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２００８年１１月２１日 

 

各 位 

みずほ信託銀行株式会社 

 

「みずほ信託ダイレクト インターネットバンキングサービス」の開始について 

 

みずほ信託銀行株式会社（取締役社長 野中 隆史）では、このたび個人のお客さま向けに     

インターネットバンキングサービスの取り扱いを開始いたします。当サービスでは、実績配当型の

金銭信託（「貯蓄の達人」・「オールウェイズ」）など当社主力商品に加え、インターネット     

バンキング専用の定期預金、投資信託など資産運用商品を幅広く取り扱うほか、ワンタイム   

パスワードの導入（発行手数料、利用料無料にてご利用可能）などセキュリティ面においても   

十分に配慮したサービスをご提供いたします。サービスの詳細につきまして、下記のとおりご案内   

いたします。 

 

 

記 

 

１． サービス名称 

「みずほ信託ダイレクト インターネットバンキングサービス」 

 

２． サービス開始日時 

２００８年１１月２５日（火）午前９時* 
* 当社ホームページ（http://www.mizuho-tb.co.jp/）経由でログオン可能となります。 

 
３． ご利用いただけるお客さま 

個人のお客さま 
 

４． サービスの内容  
（１）取り扱い商品について 

当社主力商品である実績配当型の金銭信託（「貯蓄の達人」、「オールウェイズ」）、投資信託

および定期預金を取り扱います。 

投資信託については現在店頭で取り扱っている主な投資信託に加え、インターネット  

バンキング専用の投資信託を取り扱います。 

定期預金については変動金利型定期預金「パノラマ」に加え、インターネットバンキング

専用定期預金（スーパー定期「e定期預金」）を取り扱います。 

 
 
 
 
 
 

<ご注意ください> 
「貯蓄の達人」、「オールウェイズ」、「投資信託」には元本割れのリスクや手数料など

の費用等、商品性にかかわる注意点がございます。お取引にあたっては、末尾の

「資産運用商品の留意事項」を必ずお読みください。 
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（２）残高照会について 
普通預金（残高、入出金明細）の照会等に加え、お預りしている各種商品のお取引残高、

ご契約の一覧を「お取引レポート」（月次更新）にてご照会いただけます。 
 

（３）みずほ信託銀行ライフデスクのご利用について 

インターネットバンキングご利用のお客さまは、ライフデスク会員として会員専用   

サービスをご利用いただけます（ライフデスクについては P3 をご参照ください）。 

 
（４）お振り込みについて 

    当社窓口・ＡＴＭ比割引した手数料にて、当社本支店および他行へのお振り込みがご利用

いただけます。 
 

＜振込手数料：電信扱い・1 件につき（消費税等を含む）＞ 

当社の本・支店宛 他行宛 
お振込金額 ＡＴＭ 窓口* ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ 
ＡＴＭ 窓口* ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ 

1 万円未満 105 円 105 円 0 円 315 円 420 円 210 円 

1 万円以上 
3 万円未満 

105 円 210 円 0 円 420 円 525 円 210 円 

3 万円以上 315 円 420 円 0 円 630 円 735 円 420 円 

         (2008 年 11 月 21 日現在)                                     *テレホンバンキングは窓口と同じ 

 
 
５． ご利用いただける時間 

システムメンテナンス時間*を除く終日 
* 月曜日～土曜日 3:00～5:00、日曜日 0:00～8：00、12 月 31 日 0:00～1 月 3 日 8：00、5 月 3 日 0：00～       

5 月 6 日 8:00 は、システムメンテナンス時間のためご利用いただけません（またこの時間以外でも臨時    

システムメンテナンス等のためご利用いただけないことがございます）。 
 

６． ご利用手数料 
無料* 

* なお、お振り込み、投資信託取引などを行う場合は、別途所定の振込手数料や申込手数料などが     

かかります。 

 
７． 安全にご利用いただくための主なセキュリティ対策 

（１） ワンタイムパスワードを当社推奨パスワードとして、発行手数料・利用料無料にて   

ご利用いただけます。 
（２） 複数パスワードの組み合わせによる本人確認を行います。 
（３） お客さまの情報は SSL128bit により暗号化して通信します。 
（４） アクセスしているサイトが本物であることの証明として EV（Extended Validation）
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SSL 証明書*を使用します。 
（５） お客さまの情報を格納しているバンキングサーバーはファイヤーウォールシステムに

より外部からの不正な侵入を防ぎます。 
 

* EVSSL 証明書とは、厳格な審査を経て発行されるサーバ証明書で、同証明書を使用しているサイトに対応

ブラウザ（Internet Explorer 7 等）でアクセスするとブラウザのアドレスバーが緑色になる等で、    

フィッシングサイト等と一目で区別することができます。 
 
８． ご利用申込方法 

（１）テレホンバンキングサービスをご利用中のお客さま 
サービス開始日時以降、当社ホームページ経由でお申し込みいただけます。 

  （２）上記以外のお客さま 
当社本支店の窓口にてお申し込みいただくか、当社ホームページから申込書をご請求 

のうえお申し込みください。 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みずほ信託ダイレクト インターネットバンキングサービスに関するお問い合わせは 

 
みずほ信託ダイレクトヘルプデスク 0120－324－626 

 携帯電話・ＰＨＳからもご利用いただけます。  
 

●商品・サービスについて 

 平日 9:00 ～ 17:00 
ご利用時間 

●インターネットバンキングの操作方法について 

  平日 9:00 ～ 21:00  土・日・祝日 9:00 ～ 17:00 
※年末年始等ご利用いただけない期間があります。 

      ※紛失・盗難等によるご利用停止のお手続きは0120-001-361(24 時間・365日)にて承ります。 
 

<みずほ信託銀行ライフデスクとは> 

みずほ信託銀行ライフデスクは、セカンドライフ、退職金・年金、相続・遺言、健康・介護、住まい・

不動産等に関する情報を提供する Web サイトです。 
ライフデスク会員になると、相続・遺言、不動産、資産運用等について Web サイトから専門家へ無料で質問・

相談できる「ウェブ相談」や、保健師、看護師、助産師、栄養士などの専門知識をもった相談員が無料で

健康相談を受ける会員専用ダイヤル「健康サポートダイヤル」*をご利用いただけます。 
*（株）保健同人社の提供によるサービスです。 
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「資産運用商品の留意事項」 
 

実績配当型の金銭信託「貯蓄の達人」 
 
●貯蓄の達人は、実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証するものではありません。 
●預金と異なり元本および利益の保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象では

ありません。 
●以下のリスクにより、元本割れとなるおそれがあります。 

金利変動リスク 
運用対象とする固定金利型の信託受益権等が市場金利の上昇に伴いその 

価格が下落したり、市場金利の低下により収益が減少した場合等 

信用リスク 
信託受益権等の裏付けとなる金銭債権（自動車ローン等）に当初の予想を 

超えた不良債権が発生した場合等 

流動性リスク 
一時期に想定を超える大量の中途解約が発生するなどにより支払準備  

のための資金が著しく不足した場合等 
管理委託先に 
かかるリスク 

金銭債権の回収業務等を委託している会社（管理委託先）が営業停止などに

より債権の回収が困難になった場合等 
●信託期間満了による信託の終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する

場合があります。 
●お預け入れから償還までの間にご負担いただく費用は以下のとおりです。なお、これらの費用の

総額については、お申込時点では確定しないため表示できません。 
・信託財産の中から信託報酬をいただきます。信託報酬は、信託元本に対して上限年率 3%から  

下限年率 0.01%の範囲内とし、運用成果にもとづき計算します。 
・その他、信託財産の中から監査費用などの信託事務の処理に必要な費用を支払う場合があります。

当該費用は発生時まで確定しないため表示できません。 
・原則として中途解約はできませんが、やむを得ず中途解約される場合は解約手数料がかかります。 
 
中途解約について                                      
原則として中途解約はできません。やむを得ず中途解約される場合は解約手数料がかかりますので、

お受取額が当初お預け入れいただいた元本を下回ること（元本割れ）があります。解約手数料は  

下記の計算式にもとづき算出されます。なお、ご契約の一部解約はできません。 
解約手数料=信託契約日における信託金の元本の額÷1,000×千円当たり解約手数料 
千円当たり解約手数料=1,000×｛（残存期間別基準利率－予定配当率）+0.2%｝÷12×残存月数 
ただし、残存期間別基準利率－予定配当率≦0 の時は、千円当たり解約手数料＝1,000×0.2%÷12
×残存月数 
※千円当たり解約手数料の計算において、円未満は切り上げ。 
※残存月数において、残存期間に端日数がある場合は、切り上げて月数単位として計算。 
残存期間別基準利率は、当社が市場金利をふまえて決定します。市場金利が上昇している局面では

当該利率も上昇し、その結果、解約手数料が高くなる場合があります。（残存期間別基準利率の  

具体的な水準にきましては、窓口へお問い合わせください）。なお、解約手数料は、合同運用財産

に組み入れます。 
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お申し込みにあたっての留意事項                               
●貯蓄の達人をお申し込みの際には、当社よりあらかじめまたは同時に商品説明書（目論見書）を

お渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえ、お客さまのご判断でお選びください。  

商品説明書（目論見書）は当社本支店等にご用意しております。ただし、インターネット    

バンキングでは電子交付のみとさせていただいております。 
●テレホンバンキングによるお申し込みにあたっては、あらかじめ最新の目論見書をお手元に  

ご用意のうえお電話ください。 
●販売状況によりましては、一時的な販売制限をさせていただくことがあります。 
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実績配当型の金銭信託「オールウェイズ」 
 
●オールウェイズは、実績配当金型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証するものでは   

ありません。 
●預金と異なり元本および利益の保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象では

ありません。 

金利変動リスク 
マザーファンドを通じて運用対象とする固定金利型の信託受益権等が市場

金利の上昇に伴いその価格が下落したり、市場金利の低下により収益が減少

した場合等 

信用リスク 
マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる金銭

債権（自動車ローン等）に当初の予想を超えた不良債権が発生した場合等 

流動性リスク 
一時期に想定を超える大量の解約が発生するなどにより支払準備のための

資金が著しく不足した場合等 
管理委託先に 
かかるリスク 

金銭債権の回収業務等を委託している会社（管理委託先）が営業停止などに

より債権の回収が困難になった場合 
●お客さまの全部解約手続きによる信託の終了のほか、運用状況により解約を制限し、信託を終了

する場合があります。 
●お預け入れから全部解約までの間にご負担いただく費用は以下のとおりです。なお、これらの 

費用の総額については、お申込時点では確定しないため表示できません。 
・信託財産の中から信託報酬をいただきます。信託報酬は、信託元本に対して上限年率 3%から  

下限年率 0.01%の範囲内とし、運用成果にもとづき計算します。また、マザーファンドにも同様

に信託報酬がかかります。マザーファンドにかかる信託報酬は、マザーファンドの信託元本に 

対して上限年率 3%から下限年率 0.01%の範囲内とし、マザーファンドの運用成果にもとづき 

計算します。 
・その他、信託財産の中から監査費用などの信託事務の処理に必要な費用を支払う場合があります。

マザーファンドにおいても、監査費用などの信託事務の処理に必要な費用をマザーファンドの 

信託財産の中から支払う場合があります。これらの費用は発生時まで確定しないため表示   

できません。 
●オールウェイズをお申し込みの際には、当社よりあらかじめまたは同時に商品説明書（目論見書） 
をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえ、お客さまのご判断でお選びください。

商品説明書（目論見書）は当社本支店等にご用意しております。ただし、インターネット    

バンキングでは電子交付のみとさせていただいております。 
●テレホンバンキングによるお申し込みにあたっては、あらかじめ最新の目論見書をお手元に  

ご用意のうえお電話ください。 
●販売状況によりましては、一時的な販売制限をさせていただくことがあります。 
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投資信託 
 
投資信託のお申し込みに関しては下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客さまご自身でなさ

いますようお願い申しあげます。 
 
「投資信託」のリスクについて                               
投資信託はその信託財産に組入れられた株式・債券・REIT などの価格変動やその発行者に係る  

信用状況などの変化、金利の変動、為替相場の変動等により、基準価額（外国籍投資信託の場合は

1 口当たり純資産価格）が下落し、損失を被り、元本割れを生じる可能性があります。外貨建ての

投資信託については、上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替相場

の変動により円換算ベースでは投資した元本を割り込む場合があります。 
 
ご負担いただく費用について                                
当社で取り扱っている投資信託には、ご購入から換金・償還までの間に以下の費用がかかります 

（みずほ信託銀行で販売しているすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用に

おける最高の料率（2008 年 11 月 21 日現在）を記載しております）。 
●直接ご負担いただく手数料・費用等 

時期 項目 お手数料・費用等 

取得申込時 申込手数料 
申込口数、代金または金額（※）に応じ 
基準価額に対して、最大 3.15%（税込み） 

換金手数料 ありません 
ご換金時 

信託財産留保額 基準価額に対して、最大 0.5% 
（※）お申込金額には、お申込手数料およびお申込手数料にかかる消費税等は含まれません。 

●保有期間中に間接的にご負担いただく費用 
時期 項目 費用等 

毎日 信託報酬 
純資産総額に対して、最大年率 1.995%（税込み）を

乗じた金額 

随時 その他の費用 

監査費用、有価証券の売買にかかる手数料など信託事

務の諸費用 
（その他の費用につきましては、運用状況等により変動する

ものであり、事前に料率、上限額等をお示しすることができ

ません。） 

上記の費用の合計額については、申込金額、信託期間等により異なりますので表示することができ

ません。くわしくは目論見書（投資信託説明書）および目論見書補完書面をご確認ください。 
 
ご注意いただきたいこと                                  
●投資信託は預金等ではなく、元本および利益の保証はありません。 
●投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません。 
●当社でご購入の投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。 
●投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。 
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●投資信託は当社が運用している商品ではありません。 
●投資信託は当社が委託会社から委託を受けて販売している商品です。 
●一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限

されているものなどがあります。 
●外貨建てＭＭＦは総販売を行うゴールドマン・サックス・インターナショナルとの販売・買戻契

約にもとづいて、みずほ信託銀行が日本での販売を行う商品です。 
●外貨建てＭＭＦのお買付・ご売却時は円貨での受払いのみのお取り扱いとなります。お申し込み

になる場合に適用される為替レートは、お買付・ご売却の手続きをする日の東京時間午後 3 時の

外国為替市場（年末年始などは別途定める場合があります）に準じて、みずほ信託銀行が決定し

た為替レートを基準とし、以下のスプレッド（乖離）を加減した為替レートといたします。 
[米ドル建てＭＭＦの場合 お買付時：＋50 銭／ご売却時：－50 銭] 
[ユーロ建てＭＭＦの場合 お買付時：＋75 銭／ご売却時：－75 銭]  

 
お申し込みにあたっての留意事項                              
●投資信託は、海外での休日等により、取引の受付を制限する場合があります。 
●お申し込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。 
●投資信託のご購入の際には、当社よりあらかじめまたは同時に目論見書（投資信託説明書）およ

び目論見書補完書面をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、お客さまのご判断でお選

びください。目論見書（投資信託説明書）および目論見書補完書面は当社本支店等にご用意して

おります。ただし、インターネットバンキングでは電子交付のみとさせていただいております。 
●テレホンバンキングによるお申し込みにあたっては、あらかじめ最新の目論見書（投資信託説明

書）および目論見書補完書面をお手元にご用意のうえお電話ください。 
 
「インターネットバンキング専用ファンド」についてのご注意事項               
●インターネットバンキング専用ファンドは、インターネットバンキングのみでお取り扱いしてい

るファンドです。当社本支店等の窓口やテレホンバンキングではお取り扱いしておりません。 
●商品内容等に関しましては、当社ホームページをご覧いただくか、みずほ信託ダイレクトヘルプ

デスク（0120-324-626）までお問い合わせください。 
●目論見書（投資信託説明書）および目論見書補完書面は当社本支店等の窓口にはご用意しており

ません。当社ホームページ（http:/www.mizuho-tb.co.jp/）の資料請求画面または、インフォメ

ーションダイヤル（0120-081-506）ヘご請求ください。 
 

（2008 年 11 月 21 日現在） 
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