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事前確認事項 

DAIWA SMART DEPOSIT（愛称：スマデポ）のお申込み前に、下記の事項をご確認ください。 

 申込条件 

15歳以上の方で大和ネクスト銀行の外貨普通預金口座をお持ちの方が対象です。 

まだお持ちではない場合は、スマデポのお申込み前に、予め当該口座開設が必要となります。（※口座開設方法等に

ついては、大和ネクスト銀行サポートセンター（0120-345-356）までお問合せください） 

 申込みに必要な書類 

本人確認書類およびマイナンバー（個人番号）書類が必要です。 

予め、本人確認書類およびマイナンバー（個人番号）書類を撮影・保存したうえで、お申込みの際に画像をアップ

ロードしてください。スマートフォン・携帯電話で撮影した画像でも可能です。（その他、申込み後に E メールでお

送りいただくことも可能です。） 

※カード発行の手続きは、各書類の審査完了後に行われます。 

 

   受信可能なメールアドレスの登録 

お申込み受付のお知らせやお申込み後の不備等に関するご連絡はご登録いただいたメールアドレス宛てにメールに

て行っておりますので、指定受信若しくはドメイン指定受信を設定している場合は、「moneypartners.co.jp」のド

メインを受信できるようにしてください。 

 

   ご利用までのスケジュール 

お申込み後、審査が完了してから１週間～10日前後で「口座開設通知書」と「カード本体」を（転送不要簡易書留

郵便）でお送りいたします。 

カードをご利用いただくには、大和ネクスト銀行取引サイトより、スマデポへのチャージが必要です。大和ネクス

ト銀行取引サイトにログインし、外貨預金の画面よりチャージの操作を行っていただきます。 

 

ご利用には「口座開設通知書」と「カード本体」が必要です。 

カードご利用の前に、「口座開設通知書」に記載のカード口座番号・初期パスワードでカード会員専用サイ

トにログインし、チャージ残高をご確認のうえご利用いただきます。 
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各書類をお手元にご準備ください 

ご提出いただくマイナンバー確認書類の種類により、ご準備いただく本人確認書類の種類・点数が変わります。予

め、書類を撮影・保存したうえで、お申込みの際に画像をアップロードしてください。スマートフォン・携帯電話

で撮影した画像でも可能です（「 *.jpg」「 *.png」「 *.bmp」のいずれかの画像ファイルに限ります）。その

他、申込み後に E メールでお送りいただくことも可能です。 

マイナンバー確認書類 

下記のうち、いずれか一点のみご用意ください。 

・個人番号カード(番号記載面)

・通知カード

※お申込み内容と記載事項（氏名・住所）が一致するものに限ります。

・住民票の写し(マイナンバー付き・交付日から 6ヶ月以内のもの)

本人確認書類 

ご提出いただくマイナンバー確認書類の種類により、ご準備いただく本人確認書類の種類・点数が変わります。 

個人番号カードをマイナンバー書類として提出される場合 

・個人番号カード(顔写真面)および本人確認書類 1点をご用意ください。

 通知カードをマイナンバー書類として提出される場合 

・本人確認書類 2点をご用意ください。

住民票の写しをマイナンバー書類として提出される場合 

・住民票の写し以外の本人確認書類 1点をご用意ください。

ご利用いただける本人確認書類 

・運転免許証

・健康保険証(住所欄に現住所の記入要)

・日本国パスポート(住所・氏名・生年月日記載ページ要)

※所持人記入欄が存在しない新デザインのパスポートは、本人確認書類としてご利用いただけません。

・住民基本台帳カード

・印鑑登録証明書

・在留カード

・特別永住者証明書
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※申込内容と同じ氏名・住所が記載されていることを確認してください。特に名前の表記（アルファベット・カタカナ

等）が申込内容と相違が無いことを確認してください。 

※通称名でのお申込の場合、通称名も記載されている本人確認書類が必要です。また、当局の指導により、通称

名を使用される理由を別途確認させていただきます。 

※外国籍の方はお送りいただいたご本人確認書類以外の確認書類、金融機関通帳コピー等のご提示をお願いす

る場合もございます。 

 

各書類の詳細やその他の注意事項等については必ずこちらをご確認ください。 

 

https://www.moneypartners.co.jp/docs/open/honkaku.pdf
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大和ネクスト銀行へのログイン 

大和ネクスト銀行取引サイトにログインして、お申込みください。 

（※ログイン方法やログインができない場合等については、大和ネクスト銀行サポートセンター

（0120-345-356）までお問合せください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                  

                  

 

 

 

 

・ 

・ 

・ 

大和ネクスト銀行取引サイ

トにログイン後、「外貨預金」＞

「外貨預金トップ」を選択して

ください。 

同意事項をご一読いただ

き、「上記内容に同意する」にチ

ェックを入れ、「申し込みに進

む」ボタンを押してください。 

下部へスクロールし、

「DAIWA SMART DEPOSITのお申し

込み」ボタンを押してください。 
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お客様情報のご入力 

※ここより一定時間操作が行われなかった場合、申込画面の接続が中断され、申込を完了させるにはもう一度大和

ネクスト銀行サイトの申込画面に戻り、最初から申込手続きを行っていただく必要がありますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暗証番号の設定 

海外 ATMでのお引出時やショッピングご利用時に必要な 4ケタの暗証番号を設定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

申込画面に沿って、すべての項目

にご入力ください。 

 

※未成年の方は、保護者氏名欄に保

護者の氏名をご記入ください。 

※口座開設通知書やカード本体

は、ご登録いただく現住所宛てに

お送りいたします。（本人確認書類

に記載された住所と一致している

ことをご確認ください。） 

※ 暗証番号(PIN)は、2段ともに同じ

番号を入力してください。（0000や

9999などの連番および生年月日はご

入力できません。 

※なお、セキュリティ上当社では保持していない情報となりますので、お申し込み後の照会や変更はでき

ません。また日本国内で暗証番号を確認することもできません。暗証番号をお忘れになった場合は、カー

ドの再発行となりますのでご注意ください。 
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口座開設申込時同意事項 

 

 

 

 

 

 

 

申込内容のご確認 

 

 

 

 

 

 

「申し込む」ボタンを押したら申込受付が完了し、ご登録のメールアドレス宛てに「お申込み受付のお知ら

せ」メールが送信されます。またその次の画面に確認書類のアップロードができますが、確認書類をすぐに

アップロードせずに後で Eメールで送る場合は、アップロード用の画面を閉じて「お申込み受付のお知らせ」

メールに記載されている送付方法等をご確認ください。 

 

 

 

 

口座開設申込時同意事項を必ず

ご一読いただき、「はい」をご選択の

うえ「入力内容の確認」ボタンを押し

てください。 

※「いいえ」と選択した場合や入力

漏れ（ピンク色の項目）等があった

場合、次の画面に進めません。 

ご入力内容をご確認いただき、「申

し込む」ボタンを押してください。 

※入力内容に相違があった場合は、「戻

る」ボタンより再入力をしてください。 
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確認書類の提出 

「申し込む」ボタンを押したらアップロード画面が表示されますので、書類をご用意いただいている場合は、

アップロードを行ってください。後で Eメールで送る場合は、アップロード用の画面を閉じてご登録のメール

アドレスに送信された「お申込み受付のお知らせ」メールにて送付方法等をご確認ください。 

※一部スマートフォン・タブレット・携帯端末等からはご利用できない場合がありますので

PCからのアップロードをお勧めしております。 

 

アップロード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お送りした「お申込み受付のお知らせ」メールにもアップロード用のＵＲＬを記載しておりますので、後でアッ

プロードを行うことが可能です。アップロードが失敗しても同じＵＲＬを何回でもご利用いただけます。 

「申し込む」ボタンを押したらマイナンバーと本

人確認書類のアップロード画面が表示されます

ので、「ファイルを選択」より各種書類の画像を

ご選択いただき、「アップロード」ボタンを押し

てください。 

「アップロードが完了いたしました」と表

示されたら、アップロード完了となります。 

※ご利用のファイルサイズによってアップロードが完

了するまで時間がかかる場合があります。アップロード

完了画面が表示されるまでにお待ちください。 

※*.jpg、*.png、*.bmpファイルで5MB以内の画像ファイ

ルをアップロードいただけます。*.pdfはご利用いただ

けません。 
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Ｅメールで提出 

Eメールでご送付いただく際は、口座開設お申込み完了後、ご登録いただいたメールアドレスに送信された「お申込

み受付のお知らせ」メールの返信に本人確認書類およびマイナンバー確認書類の画像を添付しお送りください。「お

申込み受付のお知らせ」メールが見当たらない場合は、以下の【宛先】および【件名】にて、お送りください。  

 【件名】本人確認書類およびマイナンバー確認書類 

 【宛先】dsd_kakuninsyo@moneypartners.co.jp 

※スマートフォンや携帯電話で本人確認書類を撮影される場合、画像のサイズが小さいために細かい記載が判読で

きないケースが増えております。とくにメールでの画像送信の際は、ファイルサイズの設定を「大」にしてお送り

ください。 

※お送りいただくファイルの形式は「*.jpg」「*.png」「*.bmp」のいずれかの画像ファイルに限らせていただいて

おります。 

※お客様のメールアドレスに、ドットが連続（..）もしくは@の前にドットが含まれる場合は、弊社システムの都

合でメールを受け付けることが出来ません。お手数ですが、別のメールアドレスをご利用ください。 

※誤送信による個人情報漏えいのリスクがございますので、お気をつけ下さい。 

 

不備等について 

インターネットでお申込みをいただき、確認書類をご提出いただきましたらお申込みが完了となりますが、お申込

みの内容や確認書類等に不備等があった場合、ご登録いただいたメールアドレスにご連絡しますのでメールチェッ

クを行ってください。 

 

口座開設通知書およびカード本体の送付 

お客様にご入力いただいた情報および確認書類を元に、カード発行可能かどうかを確認いたします。クレジットカ

ード発行時と異なり、与信審査はありません。不備等なく口座開設が完了しましたらご登録いただいたメール宛て

に「カード発行のお知らせ」メールが届き、最短で１週間程度で転送不要の簡易書留でご登録いただいたご住所宛

てにカード口座開設通知書およびカード本体が届きます。口座開設通知書にカード会員専用サイトにログインする

ための、口座番号と初期パスワードが記載されています。 

 

mailto:dsd_kakuninsyo@moneypartners.co.jp
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お問合せ 

お電話や E メールでも、お問合せを承っております。 

 

◆サポートデスク          0120-894-077 

                     平日 9：00～18：00 

◆メールでのお問い合わせ    dsd_info@moneypartners.co.jp 

mailto:dsd_info@moneypartners.co.jp

