
2022年 2月 3日 

 

  

「名古屋ビジネスダイレクト（外為サービス）」の機能拡充について 

 

名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、下記の通り、法人・個人事業主のお客さま向けインターネ

ットバンキング「名古屋ビジネスダイレクト（外為サービス）」の機能を拡充いたしますのでお知

らせします。 

当行では今後もお客さまにご満足いただけるよう、より一層のサービス向上をめざして努力を

重ねてまいります。 

記 

1．サービス開始日 2022年 3月 22日（火） 

2．概 要 

  （1）「為替予約サービス」の新設 

内 容 

・為替予約（リーブオーダー※1含む）の注文、約定 

・締結済み取引確認（コンファーム）など取引内容、履歴の照会 

※1 指値による為替予約を一定期間お預かりするご注文 

取 扱 通 貨  
・為替予約：米ドル、ユーロ、豪ドル、人民元 

・リーブオーダー：米ドル、ユーロ、豪ドル（100,000通貨単位以上） 

取扱可能金額 1,000通貨単位以上 

ご利用時間  

（銀行休業日を除く） 

・為替予約  8：45～17：00 

・為替予約（翌日物※2） 8：45～15：30 

・リーブオーダー 8：45～16：00 

・為替予約明細照会 8：00～23：00 

※2 受取日及び受取開始が翌営業日となるお取り引き 

・既に外為サービスをご利用いただいているお客さまにつきましても、別途お申し込みが必要となります。 

・為替予約（リーブオーダー含む）は、別途当行所定の審査がございます。 

・本サービスをお申し込みいただいた場合、電話での為替予約はご利用いただけなくなります。  



（2）「被仕向送金照会サービス」の新設 

内 容 海外から到着した送金の入金明細（計算書）照会 

ご利用時間  

（銀行休業日を除く） 
8：00～23：00 

    ・既に外為サービスをご利用いただいているお客さまは、自動的にご利用可能となります。 

 

   （3）「外貨預金振替サービス」の拡充 

    ①取扱可能額の上限撤廃 

    変更前 変更後 

取扱可能額  
1,000通貨単位以上 

90,000通貨単位以下 
1,000通貨単位以上 

ご利用時間  

（銀行休業日を除く） 

公示相場公表後～14：00 

（公示相場を適用します） 

・100,000通貨単位未満 

公示相場公表後～14：00 

（公示相場を適用します） 

・100,000通貨単位以上 

8：45～14：00 

（市場実勢相場を適用します） 

    ・100,000通貨単位以上でのご利用には、事前に別途当行所定の審査がございます。 

 

    ②残高等照会機能の新設 

内 容 外貨普通預金口座の入出金明細及び残高の照会 

ご利用時間  

（銀行休業日を除く） 
8：00～23：00 

    ・既に外貨預金振替サービスをご利用いただいているお客さまは、自動的にご利用可能となります。 

 

 

参考：「名古屋ビジネスダイレクト（外為サービス）」の機能拡充について 

～月間基本手数料新設とともに無料キャンペーンを実施～ 

   https://www.meigin.com/release/files/20210810gaitame_service.pdf 

 

以 上 

https://www.meigin.com/release/files/20210810gaitame_service.pdf
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名古屋ビジネスダイレクト 
（外為サービス）のポイント
名古屋ビジネスダイレクト 
（外為サービス）のポイント

パソコンが
銀行窓口

低コスト
でお取引き

省力化
効率化

オフィスのパソコンを利用して

「外国為替取引」をお申込みいただける

便利なサービスです。

オフィスのパソコンを利用して

「外国為替取引」をお申込みいただける

便利なサービスです。

2022年2月1日現在

名古屋ビジネスダイレクト
についてはこちら

名古屋ビジネスダイレクト 為替

詳しくは、お取引店もしくは、下記フリーダイヤルまでお問合せください。

為替予約サービス

為替予約サービス 　　　　　　米ドル、ユーロ、豪ドル、人民元　

リーブオーダー  　　　　　　米ドル、ユーロ、豪ドル

本サービスのご利用には事前に審査があり、ご希望に添えない場合がございます。

リーブオーダー最低取引金額10万通貨以上
リーブオーダーは最長2週間までのお預かりとなります。

8：00～23：00　
締結済み取引確認及び取引明細、残高照会、締結詳細、履行明細　（過去1年分）　

項目 内容
サービス内容

ご利用可能時間
銀行休業日は除く

お取扱い通貨

照会機能

取引制限

注意事項

為替予約の締結やリーブオーダー（為替予約の指値注文）のお申込み

為替予約

リーブオーダー  8：45～16：00

外為サービスの機能

・為替予約サービス
・被仕向送金照会サービス

・計算書照会
・相場情報照会
・実勢相場対応

新サービス追加！新サービス追加！
外国送金サービス

輸入信用状サービス

外貨預金振替サービス

法人・個人事業主向けインターネットバンキング

外為サービス

●入力画面（イメージ①）

●入力画面（イメージ②）

8：45～17：00（翌日物  1 5 : 3 0迄）
＊翌日物：受渡日及び受渡開始日が翌営業日となる取引
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ご利用いただけるお客さま
●法人および個人事業主のお客さま
●名古屋銀行に普通預金、当座預金をお持ちの方
●パソコンでインターネットに接続できる方（Windows OSのみ、MACは不可）
　携帯電話、スマートフォン、タブレット端末はご利用いただけません。
●電子メールアドレス（パソコン）をお持ちの方
●日本国内でご利用可能な方
●当サービスのご利用には、名古屋ビジネスダイレクトのご契約が必要です。
＊名古屋ビジネスダイレクトのお申込みはパソコンからではできません。お取引店窓口にてお申込みください。
　お申込みから約1週間程度かかりますのでご了承ください。

ご利用料金
●契 約 料　無料
　基本手数料　月額３，３００円（税込）
　 ＊別途名古屋ビジネスダイレクトのご利用には当行所定の手数料がかかります。

●外国仕向送金、外国被仕向送金、輸入信用状開設等に伴う手数料は、別途所定の費用が必要です。
●外貨預金振替及び為替予約については、月額の基本手数料のみでご利用いただけます。

ご利用環境
●インターネットに接続できる環境があれば、新たに機器（ソフト）を準備する必要はありません。
●サービスをご利用いただけるパソコン環境・ブラウザ等の最新情報は、名古屋銀行ウェブサイト
　（https://www.meigin.com/）をご確認ください。

お願い
●名古屋銀行では、各種感染予防対策を講じております。ご来店されるお客さまにおかれましては、マスクの
　着用にご協力をお願いいたします。発熱および体調のすぐれない方は、ご来店をお断りいたします。
　（詳細は、名古屋銀行公式ホームページ『新型コロナウイルス』についてのご案内をご確認ください）
●注意事項
　システムメンテナンス中はご利用いただけません。

セキュリティ
●最新の暗号技術（ＳＳＬ/ＴＬＳ）を採用
　インターネット上での、「盗聴」、「改ざん」、「なりすまし」やシステムへの「不正侵入」などに対して、
　２４時間のアクセス監視など安全対策を講じております。
●その他のセキュリティ対策
　ご本人の確認は複数のパスワードを組み合わせておこないます。
　ログイン時に過去３回のご利用履歴を表示します。
　パスワード入力を一定回数以上間違えた場合は、自動的に利用停止します。

市場営業部  国際業務管理グループ　

0120 - 925- 758
［受付時間］ 平日 9:00 ～ 17:00（銀行休業日は除きます）



外貨預金振替サービス
項目 内容

サービス内容

ご利用可能時間
銀行休業日は除く

お取扱い通貨

実勢相場締結機能
について

お取引限度額

照会機能
銀行休業日は除く

円貨預金口座と外貨預金口座との振替のお申込み

当日扱いのみ

米ドル、ユーロ、豪ドル、人民元

「実勢相場締結機能」をお申込みいただくと、本サービス上で市場実勢相場の締結を
行い、適用相場といたします。
お取扱い通貨は 米ドル、ユーロ、豪ドル、人民元 の4通貨です。

公示相場適用

実勢相場適用

8：00～23：00
取引明細照会、計算書照会（過去1年分）

1取引あたり10万通貨以上

公示相場公示後～14：00　

8：45～14：00

公示相場適用

実勢相場適用

1取引あたり　　　　：各通貨100,000.00未満

1日あたり累計　　　：各通貨100,000.00未満

項目 内容

項目 内容

サービス内容

ご利用可能時間
銀行休業日は除く

お取扱い通貨

実勢相場締結機能
について

照会機能
銀行休業日は除く

サービス内容

ご利用時間
銀行休業日は除く

外国送金のお申込み

当日扱い

先日付扱い
（指定日の1ヵ月前から受付）

米ドル、日本円、ユーロ、英ポンド、カナダドル、スイスフラン、豪ドル、
シンガポールドル、タイバーツ、人民元

「実勢相場締結機能」をお申込みいただくと、本サービス上で市場実勢相場の締結を
行い、適用相場といたします。
お取扱い通貨は 米ドル、ユーロ、豪ドル、人民元 の4通貨です。

8：00～23：00
取引明細照会、計算書照会　（過去1年分）

8：00～12：00　

8：45～12：00

8：00～23：00

海外から到着した送金の入金明細（計算書）照会
（電子メールで入金をお知らせします）

公示相場適用

実勢相場適用

8：00～23：00

輸入信用状サービス外国送金サービス

被仕向送金照会サービス

項目 内容
サービス内容

ご利用可能時間
銀行休業日は除く

お取扱い通貨

照会機能
銀行休業日は除く

注意事項

輸入信用状の開設および条件変更のお申込み

先日付扱いのみ
（指定日の1ヵ月前から受付）

米ドル、日本円、ユーロ、英ポンド、カナダドル、スイスフラン、豪ドル、
シンガポールドル

8：00～23：00
取引明細照会、計算書照会（過去1年分）　

本サービスのご利用には、当行所定の事前に審査があり、ご希望に添えない場合がございます。

8：00～23：00

＊1取引あたり10万通貨以上の当日扱いのお申込みの場合

●入力画面（イメージ）●入力画面（イメージ）

●入力画面（イメージ）
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外貨預金振替サービス
項目 内容

サービス内容
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銀行休業日は除く
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について

お取引限度額
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項目 内容

サービス内容
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銀行休業日は除く

お取扱い通貨

実勢相場締結機能
について

照会機能
銀行休業日は除く

サービス内容

ご利用時間
銀行休業日は除く

外国送金のお申込み

当日扱い

先日付扱い
（指定日の1ヵ月前から受付）

米ドル、日本円、ユーロ、英ポンド、カナダドル、スイスフラン、豪ドル、
シンガポールドル、タイバーツ、人民元

「実勢相場締結機能」をお申込みいただくと、本サービス上で市場実勢相場の締結を
行い、適用相場といたします。
お取扱い通貨は 米ドル、ユーロ、豪ドル、人民元 の4通貨です。

8：00～23：00
取引明細照会、計算書照会　（過去1年分）

8：00～12：00　

8：45～12：00

8：00～23：00

海外から到着した送金の入金明細（計算書）照会
（電子メールで入金をお知らせします）

公示相場適用

実勢相場適用

8：00～23：00

輸入信用状サービス外国送金サービス

被仕向送金照会サービス

項目 内容
サービス内容

ご利用可能時間
銀行休業日は除く

お取扱い通貨

照会機能
銀行休業日は除く

注意事項

輸入信用状の開設および条件変更のお申込み

先日付扱いのみ
（指定日の1ヵ月前から受付）

米ドル、日本円、ユーロ、英ポンド、カナダドル、スイスフラン、豪ドル、
シンガポールドル

8：00～23：00
取引明細照会、計算書照会（過去1年分）　

本サービスのご利用には、当行所定の事前に審査があり、ご希望に添えない場合がございます。

8：00～23：00

＊1取引あたり10万通貨以上の当日扱いのお申込みの場合

●入力画面（イメージ）●入力画面（イメージ）

●入力画面（イメージ）
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リーブオーダー  　　　　　　米ドル、ユーロ、豪ドル

本サービスのご利用には事前に審査があり、ご希望に添えない場合がございます。

リーブオーダー最低取引金額10万通貨以上
リーブオーダーは最長2週間までのお預かりとなります。

8：00～23：00　
締結済み取引確認及び取引明細、残高照会、締結詳細、履行明細　（過去1年分）　

項目 内容
サービス内容

ご利用可能時間
銀行休業日は除く

お取扱い通貨

照会機能

取引制限

注意事項

為替予約の締結やリーブオーダー（為替予約の指値注文）のお申込み

為替予約

リーブオーダー  8：45～16：00

外為サービスの機能

・為替予約サービス
・被仕向送金照会サービス

・計算書照会
・相場情報照会
・実勢相場対応

新サービス追加！新サービス追加！
外国送金サービス

輸入信用状サービス

外貨預金振替サービス

法人・個人事業主向けインターネットバンキング

外為サービス

●入力画面（イメージ①）

●入力画面（イメージ②）

8：45～17：00（翌日物  1 5 : 3 0迄）
＊翌日物：受渡日及び受渡開始日が翌営業日となる取引

名古屋ビジネスダイレクト／三つ折りパンフ（H297×W628mm)
データ作成日：2022.01.17／01.25／01.31／02.02
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ご利用いただけるお客さま
●法人および個人事業主のお客さま
●名古屋銀行に普通預金、当座預金をお持ちの方
●パソコンでインターネットに接続できる方（Windows OSのみ、MACは不可）
　携帯電話、スマートフォン、タブレット端末はご利用いただけません。
●電子メールアドレス（パソコン）をお持ちの方
●日本国内でご利用可能な方
●当サービスのご利用には、名古屋ビジネスダイレクトのご契約が必要です。
＊名古屋ビジネスダイレクトのお申込みはパソコンからではできません。お取引店窓口にてお申込みください。
　お申込みから約1週間程度かかりますのでご了承ください。

ご利用料金
●契 約 料　無料
　基本手数料　月額３，３００円（税込）
　 ＊別途名古屋ビジネスダイレクトのご利用には当行所定の手数料がかかります。

●外国仕向送金、外国被仕向送金、輸入信用状開設等に伴う手数料は、別途所定の費用が必要です。
●外貨預金振替及び為替予約については、月額の基本手数料のみでご利用いただけます。

ご利用環境
●インターネットに接続できる環境があれば、新たに機器（ソフト）を準備する必要はありません。
●サービスをご利用いただけるパソコン環境・ブラウザ等の最新情報は、名古屋銀行ウェブサイト
　（https://www.meigin.com/）をご確認ください。

お願い
●名古屋銀行では、各種感染予防対策を講じております。ご来店されるお客さまにおかれましては、マスクの
　着用にご協力をお願いいたします。発熱および体調のすぐれない方は、ご来店をお断りいたします。
　（詳細は、名古屋銀行公式ホームページ『新型コロナウイルス』についてのご案内をご確認ください）
●注意事項
　システムメンテナンス中はご利用いただけません。

セキュリティ
●最新の暗号技術（ＳＳＬ/ＴＬＳ）を採用
　インターネット上での、「盗聴」、「改ざん」、「なりすまし」やシステムへの「不正侵入」などに対して、
　２４時間のアクセス監視など安全対策を講じております。
●その他のセキュリティ対策
　ご本人の確認は複数のパスワードを組み合わせておこないます。
　ログイン時に過去３回のご利用履歴を表示します。
　パスワード入力を一定回数以上間違えた場合は、自動的に利用停止します。

市場営業部  国際業務管理グループ　

0120 - 925- 758
［受付時間］ 平日 9:00 ～ 17:00（銀行休業日は除きます）
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