更・終了）取消 P21

投信積立契約の新規 P14

投信積立契約の変更 P16

注文の取消（ファンドの購入取消） P12

注文の取消（ファンドの解約取消） P13

投資信託購入（ファンドの購入） P7

投資信託解約（ファンドの解約） P10

目 次

とくぎん「投信Net」をご利用いただくために P3

ファンドラインナップの見方 P6



徳島大正銀行のホームページ
https://www.tokugin.co.jpから
ログインボタンをクリックします。

1

2
「とくぎん投信Net」をクリックし
てください。

2
「ログイン」ボタンをクリックして
ください。

とくぎん「投信Net」をご利用いただくために

1 ログイン方法

操作手順
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とくぎん「投信Net」をご利用いただくために

2 初回ログイン時の新しいパスワード・確認パスワード・電子メールの登録

ログインパスワードは、「とくぎん

投信Net利用申込書（お客さま

控）」にご記入いただいた仮ログイ

ンパスワードを入力してください。

続けて「ログイン」ボタンをクリッ

クしてください。

4

ユーザーＩＤは、郵送しました「と

くぎん投信Ｎｅｔサービスご利用開

始のご案内」に記載のユーザーＩＤ

を入力してください。

3

確認パスワードは、新しいログイン

パスワードと異なるお客さまでお考

えいただいたパスワードを入力して

ください。

※このパスワードは、ご注文や各種

   お手続きの際に必要となるパスワ

   ードとなります。

6

操作手順

新しいログインパスワードは、仮ロ

グインパスワードと異なる新しいパ

スワードを入力してください。

※このパスワードは、今後ログイン

   いただく際のパスワードとなりま

   す。

5

・次回のご利用時からは、上記5～

7

　の初回登録は必要ございません。

・また、この初回登録は、スマート

　フォンでも登録可能です。

・続けて「次へ」ボタンをクリック

　してください。お客さまのトップ

　ページが表示されます。

代表メールアドレスは、お客さまの

パソコンメールアドレス（又はス

マートフォン等のメール）を登録し

てください。続けて「登録」ボタン

をクリックしてください。

7

8

※各種受信内容に対応できるようパソコンメール

アドレスの登録をお勧めします。
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3

現在、お客さまが保有されている
「投信預り残高」を表示します。

13

２回目以降のログイン

「ユーザーＩＤ」は、当行から郵送

しました「とくぎん投信Ｎｅｔサー

ビスご利用開始のご案内」に記載の

「ユーザーＩＤ」を入力してくださ

い。

「ログインパスワード」は、初回ロ

グイン時にお客さまが登録された

「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」をク

リック後、お客さまのトップページ

が表示されます。

NISA口座を開設されている場合
は、NISA枠のご利用状況を表示し
ます。

9

メッセージボックスの「大切なお知

らせ」や「お取引についてのお知ら

せ」等のうち、「未読」のお知らせ

についてご確認ください。

11

操作手順

とくぎん「投信Net」をご利用いただくために

10

12

※ユーザーIDは、そのままご使用できま

すが、セキュリティの観点からユーザ

ーＩＤの変更をお勧めします（変更方

法は、26ﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。）。
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操作手順

取扱ファンド・ファンド詳細

操作欄の「購入」や「投信積立」の
ボタンをクリックすることで、それ
ぞれの画面へ移動することができま
す。

2

・ファンドラインナップのファンド

  名称をクリックするとファンド詳

　細情報（チャート等）が表示され

　ます。

・この画面の「購入」ボタンをク

  リックすることで購入画面へ移

　動することもできます。

4

1

ファンドラインナップの見方

1

ファンドラインナップの「投資対
象」、「コア・サテライト運用」、
「決算回数」を選択していただくこ
とでファンドの絞り込みができま
す。

3

ファンドラインナップをクリックし
てください。投信Netで販売可能
ファンドを表示します。
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1

・メニューの「購入」をクリックし

  てください。「お客さまアンケ

  ート入力」が表示されます。

・すべての質問に回答（チェック）

  してください（質問項目には、

  前回ログイン時に回答していた

  だいた項目でも、毎回お尋ねす

  る項目があるのでご注意 くださ

   い。）。

1

4

すべて入力し、内容を確認後「次

へ」ボタンをクリックしてくださ

い。「投信募集・購入ファンド一覧

照会」画面が表示されます。

2

お客さまアンケートへの入力内容※

から、お客さまにご提案可能な

「ファンド一覧」を表示します。

※「アンケートにどのように入力す

  れば希望のファンドが購入でき

  るのか？」等の質問にはお答え

  できません。

3

購入するファンドを選択し、「購
入」ボタンをクリックしてくださ
い。

投資信託購入（ファンドの購入）

「お客さまアンケート」に回答（チェック）してください。

操作手順
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7

「目論見書補完書面」の表示ボタン
をクリックして、「目論見書補完書
面」の記載内容をご確認ください。
ご確認後チェックを入れてくださ
い。

6

操作手順

「投資信託説明書（目論見書）」の

表示ボタンをクリックして、「目論

見書」の記載内容をご確認くださ

い。ご確認後チェックを入れてくだ

さい。

5

9

10

電話番号を確認し、変更がある場合
は入力してください。

8 購入金額を入力してください。

2

ＮＩＳＡ使用枠がある場合は、「Ｎ

ＩＳＡ預り優先」が表示されます。

「ＮＩＳＡ預り優先」又は「特定預

り」のいずれかにチェックを入れて

ください（特定口座開設時は、「一

般預り」を指定できません。）。

すべてを入力後「確認」ボタンをク
リックしてください。

・最近のお取引明細（売買）が、

　ご確認用として表示されるこ

　とがあります。

・また、ご購入にあたって、ご確

　認事項が表示されることがあ

　ります。

・各記載内容をご確認のうえ「上

　記について同意しました」にチェ

　ックを入れ「同意する」ボタンを

　クリックしてください。

11

投資信託購入（ファンドの購入）

「投資信託説明書」等をご確認のうえ、注文内容を入力してください。

「目論見書」及び「目論見書補完書面」に

記載のファンドの特徴・仕組み、リスク及

び手数料等を必ずご確認ください。
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購入注文内容を確認してください。3

投資信託購入（ファンドの購入）

12

・「購入内容」をご確認ください。

・修正がある場合は、画面下段の

　「«戻る」をクリックして前の画

　面で修正してください。

購入内容に間違いがなければ「確認

パスワード」を入力して、「実行」

ボタンをクリックしてください。

13

操作手順

・お客さまのご注文（購入）の受付
　が完了したことをご確認くださ
　い。
・続けて購入される場合は、画面左
　のメニューの「購入」をボタンを
　クリックしてください。

14
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解約するファンドを選択し、「解
約」ボタンをクリックしてくださ
い。

1

1

電話番号を確認し、変更がある場合
は入力してください。

投資信託解約（ファンドの解約）

損益等をご確認のうえ、注文内容を入力してください。

・最近のお取引明細（売買）が、

　ご確認用として表示されるこ

　とがあります。

・記載内容をご確認のうえ「上記に

　ついて同意しました」にチェック

　を入れて、「同意する」ボタンを

　クリックしてください。

5

3

・「一部解約」か「全部解約」のい

　ずれかにチェックを入れてくださ

　い。

・一部解約の場合は、概算解約可

　能金額の範囲内で、ご解約金額

　（1円単位）を入力してくださ

　い。

　なお、口数指定による一部解約

　はできません。

2

操作手順

解約内容に間違いがなければ「確
認」ボタンをクリックしてくださ
い。

4
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操作手順

2

投資信託解約（ファンドの解約）

解約注文内容をご確認してください。

9

7 「解約内容」をご確認ください。

ご解約で損失が発生する見込みがあ
る場合は、注意文言を表示します。
前日基準の売却損益をご確認くださ
い。

6

・お客さまのご注文（解約）の受付

　内容を再度ご確認ください。

・続けて解約される場合は、画面左

　のメニューの「解約」をボタンを

　クリックしてください。

解約内容に間違いがなければ「確認
パスワード」を入力して、「実行」
ボタンをクリックしてください。

8
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3

取消内容をご確認ください。

購入取引の取消1

2

操作手順

4

取消内容に間違いがなければ「確認
パスワード」を入力して、「実行」
ボタンをクリックしてください。

注文の取消（ファンドの購入取消）

「注文照会」をクリックし、「取
消」ボタンをクリックしてくださ
い。

1

「注文照会/取消」をクリックする
と、「取消」の表示がご確認できま
す。

5

取消が完了しました。取消内容をご
確認ください。
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操作手順

注文の取消（ファンドの解約取消）

解約取引の取消1

4
取消が完了しました。取消内容をご
確認ください。

取消内容に間違いがなければ「確認
パスワード」を入力して、「実行」
ボタンをクリックしてください。

3

「注文照会」をクリックし、「取
消」ボタンをクリックしてくださ
い。

1

「注文照会／取消」をクリックする
と、「取消」の表示をご確認できま
す。

5

2 取消内容をご確認ください。
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1

投信積立契約の新規

操作手順

1

「投信積立」の「新規申込み」をク
リックすると、「投信積立」可能の
ファンド一覧を表示します。

「お客さまアンケート」に回答（チェック）してください。

・ご契約にあたって、ご確認事項

　が表示されることがあります。

・記載内容をご確認のうえ「上記に

　ついて同意しました。」にチェッ

　クを入れて、「同意する」ボタン

　をクリックしてください。

4

投信積立を始めるファンドの「申
込」ボタンをクリックしてくださ
い。

2

「お客さまアンケート」が表示され

るので、すべての質問に回答

（チェック）してください（質問項

目には、前回ログイン時に回答して

いただいた項目でも、毎回お尋ねす

る項目があるのでご注意くださ

い。）。回答内容を確認後「次へ」

をクリックしてください。

3
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「投資信託説明書（目論見書）」の
表示ボタンをクリックして、「目論
見書」の記載内容をご確認くださ
い。ご確認後チェックしてくださ
い。

新規の積立契約内容を入力してください。2

注文内容をご確認ください。

すべてを入力後「確認」ボタンをク
リックしてください。

10

購入内容に間違いがなければ「確認
パスワード」を入力して、「実行」
ボタンをクリックしてください。

11

・積立金額（増額金額、増額月）を
　入力してください。
・電話番号を確認し、変更がある場
　合は入力してください。

8

ＮＩＳＡの使用枠がある場合は、
「優先する」又は「優先しない」の
いずれかにチェックを入れてくださ
い。

7

「目論見書補完書面」の表示ボタン
をクリックして、「目論見書補完書
面」の記載内容をご確認ください。
ご確認後チェックしてください。

5

6

投信積立契約の新規

9

操作手順

12

・ご注文（積立）の受付が完了した

　ことをご確認ください。

・続けて申込みされる場合は、画面

　左のメニューの「新規申込」をボ

　タンをクリックしてください。
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・ご契約の変更にあたって、ご確認

　事項が表示されることがありま

　す。

・記載内容をご確認のうえ「上記に

　ついて同意しました」にチェック

　を入れて、「同意する」ボタンを

　クリックしてください。

4

2

「投信積立契約一覧照会/変更」を

クリックします。

なお、販売停止中のファンドは、

「変更」ボタンが表示されないので

変更できません。「終了」のみ可能

となります。

1

「お客さまアンケート」に回答（チェック）してください。

操作手順

1

契約内容から契約を変更するファン
ドを選択し、「変更」ボタンをク
リックしてください。

投信積立契約の変更

「お客さまアンケート」が表示され

るので、すべての質問に回答

（チェック）してください（質問項

目には、前回ログイン時に回答して

いただいた項目でも、毎回お尋ねす

る項目があるのでご注意くださ

い。）。回答内容を確認後「次へ」

をクリックしてください。

3
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「目論見書補完書面」の表示ボタン
をクリックして、「目論見書補完書
面」の記載内容をご確認ください。
ご確認後チェックしてください。

操作手順

「投資信託説明書（目論見書）」の
表示ボタンをクリックして、「目論
見書」の記載内容をご確認くださ
い。ご確認後チェックしてくださ
い。

9 変更内容をご確認ください。

6

投信積立契約の変更

積立契約の変更内容を入力してください2

5

ＮＩＳＡの使用枠がある場合は、
「優先する」又は「優先しない」へ
変更できます。

・積立金額（増額金額、増額月）を
　変更できます。
・電話番号に変更がある場合は入
　力してください。
・すべて確認後「確認」ボタンを
　クリックしてください。

8

7

変更内容に間違いがなければ「確認
パスワード」を入力して、「実行」
ボタンをクリックしてください。

10
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12
「投信積立契約一覧照会/変更」を
クリックします。

変更後の契約内容をご確認できま
す。

13

3

投信積立契約の変更

操作手順

積立契約の変更内容を確認してください

・ご注文（積立契約変更）の受付が

　完了したことをご確認ください。

・続けて申込みされる場合は、画面

　左のメニューの「契約内容照会／

　変更」をボタンをクリックしてく

　ださい。

11
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「投信積立契約一覧照会/変更」を
クリックします。

1

積立契約を終了するファンドを選択
し、「終了」ボタンをクリックして
ください。

2

操作手順

3 契約終了内容をご確認ください。

契約終了内容に間違いがなければ
「確認パスワード」を入力して、
「実行」ボタンをクリックしてくだ
さい。

4

投信積立契約の終了

1 終了する投信積立契約を選択

19



注文内容（積立終了）をご確認でき
ます。

5

7

注文内容（積立終了）をご確認くだ
さい。

6
「投信積立契約一覧照会/変更」を
クリックします。

投信積立契約の終了

投信積立契約の終了の確認2

操作手順
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取消内容を確認後「実行」ボタンを
クリックしてください。

4

5

2
「取消」ボタンをクリックしてくだ
さい。

操作手順

注文取消を行う投信積立契約の確認

取消内容をご確認ください。

「投信積立契約一覧照会/変更」を
クリックします。

投信積立契約の注文（新規・変更・終了）取消

3

1

1

取消内容に間違いがなければ「確認
パスワード」を入力してください。
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7

2

投信積立契約の注文（新規・変更・終了）取消

投信積立契約の取消結果の確認

「契約内容照会/変更」をクリック
すると、「取消」の表示が確認でき
ます。

操作手順

取消結果内容をご確認ください。6
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・基準価額メールサービスをご利用

　にあたって、「ご利用に関するご

　確認のお願いについて」をよくお

　読みください。

・記載内容をご確認のうえ「上記に

　ついて同意しました」にチェック

　を入れて、「同意する」ボタンを

　クリックしてください。

3

1

2

基準価額メールサービスに登録する
ファンドの「登録」ボタンをクリッ
クしてください。

4

基準価額メールサービスをクリック
してください。

操作手順

1

基準価額メールサービス

基準価額メールサービスへのファンド登録

新規ファンド追加をクリックしてく
ださい。
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有効期限は、銀行営業日を入力して

ください。※当欄は、1年後の日付

を自動表示しますが、当表示日が銀

行休業日となり登録できない場合が

あります。その場合は、日付右の

「カレンダー」をクリックしご登録

日から1年以内の銀行営業日を選択

してください。

入力内容を確認のうえ「確認」ボタ

ンをクリックしてください。

6

・配信価額の上限を価額指定か割合

　指定で入力してください。

・配信価額の下限を価額指定か割合

　指定で入力してください。

・入力は、上限のみ、下限のみ、又

　は、上限・下限の両方とも入力可

　能です。

5

操作手順

配信価額の上限・下限の登録

登録内容をご確認のうえ、確認パス
ワードを入力して、「実行」ボタン
をクリックしてください。

7

お客さまの登録が完了したことをご
確認ください。

8

続けて登録される場合は、画面左の
メニューの「基準価額メールサービ
ス」をクリックしてください。

9

2

基準価額メールサービス
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操作手順

電子交付から郵送交付への変更

初期設定の電子交付を書面交付へ変更します。

1 電子交付をクリックしてください。

5

2

確認パスワードを入力し「実行」ボ
タンをクリックしてください。

新しい交付方法をご確認ください。4

「郵送交付に変更」をクリックして
ください。

・サービス利用規定をよくお読みい

　ただきご確認のうえ「上記につい

　て同意しました」にチェックを入

　れて、「同意する」ボタンをクリ

　ックしてください。

・電子交付から郵送交付へ変更され

　た場合、過去の電子帳票も閲覧で

　きなくなりますので、あらかじめ

　ダウンロード（保存）してくださ

　い。

3

1
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メニューのセキュリティ設定－
「ユーザーＩＤ変更」をクリックし
てください。

1

2

※スマートフォンでは、PC画面に切り替え
て操作してください。

※スマートフォンでは、PC画面に切り替え
て操作してください。

本画面でユーザーIDを変更できま
す。
現行のユーザーIDは表示されている
ので、変更後の「新しいユーザー
ID」を入力してください。

2

本画面で「ログインパスワード」を
変更できます。現行の「ログインパ
スワード」と変更後の「新しいログ
インパスワード」を入力してくださ
い。

2

1

パスワード等の変更

ユーザーＩＤ、ログインパスワード、確認パスワードの変更1

メニューのセキュリティ設定－パス
ワード変更－「確認パスワード変
更」をクリックしてください。

1

本画面で「確認パスワード」を変更
できます。現行の「確認パスワー
ド」と変更後の「新しい確認パス
ワード」を入力してください。

【ユーザーＩＤの変更】

【ログインパスワードの変更】

【確認パスワードの変更】

操作手順

メニューのセキュリティ設定－パス
ワード変更－「ログインパスワード
変更」をクリックしてください。

※スマートフォンでは、PC画面に切り替え
て操作してください。
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1
当行から再設定用として郵送しまし
た仮確認パスワードを入力してくだ
さい。

新しい確認パスワードを入力してく
ださい。

1

※スマートフォンでも専用画面で再設定可能
です。

※スマートフォンでも専用画面で再設定可能
です。

2

当行から再設定用として郵送しまし
た仮ログインパスワードを入力して
ください。

新しいログインパスワードを入力し
てください。

1

パスワード等の再設定

ログインパスワード、確認パスワードの再設定

操作手順

【ログインパスワードの再設定】

2

【確認パスワードの再設定】
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「登録」ボタンをクリックしてくだ
さい。

1

「メールアドレス２」に追加登録の
メールアドレスを入力し、確認ボタ
ンをクリックしてください。

2

操作手順

1

追加登録のメールアドレスを確認
後、「確認パスワード」を入力し、
実行ボタンをクリックしてくださ
い。

3

メールアドレスの追加登録

メールアドレスの追加登録

メールの追加登録はまだ終了していません。メニューバー

の「メール設定」をクリックしてください。はまだ
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5

メニューバーの「メール設定」をク
リックしてください。追加メールア
ドレスと追加受信設定内容を確認し
てください。

6

メールアドレスの追加登録

2 メール受信設定の追加登録

操作手順

4
「設定変更」ボタンをクリックして
ください。

代表メールアドレスと同じ内容の
メールを受信される場合は、全項目
にチェックを入れてください。
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