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DAIWA SMART DEPOSIT（通称：スマデポ）は、マネーパートナーズが発行する大和ネクスト銀行の提携マルチ

カレンシー海外専用プリペイドカードです。スマデポの 1枚だけで米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、香港ドルの 5通

貨をチャージして現地でご利用いただけます。 

また大和ネクスト銀行の外貨預金口座をお持ちの方は、保有している外貨をそのままスマデポにチャージし、世界中

のMasterCard加盟店で利用することができるとともに、「MasterCard」マーク表示のあるATMから現地通貨を引

出すこともできます。 

 

大和ネクスト銀行から直接チャージできる 

大和ネクスト銀行の外貨普通預金に保有している 

米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、香港ドルをその 

ままスマデポにチャージできますので、預金してき 

た外貨を世界中でスマートにご利用いただけます。 

 

 

もちろん外貨両替もお得に 

外貨を保有していなくても、円貨を振り込んだらマネー 

パートナーズのお得なレートでお好きなタイミングで両替 

できます。また、外貨を円貨に戻す際は手数料がかかり 

ませんのでとってもお得です。 

 

 

5つの通貨をスマデポ 1枚で 

スマデポに米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、香港ドルを 

チャージすることができるので、5つの通貨を 1枚のカー 

ドで持ち歩くことができます。 

 

 

 

国際ブランドの MasterCardだから 

世界 2位の決済業務会社を誇るMasterCardのマークが 

ついた ATMで現地通貨を引き出すことができるので、両替 

所や銀行を探す必要はありません。また、世界約 3810万の 

マスターカード加盟店でショッピングできます。 

1. DAIWA SMART DEPOSIT とは 
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カード本体について 

スマデポが届いたらカードを台紙から外し、裏面にご自身のサインをお書きください。サインのないカードはご利用い

ただけません。 

 

ICチップ 

   ICチップがついているので偽造が難しく悪用され

にくいカードとなっております。IC カードの本人認

証は暗証番号の入力を求められることが多いので

入力時に他人に暗証番号を見られないようにご注

意ください。 

カード番号 

   国際ブランドMasterCardの 16桁の番号です。 

会員名 

スマデポが届いたら会員名が間違っていないかど

うかご確認ください。 

有効期限 

5年有効です。「月/年」の順に表示されています。 

磁気ストライプ 

カード番号などの情報が記録されています。強い

磁気を発する物を近づけると磁気不良になります

のでご注意ください。 

署名欄 

スマデポが届いたらすぐに署名欄にサインをしてく

ださい。サインの書体については決まりはないの

で漢字・ひらがな・英字などお好きな書体でお書き

ください。 

セキュリティコード 

オンラインなどでスマデポを利用する際に、セキュ

リティコードを入力することにより、正規のカード所

有者であることを証明します。

スマデポご利用時のご注意 

・スマデポは磁石や磁界を発生させる機械等の近くに置かないよう、また無理に曲げたり、高温の環境に放置しな

いようにご注意ください。 

・磁気データなどの盗難防止のため、スマデポをなるべく手元から離さないようにご注意ください。 

・海外サイトなどの利用に関しては、契約内容を十分に理解しないでカード番号を入力することで「契約をした」とみ

なされ、お客様に支払責任が生じる場合もありますのでご注意ください。 

・スマデポは表面記載の会員ご本人様のみご利用いただけます。ご家族の方などはご利用いただけません。 
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スマデポをご利用いただくために、DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイトにログインし、入金・両替・カードへのチ

ャージという一連の操作を行っていただくが必要がございます。入金しただけでは、スマデポをご利用いただけま

せんので、ご利用前に、必ず本章「2．ご出発前の準備」をご確認ください。 

 

 

 

 

はじめてのログイン 

はじめて DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイトをご利用される場合のログイン方法をご案内します。 

当社より郵送している「カード口座開設通知書」をお手元にご用意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カード口座開設通知書に関するご注意 

パスワードを失念した場合、カード口座開設通知書に記載されている初期パスワードへ戻すこととなりますので、ロ

グイン後もカード口座開設通知書を大切に保管してください。 

 

ログイン方法 

   https://card.manepa.jp/dsdにアクセス 

（上記 URLをクリックするとサイトに遷移します） 

カード口座番号と初期パスワードを入力 

DAIWA SMART DEPOSIT会員ログイン画面 

で、「カード口座開設通知書」に記載しているカー 

ド口座番号（8桁）および初期パスワードを入力し 

てください。 

「ログイン」を選択 

ログインが正常に完了すると、初期パスワード 

変更画面が表示されます。 

入金 両替 チャージ 

https://card.manepa.jp/dsd
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   初期パスワードを変更 

初期パスワードから任意のパスワードに変更して

会員専用サイトにお入りください。 

※新しいパスワードは 6文字以上、16文字以内で

英文字（大文字）、英文字（小文字）、数字、記号の

うち 2種類以上を使用してください。 

 

 

 

 

 

ご利用環境、口座番号・パスワード等に関するご注意 

・口座番号およびパスワードは半角モードにてご入力ください。また、初期パスワードは大文字・小文字を区別しご入

力ください。 

・「カード口座開設通知書」は厳重に管理し、他人にパスワード等を知られないようにご注意ください。 

・不特定多数が使用するパソコン等で取引等は行わないでください。 

・使用するパソコンにはウィルス対策ソフトやセキュリティパッチ等の適用を随時行ってください。 

・類似するウェブサイト等にはご注意ください。 

・5回連続でパスワードを間違えるとログインロックがかかります。お電話にて本人確認をした後にロックを解除させ

ていただくことが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://card.manepa.jp/dsd
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DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイト 

初回ログインが成功したら DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイトが表示されます。カード専用振込口座、入出金、ご

利用可能額の照会・確認や両替・チャージの実行は、DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイトで行うことが可能です。 

 

前回ログイン 

リンクをクリックすると、過去 3か月直近 20件までのログイン 

日時とチャネルを確認することができます。 

お客様のご氏名 

セキュリティ対策のためご氏名の一部をマスキングしております。 

メニュー 

入出金照会の確認や両替・チャージなどができます。 

お知らせ 

お知らせを確認できます。「一覧へ移動」を押すと、「お知らせ 

一覧」へ移動できます。 

預り残高(未チャージ)（円換算額） 

預り残高(未チャージ)に入っている全通貨の円換算額（合計額）を 

確認できます。「通貨別残高」を選択すると、右図のように預り残高 

(未チャージ)に入っている通貨別残高が表示されます。 

カード専用振込振込口座（入金） 

お客様の専用振込口座情報を確認できます。 

ログアウト 

ログアウトできます。 
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2回目以降のログイン 

2回目以降のログインは、「カード口座開設通知書」に記載しているカード口座番号およびお客様が設定されたパス

ワードにてできます。 

 

ログイン方法 

   https://card.manepa.jp/dsdにアクセス 

（上記 URLをクリックするとサイトに遷移します） 

カード口座番号とパスワードを入力 

「カード口座開設通知書」記載のカード口座番 

号（8桁）およびお客様が設定されたパスワード 

を入力してください。 

「ログイン」を選択 

DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイトが表示 

されたらログインが完了となります。 

 

ご利用環境、口座番号・パスワード等に関するご注意 

・口座番号およびパスワードは半角モードにてご入力ください。 

・不特定多数が使用するパソコン等で取引等は行わないでください。 

・使用するパソコンにはウィルス対策ソフトやセキュリティパッチ等の適用を随時行ってください。 

・類似するウェブサイト等にはご注意ください。 

・5回連続でパスワードを間違えるとログインロックがかかります。お電話にて本人確認をした後にロックを解除させ

ていただくことが可能です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://card.manepa.jp/dsd
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日本円の入金方法 

スマデポご利用前に、入金・両替・カードへのチャージが必要です。まず日本円での入金方法をご案内します。 

 

振込先をご確認ください 

お客様ごとに設定した「カード専用振込口座」の情報を当社より郵送している「カード口座開設通知書」若しくは 

DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイトのトップページ・「入出金（円貨）」にてご確認ください。 

 

カード専用振込口座に関するご注意 

カード専用振込口座はお客様一人一人専用の入金口座となります。上記の口座番号を一桁でも間違って振り込む

と入金の反映ができませんのでご注意ください。 

 

「銀行窓口」、「ATM」、「インターネットバンキング」などからお振込みください 

お振込みいただきますと、カードの預り残高(未チャージ)に反映されます。 
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お振込みに関するご注意 

・一度の入金額は 80万円が上限です。超えた場合は、お客様ご自身の手続きとご負担で全額組戻しを行っていた

だきますのでご注意ください。 

・必ず会員様がご登録されたご本人様の名義（氏名カナ）でご入金ください。ご家族やご友人の名義でのお振込みの

場合でも、カード口座への反映はいたしかねます。また、お名前の一部（苗字）のみ、アルファベットでのお振込の場

合もカード口座への反映はいたしかねます。ご登録された氏名カナと異なった名義でご入金の場合、お客様ご自身

の手続きとご負担で全額組戻しを行っていただきますのでご注意ください。氏名カナについては、DAIWA SMART 

DEPOSIT会員専用サイトの「お客様情報」にてご確認いただけます。 

・振込入金の銀行振込手数料はお客様のご負担となります。 

・当日扱いのお振込みの場合、通常最大 2時間程度反映までにお時間をいただいており、当日扱いの締切時間以

降、若しくは土・日・祝祭日の場合は翌営業日扱いとなります。 

 

外貨の入金方法 

スマデポご利用前に、入金・両替・カードへのチャージが必要

ですが、大和ネクスト銀行の外貨普通預金に保有している米ド

ル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、香港ドルをそのままスマデポの

利用可能残高（チャージ済）に入金できますので、両替とチャー

ジが不要となります。 

大和ネクスト銀行取引サイト（http://www.bank-daiwa.co.jp）にログインし、外貨預金の画面を開いてください。チャ

ージしたい通貨と金額を選択し確認ボタンを押すとスマデポにチャージできます（詳しくはこちらをご参照ください）。 

5通貨以外の通貨の国・地域でもご利用いただけますが、この場合は、米ドルで清算が行われますので、米ドルをチ

ャージしてください。 

お振込みに関するご注意 

・外貨預金からのチャージには所定の手数料がかかります。詳しくはこちらをご参照ください。 

・一度の入金額は円換算で 80万円が上限です。大和ネクスト銀行から出金された後、80万円相当を超えたチャー

ジを指定した場合等の理由により、チャージが不成立となった場合は、チャージ手数料が戻りませんのでご注意くだ

さい。 

・スマデポに複数通貨の外貨をチャージしておくことはできますが、一度にチャージを行うことはできませんので、1通

貨ごとにチャージを行ってください。 

・5通貨以外の通貨でのご利用にはクロスボーダー手数料がかかります。詳しくはこちらをご参照ください。 

・朝 6：00～23：59までに受付された外貨預金からのチャージは、翌日の朝 6：00～7：00頃に、0：00～5：59までに

受付された外貨預金からのチャージは、当日の朝 6：00～7：00頃にスマデポの利用可能残高（チャージ済）に反映

されます（土日に行った場合は、月曜の 6：00～7：00頃に実行されます）。 

http://www.bank-daiwa.co.jp/
http://www.bank-daiwa.co.jp/guide/saving/13/
https://card.manepa.jp/dsd/dsd_outline.html
http://www.bank-daiwa.co.jp/service/pdf/dsd_guide.pdf#page=6
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両替の操作方法 

スマデポご利用前に、入金・両替・カードへのチャージが必要です。次に両替の操作方法をご案内します。 

 

円貨から外貨への両替 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上部メニューより「両替」を選択 

画面を下に下げる 

「円貨⇒外貨」を選択 

ご希望の外貨を選択 

全額両替の場合は「全額」を選択 

   一部両替の場合は金額を入力 

※両替金額は 1000円からとなります。 

「確認」を選択 

「チャージする」または「チャージしない」を選択 

チャージとは、カード口座に入っている外貨をカード本 

体に入金して、スマデポを利用可能な状態にすることで

す。スマデポをすぐに使わない場合は、「チャージしな

い」の選択をお薦めします。 

レートをクリック 

  ※レートを更新する場合は、「レート更新」を選択、

両替金額を訂正する場合は、「金額訂正」を選択し

てください。 

   「両替を完了しました。」と表示されたら、両替が完

了となります。 

にて「チャージしない」を選択した場合、スマデポ 

ご利用前に必ずチャージが必要とります。 

両替が完了してから両替レートや金額を確認する場合、

こちらをご参照ください。 
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チャージの操作方法 

スマデポご利用前に、入金・両替・カードへのチャージが必要です。最後にチャージの操作方法をご案内します。

チャージ完了後、スマデポをご利用いただけます。 

チャージとは、DAIWA SMART DEPOSIT会員専

用サイトに入っている外貨をカード本体に入

金して、スマデポを利用可能な状態にするこ

とです。入金・両替しただけでは、スマデポを

ご利用いただけませんのでご注意ください。

両替時に、「チャージしない」を選択した場合、スマデポご利用前に必ずチャージする必要がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メニューより「チャージ/ペイバック」を選択 

画面を下に下げる 

   「チャージ」を選択 

   ご希望の通貨を選択 

   最大額の場合は「最大額」を選択 

一部チャージの場合は金額を入力 

チャージ上限額は、円換算で 1回 80万円・1日 80 

万円・月間 200万円相当額以下です。 

 

「確認」を選択 

内容を確認し「確定」を選択 

「チャージが完了しました。」と表示されたら、チャ

ージが完了となります。 

 

スマデポに複数通貨の外貨をチャージしておくことはで 

きますが、一度にチャージを行うことはできませんの

で、1通貨ごとにチャージを行ってください。

チャージが完了したら「カード情報」の「利用可能残高（チャージ済）照会」にてご確認いただけます。詳しくはこちらを

ご参照ください。 
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スマデポご利用 

DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイトへのご入金、ご希望の外貨への両替、スマデポへのチャージが完了したら、

はじめてスマデポをご利用いただけます。 

 

海外 ATMのご利用方法 

スマデポは、海外にあるMasterCardマークのある ATM

で現地通貨を引き出すことができます。引出の際にはスマ

デポの申込画面にご入力いただいた暗証番号（４桁）が必

要になりますので忘れないように大切に管理してください。 

ATM設置場所はこちらから検索いただけます（Master 

Cardのサイトに遷移します）。 

 

 

ATMご利用に関するご注意 

・日本国内の ATMでお引出はできません。 

・現地通貨を引き出すには所定の手数料がかかります。詳しくは、ホームページをご参照ください。 

・ATMによっては、独自の利用手数料を設定している場合があり、引出金額に加えて残高から徴収されます。 

・1回に引き出せる金額は、日本円換算で 30万円（ATM引出手数料を除く）相当額ですが、ATMによっては、独自

の引出上限額を低く設定している場合があります。 

・暗証番号を忘れた場合、照会や変更ができませんので、スマデポを再発行し新しい暗証番号を設定することとなり

ます。その際、カード再発行手数料がかかります。 

・5回連続で暗証番号を間違えるとスマデポはご利用できなくなります。 

・夜間や人気のない場所、混雑している場所や時間帯での ATM利用には十分ご注意ください。 

・周囲に不信な人がいないか、不自然な機器が取り付けられていないかなど、暗証番号の盗み防止と現金盗難にあ

わないように十分ご注意ください。 

 

スマデポの挿入方法 

海外の ATMは、カードを挿入するタイプとカードリーダーにスライドさせるタイプがあります。 

 

タイプ 1 

日本の ATM と同じように、カードの表面を上にして挿入します。 

 

 

http://www.mastercard.co.jp/personal/atm-locator.html
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タイプ 2 

カードの表面を上にして挿入し、すぐカードを抜き取るタイプです。 

 

 

 

 

 

タイプ 3 

カードの裏面を上、磁気テープ部分を左側にして挿入するタイプです。 

（すぐには抜き取りません。） 

 

 

 

 

タイプ 4 

カード表面を自分に向け、カード上側が左になるようにして挿入し、 

すぐに抜き取るタイプです。 

 

 

 

 

タイプ 5 

カード裏面の磁気テープ部分をカードリーダーに上下にスライドさせて 

読み取らせるタイプです。 

 

 

 

 

現地 ATMの基本操作方法 

海外の ATMでは、画面に現地の言語と英語で操作手順が表示されます。ここでは、英語での表示内容をご説明し

ています。英語表示のない ATM もあります。また、ご利用が制限されている場合もあります。 

カード挿入 

ATMにカードを挿入してください。 
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暗証番号の入力 

画面の指示にしたがって暗証番号（PIN）を入力してください。 

海外の ATMでは地域によって、5桁または 6桁の暗証番号の入力を求め 

られる場合があります。詳しくはこちらをご参照ください。 

 

明細書の印刷 

「YES」で明細書の印刷を指定してください。 

 

 

 

取引種類の選択 

「CASH WITHDRAW」（現金の引き出し）を指定してください。 

「BALANCE INQUIRY」（残高照会）はご利用いただけません。残高 

照会については、こちらをご参照ください。 

 

 

口座種別の選択 

「SAVING」を選択してください。「SAVING」で引き出せない場合は、 

「CREDIT CARD」を選択してください。 

 

金額の入力 

出金額（外貨）を入力して「CORRECT」を選択してください。 

引出す通貨を選択する必要がある場合は、必ず現地通貨を選択してくだ 

さい。 

 

 

出金処理 

出金処理中です。現金（外貨）が出てきたらすぐにしまってください。 

カードも忘れずに回収してください。 

ご注意 

・一例ですので、実際の操作方法とは異なる場合があります。 

・ご利用明細は大切に保管してください。（発行機能がない ATM もありま

す。

http://card.manepa.jp/question/question04.html
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海外でのショッピングご利用方法 

MasterCardのロゴのあるお店でショッピングやサービスの支払いをする 

ことができます。ご利用方法はクレジットカードと同様です。 

商品を購入してスマデポを渡してください。レシートで購入金額を確認した 

上、ピンパッドに 4桁の暗証番号を入力します（IC カードの本人認証は原 

則暗証番号で行います。） 

ただし、お店によってはレシートにサインを求められることがありますので、 

その場合はスマデポの裏面と同じサインを記入します。クレジット明細票を受け取り、お買物は終了です。 

ショッピングご利用に関するご注意 

・日本国内のMasterCard加盟店ではご利用いただけません。 

・機内販売・船内販売や、ホテル・レンタカーなどでの補償金を目的としたご利用はできません。 

・暗証番号を入力する際に、他人にみられないように十分ご注意ください。 

・売上票の控えを必ず受け取り、大切に保管してください。 

・1回にご利用できる金額は、日本円換算で 80万円相当額ですが、DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイトにて上限

額を低く設定することができます。 

・加盟店からの売上処理に時間を要した場合など、残高への反映が遅れて残高がマイナスになる場合があります。

その場合はすみやかに追加入金を行ってください。 

・スマデポは、利用可能残高（チャージ済）の「米ドル」を利用して取扱通貨以外の通貨でもご利用いただけます。た

だし、その場合には、利用した通貨をMasterCard社所定のレートで「米ドル」に換算した額が「米ドル」の利用可能

残高（チャージ済）から引落されます。また、別途所定のクロスボーダー手数料がかかります。 

 

海外から追加で入金・両替・チャージを行う場合 

インターネットをご利用いただける環境で DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイトへのログインに必要なカード口座番

号とパスワードをお持ちであれば、海外からいつでも追加の両替とチャージが可能です。また、インターネットバンキ

ングでご入金いただけますので、DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイトにお金が反映されたらお好きな通貨に両替、

チャージを行うことが可能です。もちろん、大和ネクスト銀行の外貨普通預金からもチャージできます。 

 

大和ネクスト銀行取引サイトからのチャージ方法は、 

こちらをご参照ください。 

両替の操作方法はこちらをご参照ください。 

チャージの操作方法はこちらをご参照ください。 

 

http://www.bank-daiwa.co.jp/guide/saving/13/
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残高・利用履歴の確認 

DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイトにログインすれば、いつでもどこからでもご利用履歴や残高をご確認いただけ

ます。 

預り残高(未チャージ)の確認 

スマデポにチャージする前の通貨別残高を「チャージ/ペイバック」にてご確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メニューより「チャージ/ペイバック」を選択 

左側に「預り残高(未チャージ)」が表示されます。 

一覧を更新する場合、「更新」を選択 

 

預り残高(未チャージ)に表示されている金額は、まだスマデポでご利用いただ 

けません。ご利用前に必ずチャージを行ってください。 

利用可能残高（チャージ済）・円貨利用蓄積額の確認 

スマデポにチャージ済の通貨別残高を「カード情報」の「利用可能残高（チャージ済）照会」にてご確認いただけます。 

 

メニューより「カード情報」を選択 

別ウィンドウが表示されます。 

「利用可能残高（チャージ済）照会」を選択 

「照会」を選択 

「利用可能残高（チャージ済）」および「円貨利用 

蓄積額」が表示されます。 

利用可能残高（チャージ済）照会は、当日分の照会 

のみが可能です。円貨利用累積額は、ショッピング

利用と海外現金引出の金額の概算を、1日単位と

1か月単位（1日～月末）で確認できます。円貨利

用累計額の計算には前日終値の為替レートを利用

しているため、ご利用いただいた為替レートと異な

る場合がございます。 
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ご利用履歴の確認 

 

メニューより「カード情報」を選択 

別ウィンドウが表示されます 

「利用明細照会」を選択 

利用年月を選択 

当月分と過去５ヶ月分選択可能です。 

お取引日 

スマデポへのチャージやペイバック、ショッピング

や ATM引出を利用した日になります。 

お取引内容 

お取引の内容が表示されます。「プリペイド」とは

お取引が確定していない状態の場合に表示されま

す。金額は、利用可能残高（チャージ済）から即時

に差し引かれますが、最終的にお取引が確定しな

かった場合は、後日残高に戻されます。 

お取引通貨（金額）とご利用通貨（金額） 

   上段にはお取引で清算に使われる通貨とその金

額が表示されます。下段には実際にお取引された

現地通貨とその金額が表示されます。 

お取引手数料とご利用手数料 

下段には海外のお店又は ATMに実際にお支払頂

いた手数料（現地通貨）が表示され、上段には実際

に残高から引落された手数料が表示されます。 

ATM手数料と換算レート 

上段には当社が定めている ATM手数料が表示さ

れ、下段には取扱通貨以外の利用時に適用された

MasterCard社所定の換算レートが表示されます。 

為替手数料 

当社が定めているクロスボーダー（取扱通貨以外の

利用時に発生する）手数料が表示されます。 

確定状態 

確定前の売上は、「未確定」と表示されますが、確

定すれば表示が消えます。 

承認番号 

お店とカード決済のやりとりをする際に通知される

売上の承認番号が表示されます。 

利用明細ダウンロード（PDF） 

利用明細のダウンロード・印刷ができます。
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ご利用限度額の変更・セキュリティロック 

DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイトにログインすれば、いつでもどこからでもご利用可能な金額の限度額設定の変

更や、スマデポの利用を停止することができます。 

 

海外ショッピング・現金引出限度額変更 

ご利用限度額は 1回、1日、1か月単位で設定することが可能ですが、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、香港ドル

それぞれでご利用いただく金額の合算となります。 

 

メニューより「カード情報」を選択 

別ウィンドウが表示されます。 

「各種変更 TOP」を選択 

「利用限度額変更」を選択 

注意事項等を読み、画面を下に下げます。 

変更したい項目に金額を入力 

入力は 1万円単位で一度に複数の 

項目の変更が可能です。 

「確認」を選択 

「変更」を選択 

金額を修正したい場合は「戻る」 

ボタンで前のページに戻ります。 

利用限度額変更完了と表示され 

たら、変更が完了となります。 

 

利用限度額に関するご注意 

・ご利用限度額の計算には前日終値の為

替レートを利用しているため、ご利用いた

だいた為替レートと異なる場合がございま

すのであらかじめご了承ください。 

・ご利用限度額を変更した場合、新しいご

利用限度額は翌日から適用されます。 

 

 

 



 

- 21 - 

Copyright (C) MONEY PARTNERS CO., LTD. All Rights Reserved. 

スマデポのセキュリティロック 

スマデポの利用停止および利用停止解除の変更が行えます。スマデポをご利用にならないときは、こまめにセキュリ

ティロックをかけてください。利用を停止する方法についてご案内します。 

 

メニューより「カード情報」を選択 

別ウィンドウが表示されます。 

「各種変更 TOP」を選択 

「カード利用停止/カード利用再開」を選択 

現在のステータスを確認 

利用を停止する場合は、現在のス

テータスが「利用可能」となっている

ことをご確認ください。なお、現在ス

テータスが「利用停止」と表示され

ている場合は、利用停止の解除の

お手続きになります。 

「確認」を選択 

確定後のステータスを確認 

「確定」を選択 

利用停止完了と表示されたら、 

変更が完了となります。 

 

スマデポの利用停止と利用停止解除 

の手続きは即時反映されます。 

 

サポートデスクにお電話いただき利用を停止した場合は、この画面にて停止の解除はできませんので、解除する 

場合、サポートデスクにお電話ください。 
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ペイバックの操作方法 

海外で使いきれなかった外貨は、お客様の手元に戻すことが可能です。そのため、まずペイバックを行っていただき

ます。ペイバックとは、スマデポにチャージされている外貨を DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイト（預り残高(未チャ

ージ)）に戻すことです。 

預り残高(未チャージ)に移動した後、外貨

のまま大和ネクスト銀行の外貨預金に戻

し入れる場合には、「戻入れ」を、円貨で出

金する場合には日本円に両替した後に

「入出金」から出金依頼を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メニューより「チャージ/ペイバック」を選択 

画面を下に下げる 

   「ペイバック」を選択 

   ご希望の通貨を選択 

   カード残高を確認 

別ウィンドウが表示されますので、利用可能残高

（チャージ済）照会でご確認ください。 

金額を入力 

「確認」を選択 

 

内容を確認し「確定」を選択 

「ペイバックが完了しました。」と表示されたら、ペ

イバックが完了となります。 

 

スマデポから複数通貨の外貨をペイバックすることはで 

きますが、一度にペイバックを行うことはできませんの

で、1通貨ごとにペイバックを行ってください。 
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ペイバックの確認 

ペイバックが完了したら「チャージ/ペイバック」の「預り残高(未チャージ)」にてご確認いただけます。過去のペイバッ

クの詳細の確認については、こちらをご参照ください。 
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戻入れの操作方法 

ペイバックされた外貨は、大和ネクスト銀行の外貨普通預金口座に戻すことが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メニューより「戻入れ」を選択 

画面を下に下げる 

   ご希望の通貨を選択 

   戻入れ可能額を確認 

1回あたりの戻入れ最大額は、日本円換算で 80万円 

相当額となります。限度額を超える戻入れをする場合、

分割し実行してください。 

   最大額の場合は「最大額」を選択 

一部戻入れの場合は金額を入力 

「確認」を選択 

 

内容を確認し「確定」を選択 

「戻入れを受け付けました。」と表示されたら、戻入

れ受付が完了となります。 

0：00～23：59までに受付された戻入れは、翌日（土日 

除く）の朝 8：00～9：00に大和ネクスト銀行の外貨普通

預金口座に反映されます。 

 

複数通貨の外貨を戻入れすることはできますが、一度 

に戻入れを行うことはできませんので、1通貨ごとに戻

入れを行ってください。 
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戻入れの確認・取消 

戻入れを受付されてから完了するまでの間は、DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイトの「依頼中照会」にて確認・取消

ができます。戻入れが完了したら「入出金（円貨）」の「入出金照会」、または大和ネクスト銀行の外貨預金の画面に

てご確認いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メニューより「戻入れ」を選択 

画面を下に下げる 

「依頼中照会」を選択 

 

依頼中の情報を確認 

 

取消す場合は、「取消」を選択 

「依頼中照会」が消えたら、取消が完了となります。 

戻入れが完了してから、DAIWA SMART DEPOSIT会員専用サイトの「入出金照会」で確認する場合は、こちらをご参照く

ださい。大和ネクスト銀行の外貨預金の画面にて確認する場合は、こちらをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bank-daiwa.co.jp/guide/assets/06/
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日本円で出金する方法 

海外で使いきれなかった外貨は、日本円に戻してお客様の指定の銀行口座に戻すことが可能です。そのため、まず

ペイバックされた外貨を日本円に戻していただきます。 

 

外貨から円貨への両替 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上部メニューより「両替」を選択 

画面を下に下げる 

「外貨⇒円貨」を選択 

ご希望の外貨を選択 

全額両替の場合は「全額」を選択 

   一部両替の場合は金額を入力 

「確認」を選択 

 

レートをクリック 

  ※レートを更新する場合は、「レート更新」を選択、

両替金額を訂正する場合は、「金額訂正」を選択し

てください。 

   「両替を完了しました。」と表示されたら、両替が完

了となります。 

両替が完了してから両替レートや金額を確認する場合、

こちらをご参照ください。 



 

- 27 - 

Copyright (C) MONEY PARTNERS CO., LTD. All Rights Reserved. 

銀行口座の登録・変更 

日本円への両替が完了したら、次に銀行口座の登録・変更をします。 

 

 

 

 

 

 

上部メニューより「入出金（円貨）」を選択 

「出金」を選択 

認証の画面が表示される場合は、画面の指示に

従って認証を行ってください。 

画面を下に下げる 

検索ボタンを選択 

金融機関名と支店名を入力 

入力する際、「銀行」、「信託銀行」「支店」等はつ

けず機関名と支店名の間にスペースを入れてくだ

さい。 

「検索」を選択 

 

 

該当する金融機関と支店を選択 

 

口座区分を選択 

口座番号を入力 

   口座名義を確認 

当社に登録している本人名義以外の口座を登録

しないでください。 

「登録」を選択 

「出金先金融機関情報」が表示されたら、登録が

完了となります。 
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日本円の出金依頼 

銀行口座の登録・変更が完了したら、最後に出金依頼を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上部メニューより「入出金（円貨）」を選択 

「出金」を選択 

認証の画面が表示される場合は、画面の指示に

従って認証を行ってください。 

出金可能額と手数料を確認 

1回あたりの出金最大額は、80万円となります。 

最大額の場合は「最大額」を選択 

   一部出金の場合は金額を入力 

「確認」を選択 

「確定」を選択 

画面の下部に「出金依頼中情報」が表示されたら、

出金依頼の受付が完了となります。 

出金依頼に関するご注意 

・日本円の出金依頼には所定の手数料がかかります。 

・12：59まで受付された出金依頼は、翌日（土日祝日除く）の午前中に金融機関への送金依頼が完了しますので、

それ以降にお客様のご指定の口座に反映されます。 

・出金依頼中には新たな出金依頼を行うことができません。出金金額の変更をする場合、次の 13時前までに出金

依頼を一度取消してから再度出金依頼を行ってください。受付してから次の 13時を過ぎてしまうと、取消ができま

せんのでご注意ください。 
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出金依頼の取消 

出金依頼は、毎営業日 13：00に締切を行っています。13：00前までであれば取消すことが可能です。13：00を過ぎ

てしまうと、出金依頼の受付が完了となり取消ができませんのでご了承ください。操作方法をご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上部メニューより「入出金（円貨）」を選択 

認証の画面が表示される場合は、画面の指示に

従って認証を行ってください。 

「出金」を選択 

 

 

画面を下に下げる 

「出金依頼取消」を選択 

「出金依頼中情報」が消えたら、取消が完了となり

ます。 
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入出金照会の確認 

入出金照会にて入出金の他に、両替やチャージ・ペイバック、戻入れ等の詳細をご確認いただけます。 

 

 

上部メニューより「入出金（円貨）」を選択 

「入出金照会」を選択 

期間を指定 

通貨を選択 

種別を選択 

未選択の場合、全項目が表示されます。 

「検索」を選択 

入出金照会が表示されます。 
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各種お手続きについて 

お客様の登録情報・パスワードの変更や、メール通知の設定などについてご案内します。 

 

基本情報の変更方法 

「お客様情報」の「お客様基本情報」にて氏名、住所の変更が可能です。操作方法をご案内します。 

 

上部メニューより「お客様情報」を選択 

認証の画面が表示される場合は、画面の指示に

従って認証を行ってください。 

「お客様情報」を選択 

「基本情報を変更する」を選択 

変更したい項目を修正 

本人確認書類をアップロード 

予めPCかスマートフォンに書類の画像を取り込ん

でいる場合は、「参照」を押せばファイルを選択で

きます。画像をまだ取り込んでいない場合は、後で

依頼完了後に届くメールに添付して返信するか、

若しくは後から「お客様情報」よりアップロードを行

ってください。 

「変更を依頼する」を選択 

「お客様変更」画面が消えたら変更依頼の受付が

完了となります。 
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基本情報の変更に関するご注意 

・基本情報を変更されても、大和ネクスト銀行に登録されたお客様の情報は変更されませんので、別途大和ネクスト

銀行にてお手続きを行ってください。 

・基本情報を変更するには必ず本人確認書類での確認が必要となります。書類をご提出いただくまでは変更依頼が

完了しませんのでご注意ください。必要書類については、こちらをご参照ください。 

 

変更依頼の確認・取消および必要書類のアップロード 

「お客様情報」の「お客様基本情報」にて基本情報の変更依頼中情報を確認・取消することが可能です。また、変更

依頼に必要な書類をアップロードすることもできます。操作方法をご案内します。 

 

上部メニューより「お客様情報」を選択 

認証の画面が表示される場合は、画面の指示に

従って認証を行ってください。 

「お客様情報」を選択 

「基本情報を変更する」を選択 

本人確認書類のアップロード 

書類の画像をアップロードする場合は、「参照」を

押してファイルを選択してから「本人確認書類を登

録する」を押してください。 

依頼の取消 

依頼中のものを取消す場合は、「依頼を取消する」

を選択してください。 

「閉じる」を選択 

確認の場合は、確認してから「閉じる」を選択してく

ださい。 

https://card.manepa.jp/dsd/docs/honkaku_edit.pdf
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連絡先、職業、詳細情報の変更方法 

「お客様情報」にてご連絡先や職業などの変更が可能です。操作方法をご案内します。 

 

上部メニューより「お客様情報」を選択 

認証の画面が表示される場合は、画面の指示に

従って認証を行ってください。 

「お客様情報」を選択 

画面を下に下げる 

変更したい項目のボタンを選択 

変更したい項目を修正 

「変更する」を選択 

変更画面が消えたら変更が完了となります。 
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パスワードの変更方法 

「お客様情報」にて任意のタイミングでパスワードの変更が可能です。操作方法をご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お客様情報」を選択 

「パスワード変更」を選択 

現在のパスワードを入力 

新しいパスワードを入力 

半角英数6文字以上、16文字以内で英文字（大文字）、

英文字（小文字）、数字、記号のうち2種類以上を使用し

てください。 

確認のため、新しいパスワードを再度入力 

上段と同様のものをご入力ください。 

「変更する」を選択 

「変更する」をクリックすると即座にパスワードが変更 

されますのでご注意ください 

    

   「処理を完了しました」と表示されますと、パスワー

ド変更が完了となります。 

 

 

 

 

パスワードに関するご注意 

・パスワードは厳重に管理し、他人に知られないようにご注意ください。 

・生年月日などの類推されやすい番号をパスワードに使用しないでください。 

・パスワードは定期的に変更してください。 

・大和ネクスト銀行取引サイトにてパスワードを変更しても DAIWA SMART DEPOSIT会員サイトのパスワードは

変更されませんので、必ず DAIWA SMART DEPOSIT会員サイトにてパスワード変更を行ってください。 

・パスワード等をメモ、ブラウザー等の記録等に残しておくと危険ですのでご注意ください。 

・パスワードは決して第三者に教えないでください。 

・いかなる場合でも当社からお客様に、E メール、電話、書類などでもパスワードをお尋ねすることはございません。 
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メール送信設定 

「お客様情報」の「メール送信設定」にて入出金通知、両替通知およびログイン通知の設定を変更することが可能で

す。操作方法をご案内します。 

 

上部メニューより「お客様情報」を選択 

「メール送信設定」を選択 

設定を変更したい通知を選択 

「送信する」または「送信しない」を選択 

変更画面が消えたら変更が完了となります。 

メール通知に関するご注意 

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。 

 

マイナンバー情報 

マイナンバー登録状況の確認およびマイナバー情報を変更することが可能です。詳細はこちらをご確認ください。 

 

http://manepa.jp/dsd/dsd_question08.html
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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 9：00～17：00 

◆海外からのお問合せ      81-3-4540-3913 

                     平日 9：00～17：00 

◆夜間・休日 紛失盗難受付   03-4540-3820 

                     平日 17：00～翌 9：00 

                     休日 9：00～翌 9：00 

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

mailto:dsd_info@moneypartners.co.jp

