
 1 

「京信投信インターネットサービス」取扱規定 
 

 「京信投信インターネットサービス」取扱規定（以下、「本規定」といいます。）は、お客様が「京信投信インターネットサービス」

を利用する場合の取扱いを明記したものです。お客様は、本規定のほか、当金庫が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解したう

えで、自らの判断と責任において、「京信投信インターネットサービス」を利用するものとします。 

 

第１章 京信投信インターネットサービス 

１． （京信投信インターネットサービスとは） 

京信投信インターネットサービス（以下「本サービス」といいます）とは、お客様ご本人がパーソナルコンピュータ等（以下、｢端

末｣といいます。）を通じて、インターネットにより当金庫に投資信託の取引の依頼を行い、当金庫がその手続きを行うサービスをい

います。 

２． （利用資格者） 

 本サービスの利用資格者は、本規定に同意し、国内居住の個人かつ当金庫本支店に投信取引口座を開設しているお客様で、当金庫

が利用を承諾した方とします。 

３． （使用できる端末） 

 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。 

４． （利用口座） 

 お客様は、本サービスにより利用しようとするお客様名義の投信取引口座（特定口座、非課税口座、未成年者口座等を含みます。）

を利用口座として、後述５．によりお届け下さい。 

５． （利用申込） 

 (1) 本サービスの利用をお申込みされるお客様は、本規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「京信投信インターネット

サービス利用申込書兼仮ＩＤ発行依頼書兼口座振替依頼書」（以下「申込書」といいます。）に必要事項を記載して当金庫に提出す

るものとします。 

 (2) 当金庫が申込書に押印された印影と、投信取引口座の開設時にお客様が当金庫に届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相

違ないものとして認めて取り扱ったうえは、申込書に偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのためにお客様に

生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 

 (3) お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本規定に示したログインＩＤ、ログインパスワ

ード、確認パスワード（投信の取引を行う際のパスワード）の盗用・不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本

規定の内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。 

６． （利用時間） 

 (1) 本サービスの利用時間は、当金庫が別途定めた時間内とします。ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することな

く変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。 

 (2) 前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整やシステム障害が発生した場合は、ご利用時間中であってもお客様に予告なく、

本サービスの全部または一部のご利用を一時停止または中止することがありますので、あらかじめご了承下さい。 

 (3) 利用時間は、当金庫システムが保持する時刻を基準とします。 

７． （利用限度額） 

 本サービスの利用限度額は、お客様の指定預金口座の残高を上限とします。利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は取

引を行う義務を負いません。 

 なお、総合口座を指定預金口座として設定いただいている場合でも、購入金額等の引落しの結果、お客様の引落指定口座が貸越に

なる場合は引落しを行わないため、当金庫は取引を行う義務を負いません。 

 

第２章 本人確認 

 本サービスのご利用についてのお客様ご本人の確認は次の方法により行うものとします。 

 

８． （ログインＩＤ） 

 当金庫は、お客様が本サービスの申込の際に、お客様ご本人を確認するための「ログインＩＤ（仮ＩＤ）」を記載した「京信投信

インターネットサービス仮ＩＤ発行通知書」（以下、「通知書」といいます。）を発行します。 

 初回ログインに際して、それ以降お客様ご本人であることを確認するための「ログインＩＤ」を端末から発行します。 

９． （ログインパスワード） 

 お客様は、本サービスの申込の際に、お客様ご本人を確認するための「キーワード（仮ＩＤ用パスワード）」を当金庫所定の手続

きにより届出るものとします。 

 初回ログインに際して、お客様ご本人であることを確認するための「ログインパスワード」を端末から発行します。なお、お客様

は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更するものとします。 

10. （確認パスワード） 

 確認パスワードは、本サービスのご利用開始前に、当金庫所定の方法により端末から届出るものとします。 

11. （本人確認の手段） 

 (1) 取引の本人確認および依頼内容の確認 

 お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。 

① ログインＩＤおよび各種パスワード（以下、「本人確認情報」といいます。）を、当金庫の指示に従い端末の画面上でお客様が入

力します。本サービスの本人確認に使用する本人確認情報は、下記のとおりで組合せは取引内容によって異なる場合があります。 

 ａ．ログインＩＤ（発行前は仮ＩＤ） 

 ｂ．ログインパスワード（設定前は、キーワード（仮ＩＤ用パスワード）） 

 ｃ．確認パスワード 

 ｄ．その他当金庫所定の情報等 

② 当金庫は、お客様が入力された各本人確認情報の内容と当金庫に登録されている各本人確認情報の内容の一致により、次の事項

を確認できたものとして取扱います。 

 ａ．お客様の有効な意思による申込みであること。 

 ｂ．当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。 

 (2) 当金庫が前号の方法に従って本人確認をしてお客様が取引を実施した場合は、当金庫は、お客様本人の真正な意思による有効な
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取引として取り扱うものとし、ログインＩＤ、ログインパスワード、確認パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・

不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、

当金庫は責任を負いません。 

12. （ログインＩＤおよび各種パスワード等の管理） 

 (1) ログインＩＤおよび各種パスワード等は、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでくださ

い。いかなる名目であっても当金庫の職員から、本サービスのログインＩＤおよび各種パスワード等を聴取等することはありませ

ん。また，国の制度または警察等による聴取等をすることも一切ありません。 

 (2) ログインパスワードは、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定をさけ、一定期間毎または不定期

に変更をして下さい。 

 (3) 各種パスワードにつき盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、まず当金庫宛に直ちに連絡をしていただき、その後に当

金庫所定の書面によりお取引店舗に届け出るものとします。この連絡を受けた場合は、直ちに本サービスを停止します。なお、連

絡前に生じた損害については、当金庫に過失のある場合を除き、当金庫は責任を負いません。また、本サービスの取扱いを再開す

る場合は、当金庫所定の手続きをとってください。 

 (4) 本サービスの利用については、誤った各種パスワード等の入力が当金庫所定の回数を連続して行われた場合、その時点で当金庫

は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するには、当金庫に連絡のうえ、所定の再開手続きをとってください。 

 

第３章 取引の依頼 

13. （利用可能なサービス） 

 本サービスでご利用いただけるサービスは、投資信託受益権等の買付注文、募集注文および売却注文、投資信託定時定額購入取引

（本サービスでは、「積立投信」といいます。）のお申込、変更および中止、収益分配金の取扱方法（収益分配金の再投資または出金）

の変更および投資信託の照会サービス（取引履歴照会、お預り資産残高照会、非課税口座残高照会およびトータルリターン状況確認

等）とします。なお、次に定めるお取扱いは本サービスではご利用いただけません。 

 (1) 投資信託受益権等の買付注文取消、募集注文取消および売却注文取消 

 (2) 投資信託受益権等の買取請求 

 (3) 所得税法に定める少額貯蓄非課税（マル優）枠の設定および解除 

 (4) 償還乗換優遇制度の利用 

 (5) 投資信託受益権等の振替等 

 (6) 投信取引口座の解約および特定口座、非課税口座、未成年者口座の廃止 

 (7) その他投資信託受益権の取扱いにかかわる諸手続き 

 (8) 投資信託に関するご相談 

14. （取扱商品） 

 本サービスでお取引いただける商品は、当金庫が別途定める商品（以下、「取扱商品」といいます。）とします。取扱商品は、当金

庫本支店窓口等での取扱商品と全部または一部が異なる場合があります。 

15. （取引の依頼方法） 

 本サービスによる取引の依頼は､第２章により行った本人確認の終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法

により正確に伝達されることで受け付けるものとします。 

16. （投資信託取引の取引時間） 

 本サービスにおける投資信託取引の取引時間は、当金庫が別途定めるものとし、かかる取引時間は、京都信用金庫投信取引約款、

特定口座約款、京都信用金庫 非課税口座約款、京都信用金庫 未成年者口座および課税未成年者口座約款、自動けいぞく（累積）投

資約款、投信自動積立（定時定額購入取引）取扱規定等に定めたものと異なる場合があります。 

 なお、当金庫所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、当金庫の翌営業日の取扱いとなります。 

17. （目論見書等の交付について） 

 お客様は、本サービスでの投資信託受益権等の買付注文、募集注文、または積立投信の申込（変更を含みます。）に際しては、あ

らかじめ当金庫がお客様のパソコンにＰＤＦファイルをダウンロードしていただく方法（特定有価証券の内容等の開示に関する内閣

府令第３２条の２第２項第１号（ロ）に基づく方法）により交付する当該商品の目論見書および目論見書補完書面に記載の当該商品

の商品内容やリスクなどについて十分理解のうえ依頼を行い、投資信託取引にかかわるリスクについては、お客様の自らの判断と責

任において引き受けるものとします。なお、当金庫は、投資信託受益権等の取得にかかわる取引にあたり、お客様の投資経験等の状

況によりお申込をお断りさせていただくことがあります。 

18. （自動けいぞく（累積）投資について） 

 お客様が自動けいぞく（累積）投資（以下、「自動けいぞく投資コース」といいます。）での投資信託の購入を希望する場合、本サ

ービスでの買付注文、募集注文、または積立投信の申込（変更を含みます。）のお申し出をもって当該自動けいぞく投資コースの契

約のお申込みが行われたものとします。なお、既に自動けいぞく投資コースの契約を行っている場合は、その限りではないものとし

ます。 

19. （購入単位） 

 本サービスでの投資信託受益権の買付注文、募集注文または積立投信の申込単位は、金額指定（申込手数料、消費税等を含みます。）

のみの取扱いとします。 

20. （取引制限） 

 本サービスでの同一ファンドの 1日当たりの取引回数は３回までとします。なお、同一ファンドの当日中の反対売買は行えません。 

21. （金銭の払込） 

 お申込金額は投資信託取引の申込時に予め届出ていただいております指定預金口座より引落としいたします。なお､お申込金額の

引落としが出来なかった場合は、投資信託の注文は一切なかったものとして取扱います。 

22. (積立投信について) 

 積立投信の買付金額については、利用口座の指定預金口座から引落を行うものとします。積立金額、引落日、引落開始年月、引落

終了年月、引落月間隔、積増月および積増金額等の取引内容は、お客様から依頼された内容のとおりとします。なお、買付代金の引

落については、投信自動積立（定時定額購入取引）取扱規定の定めに従うものとします。 

23. （収益分配金の再投資） 

 お客様が本サービスにより購入した個別商品の収益分配金は、原則としてお客様に代わって当金庫が受領のうえ、お客様の個別商

品の自動けいぞく（累積）投資口座に繰り入れ、その全額から税金を差し引いた金額をもって決算日の基準価額により当該個別商品

の買付を行います。 

 なお､本サービス以外で既に自動けいぞく投資コースの取扱で収益分配金の取扱について再投資停止の手続きを行っている場合は、
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この限りでないものとします。 

24. （収益分配金の再投資停止） 

 お客様が収益分配金の再投資停止を希望する場合、当金庫所定の手続きをとってください。 

25. （換金方法） 

 投資信託の換金方法は、「解約」のみの取扱となります。 

26. （投資信託取引についての取消等） 

 本サービスでの、投資信託の買付注文、募集注文または売却注文の取消、変更は一切出来ません。 

27. （投資信託取引内容の通知について） 

 本サービスでの、投資信託の買付注文、募集注文または売却注文を行った後は、当金庫は法令等で定められた取引内容を記載した

書類をお客様の届出住所へ郵送いたしますので、直ちに記載内容をご確認下さい。 

28. （マル優枠の利用について） 

 所得税法に定める少額貯蓄非課税（マル優）枠のあるお客様が、当該制度の対象商品をご購入の場合、利用可能枠の範囲内で当該

制度を優先的に利用することとなります。また、換金される場合は、利用可能枠外の残高を優先して換金します。 

29. （照会サービス） 

 お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会､取引履歴照会等の口座情報を照会することができます。 

 なお、照会可能な明細は、照会日の１年前の応答月の１日以降にお取引のあった明細に限ります。 

30. （取引の記録） 

 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には､本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取

扱います。 

31. （海外からのご利用） 

 海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律等を事前

にご確認ください。なお､海外からの利用により生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。 

32. （免責事項） 

 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延､不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負い

ません。 

 (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき 

 (2) 当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにも拘わらず、通信機器、専用電話回線、

公衆電話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が

不能となったとき、または本サービスの取扱いが遅延したとき 

 (3) 一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされているセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱら

お客様または第三者の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、ログインＩＤ、ログインパスワード、確認

パスワード、その他の本人確認に必要な情報または当金庫とお客様との取引に関する情報等が漏洩したとき 

（4） 当金庫の判断によりお客様口座の資金移動停止手続き等が講じられているとき  

 (5) 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき 

33. （通信経路における安全対策） 

 お客様は、本サービスの利用に際し、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について

了承しているものとみなします。 

34. （端末の障害） 

 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。当金庫は、

本サービスにより端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万－、端末が正常に稼動しなかったことにより

取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。 

 

第４章 サービスの解約等 

35. （お客様からの解約） 

 本サービスは、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、解約により生じた損害について当金庫は責任を負

いません。 

 解約手続きは、当金庫所定の書面の提出など必要な手続きを行うものとします。なお、お客様が本サービスにおける利用口座の口

座解約を行った場合、自動的に本サービスも解約されるものとします。 

36. （当金庫からの解約等） 

 お客様について､以下の各号に定める事由のいずれかが生じた場合は、当金庫はお客様に通知することなく、本サービスの全てま

たは一部のサービスの提供を停止することが出来るものとします。 

 (1) お客様について相続の開始があったとき 

 (2) お客様が本規定に違反するなど、当金庫が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合 

 (3) お客様の利用口座が解約されたとき 

(4) 当金庫がサービス継続上において支障があると判断したとき 

 (5) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当金庫が本サービスの提供を継続しがたいと認め

て、解約を申し出たとき 

 (6) やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき 

 

第５章 雑則 

37. （規定等の準用） 

 本規定に定めのない事項については、京都信用金庫投信取引約款、特定口座約款、京都信用金庫 非課税口座約款、京都信用金庫 未

成年者口座および課税未成年者口座約款、自動けいぞく（累積）投資約款、投信自動積立（定時定額購入取引）取扱規定および指定

預金口座にかかる各種規定により取り扱います。 

38. （届出事項の変更等） 

 本サービスに係る届出印鑑を失ったとき、または、印鑑、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、京都信用金庫投信

取引約款または特定口座約款等に基づきお客様は直ちに当金庫所定の書面によりお取引店舗に届け出るものとします。 

 この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

39. （通知等の連絡先） 

 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・
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電話番号等を連絡先とします。なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送し

た場合には､届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到

達すべき時に到達したものとみなします。 

 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害

等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

40. （規定の変更） 

 この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第５

４８条の４の規定に基づき、変更することがあります。 

変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、インターネットその他相当の方法により周知します。 

 なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来

するまでに周知します。 

41. （準拠法・管轄） 

 本規定の準拠法は日本法とします。 

 本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には､当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合

意します。 

42. （譲渡・質入・貸与の禁止） 

 本取引に基づくお客様の権利は、第三者へ譲渡・質入・貸与等することは一切できません。 

43. （サービスの終了） 

 当金庫は、本サービスの全部または一部のサービスの提供を停止することがあります。その場合は、事前に相当の期間をもって当

金庫所定の方法により告知します｡ 

以 上  

 

２０２０ 年４月改訂 
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京信投信インターネットサービス 主な当金庫所定事項について 

 

１．本サービスにおける当金庫の所定事項のうち、特にご留意頂く項目を次の通りとします。 

２．当金庫所定の事項については、利用者に事前の承諾を得ることなく変更する場合があります。 

３．当金庫所定事項の内容については、当金庫のホームページ等に掲載致しますので、本サービス利用の際には、最新の内容をご確認の

うえ、利用して下さい。なお、利用者が本サービスをご利用の際には、当金庫所定事項等の内容について承諾頂いたものとみなしま

す。 

４．当金庫所定事項に記載している会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 

 

項 番 項    目   内            容 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用できる端末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・暗号化通信を行うため、ご利用になっているブラウザ（インターネット閲覧ソフト）が１２８ビット

ＳＳＬ（Secure Sockets Layer）をサポートしている必要があります。 

・最新の推奨環境につきましては、当金庫ホームページをご覧下さい。 

なお、当金庫では、ご利用になれるブラウザ（インターネット閲覧ソフト）のインストール、操作方

法等のサポートは致しかねますので、あらかじめご了承下さい。 

・Microsoft 社のブラウザ（インターネット閲覧ソフト）をご利用の方は、Microsoft Internet Explorer 

 等におけるセキュリティ上の不具合が多数報告されていますので、不具合が修正されているバージョ

ンをご利用下さい。 

・ご利用のブラウザ（インターネット閲覧ソフト）、ネットワーク環境によりましては、ご利用頂けな

い場合があります。 

・サポート対象外のパソコン等のブラウザ・OS をご利用の場合は、正常に動作しない場合がありますの

で、自己の責任においてご利用下さい。 

・本サービスのご利用は、利用者ご本人が占有、管理するパソコン等を必ずご利用下さい。 

特に、インターネットカフェ等、不特定多数の人が利用する端末では、第三者が不正な装置を取り付

けている可能性がありますので、ご利用にならないで下さい。 

 

６ 

１６ 

２９ 

利用時間 

取引時間 

照会サービス 

  

 

        平   日 土・日・祝休日 

注 文 

当 日 
募集／購入 

７: ００～１５: ００＊ お取扱いできません 
売 却 

予 約 
募集／購入 

１５：３５*～２３：００ ７：００～２３：００ 
売 却 

積立投信 

当 日 

     契 約 

７：００～１７：３０ お取扱いできません 
      変  更 

廃 止 

廃止の取消 

予 約 

    契 約 

１８：０５～２３：００ ７：００～２３：００ 
     変  更 

廃 止 

契約・変更・廃止の取消 

      分配金支払方法変更 ８：００～１７：３０ お取扱いできません 

各種照会・電子交付閲覧       ７：００～翌２：３０ 

 

＊  平日（金庫窓口営業日）の当日注文分の締め時間は、各ファンドにより異なります。 

・ ゴールデンウイーク（５月３日～５月５日、およびこれらの振替休日）および年末年始（１２月３ 

１日、１月１日～３日）はサービスを停止いたします。 

・  システムの定期保守点検日（３ヶ月に１回）は、サービスを停止いたします。尚、点検日時は、土 

曜日の朝から月曜日の朝まで（月曜日が休日の場合は火曜日の朝まで）とし、事前にホームページ 

でご案内いたします。 

・ 法律の改正や制度変更等により、大規模なシステム対応を実施する場合などや、システムトラブル

等で止むを得ずサービスを停止することがあります。この場合、ホームページでご案内いたします。 

 

１２ ログインＩＤおよび各種パ

スワード等の管理 

・パスワード等の紛失・盗難時の連絡先等について  

 （平日）９：００～１７：００ 京信ダイレクトバンキングセンター（０１２０－８２８－８４８） 

・誤ったパスワード等の入力が一定回数を超えた場合は、当サービスの利用を停止させて頂きます。 

 尚、その場合はお申込営業店窓口にて、書面により再開の手続きをとって頂くことになります。 

 

 




