
クイック入金マニュアル 
（都銀・ネット銀行） 



MATRIX TRADERクイック入金の流れ 

JFX 1 

このマニュアルの手順でご利用いただける金融機関 

三菱東京UFJ銀行 

三井住友銀行 

楽天銀行 

ジャパンネット銀行 

セブン銀行 

住信SBIネット銀行 

イオン銀行 



※ご注意 
手続き処理中は画面右上の    ボタンを押さないで下さい。 
振込手続きが行われても入金手続きができなくなる場合があります。 
 
金融機関によってサービス時間帯が決められております。 
サービス可能時間帯にご利用下さい。 

JFX 2 

選択した金融機関のログイン画面 金融機関サービス画面 

MATRIX TRADER 

クイック入金画面 

MATRIX TRADERクイック入金の流れ 

MATRIX TRADERにログイン MATRIX TRADER 

取引画面 

MATRIX TRADER 

クイック入金画面 

クイック入金画面を開く 

『入金依頼入力』画面 

『入金依頼確認』画面 

振込入金処理 

振込完了 

クイック入金手続き完了 

画面が開かない時は、こちらをご参照ください。 

P.4へ 

P.3へ 

P.7へ 

P.9へ 

途中でお手続きをキャンセルした場合  P.44へ 

http://hirose-fx.co.jp/hrsphpapl/qandahrs/hrsqanda04.php?selcategori=Q02&selsubcategori=1&selcallkbn=02&seldataid=13&selsubdataid=100


JFX 3 

1. MATRIX TRADERにログインし、取引画面上部【入出金】→【クイック入金】をクリックします。 

MATRIX TRADER クイック入金マニュアル1 



2. 入金依頼額を入力します。 

  ※10,000円未満の場合、クイック入金をご利用いただけませんのでご注意ください。 

JFX 4 

MATRIX TRADER クイック入金マニュアル2 



3. 赤枠内の金融機関を選択します。 

  ※事前に金融機関でオンライン口座の契約が必要となります。 

   

JFX 5 

『その他の金融機関』を選択する場合は、右記URLをご参照ください。 

『ATM』からのクイック入金を選択する場合は、右記URLをご参照ください。 

http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_quick_other.pdf  

http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_quick_atm.pdf  

MATRIX TRADER クイック入金マニュアル3 

ここでは[三菱東京UFJ銀行]を 

クリックします。 

http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_quick_other.pdf
http://www.jfx.co.jp/pdf/mt_quick_atm.pdf
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4. 画面左下【確認】をクリックします。 

   

MATRIX TRADER クイック入金マニュアル4 
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5. 入金依頼額と金融機関を確認後、【入金依頼】をクリックします。 

MATRIX TRADER クイック入金マニュアル5 
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6. 選択した金融機関のログイン画面が表示されます。 

  これより先は、各銀行により操作手順が変わります。それぞれの手順に従って入金を完了させて下さい。 

 

三菱東京UFJ銀行 

三井住友銀行 

楽天銀行 

ジャパンネット銀行 

セブン銀行 

住信SBIネット銀行 

イオン銀行  

P.9へ 

P.16へ 

P.23へ 

P.27へ 
P.32へ 

P.3６へ 

http://www.jfx.co.jp/category/payment/mt.html#01  

必ず事前に下記URLより『入出金に関する注意点』をご確認ください。 

MATRIX TRADER クイック入金マニュアル6 

P.39へ 

http://www.jfx.co.jp/category/payment/mt.html


①注意事項確認画面 

ご利用にあたっての内容を確認して頂き、 
【同意する】をクリックします。 
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三菱東京UFJ銀行の場合 

※重要・ご注意※ 
ご入金は、当社でご登録いただいている口座名義と同じでないと、 
お受けできません。 
取引システム上では、一旦、入金先取引口座に振り込まれますが、 

後ほど、お振込頂いた口座への組戻し等、返金の手続きを行っていただく
ことになります。 
（組戻し手数料はお客様のご負担になります。） 
クイック入金の際は、名義相違の無いよう、十分にご注意ください。 
 

金融機関を誤った場合や手続きを途中で中止したい場合は、必ず画面上
の「手続き中止」等のボタンで中止して下さい。画面右上の×ボタンは絶
対に使用しないで下さい。正しく処理できなくなります。 
操作途中に[×]でウインドウを閉じた場合、金融機関側での引き落としは
されているにもかかわらず正常に入金が反映されない場合がございます。 
 

一定時間画面を放置すると、金融機関側でエラーにする場合があります
ので、ご注意ください。 

金融機関によってサービス時間帯が決められております。サービス可能
時間帯にご利用下さい。 

各金融機関へのログインは、当該金融機関より発行されたオンライン口座
のIDやパスワードが必要です。 
事前にご用意ください。 



②ログイン画面 

必要項目をご入力頂き、 

ログインをクリックします。 

 

※各金融機関へのログインは、 
当該金融機関より発行された 
IDやパスワードが必要です。 
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三菱東京UFJ銀行の場合 



③引落口座選択 

ご入金の内容を確認して 

【選択】ボタンをクリックします。 

JFX 11 

三菱東京UFJ銀行の場合 



④振込内容の確認 

振込の内容をご確認いただき、 

お間違いがなければ【次へ】ボタンを 

クリックします。 

 

JFX 12 

三菱東京UFJ銀行の場合 



[1] 【確認番号】を入力します。 

[2]  【実行】をクリックします。 

⑤確認番号入力 

内容を再度確認頂き、【確認番号】をご入力し、 

【実行】ボタンをクリックします。 
  

※確認番号は三菱東京UFJ銀行より発行されたものになります。 
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三菱東京UFJ銀行の場合 

[1] 

[2] 



⑥振込結果画面 

振込結果の画面が表示されます。 

画面を一番下までスクロールし、 

【加盟店画面に戻る】をクリックします。 

※ご注意 
必ず「加盟店画面に戻る」ボタンで閉じて下さい。 
画面右上の×ボタンは絶対に使用しないで下さい。 
画面右上の×ボタンで閉じると、クイック入金の操作が 
正常に完了せず、入金が未反映となります。 
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三菱東京UFJ銀行の場合 



⑦入金依頼結果画面 

金融機関の振込処理が正常に完了すると、 

こちらの画面が表示されます。 

 

画面右上の×印を押して閉じてください。 
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三菱東京UFJ銀行の場合 



①ログイン画面 

必要項目をご入力頂き、ログインをクリックします。 

 

※各金融機関へのログインは、 
当該金融機関より発行された 
IDやパスワードが必要です。 
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三井住友銀行の場合 

※重要・ご注意※ 
ご入金は、当社でご登録いただいている口座名義と同じでないと、 
お受けできません。 
取引システム上では、一旦、入金先取引口座に振り込まれますが、 

後ほど、お振込頂いた口座への組戻し等、返金の手続きを行っていただく
ことになります。 
（組戻し手数料はお客様のご負担になります。） 
クイック入金の際は、名義相違の無いよう、十分にご注意ください。 
 

金融機関を誤った場合や手続きを途中で中止したい場合は、必ず画面上
の「手続き中止」等のボタンで中止して下さい。画面右上の×ボタンは絶
対に使用しないで下さい。正しく処理できなくなります。 
操作途中に[×]でウインドウを閉じた場合、金融機関側での引き落としは
されているにもかかわらず正常に入金が反映されない場合がございます。 
 

一定時間画面を放置すると、金融機関側でエラーにする場合があります
ので、ご注意ください。 

金融機関によってサービス時間帯が決められております。サービス可能
時間帯にご利用下さい。 

各金融機関へのログインは、当該金融機関より発行されたオンライン口座
のIDやパスワードが必要です。 
事前にご用意ください。 



②受付結果通知の確認 
注意事項をお読み頂き、 
【上記内容に同意のうえ、振込手続きを進める】 
をクリックします。 
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三井住友銀行の場合 



③出金口座の設定 

【出金口座】をクリックすると、 

ご登録のお口座一覧が表示 

されますので、 

ご出金口座を選択してください。 

 

【依頼人名】 
【連絡先電話番号】 
をご入力頂き、 

【次へ→】をクリックしてください。 
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三井住友銀行の場合 



④振込内容の確認 

振込の内容をご確認いただき、 

お間違いがなければ【次へ→】 
ボタンをクリックします。 

 

JFX 19 

三井住友銀行の場合 



⑤第二暗証入力 

内容を再度確認頂き、【第二暗証】をご入力し、 

【振込実行】ボタンをクリックします。 
 

※第二暗証は、 
三井住友銀行より発行されたものとなります。 

 

 

JFX 20 

三井住友銀行の場合 



⑥振込結果画面 

振込結果の画面が表示されます。 

画面中央にございます、 

【加盟店に通知(必ずクリックしてください)】 
をクリックします。 
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三井住友銀行の場合 

※ご注意 
必ずこちらの 
【加盟店に通知】ボタンをクリックして下さい。 
 
【加盟店に通知】をクリックされずに 
画面右上の×ボタンで終了したり、 
時間をおいてから操作をされますと、 
クイック入金の操作が正常に完了せず、 
入金が未反映となります。 



⑦入金依頼結果画面 

金融機関の振込処理が正常に完了すると、 

こちらの画面が表示されます。 

 

画面右上の×印を押して閉じてください。 

JFX 22 

三井住友銀行の場合 



①ログイン画面 

必要項目をご入力頂き、ログインをクリックします。 

 

※各金融機関へのログインは、 
当該金融機関より発行された 
IDやパスワードが必要です。 
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楽天銀行の場合 

※重要・ご注意※ 
ご入金は、当社でご登録いただいている口座名義と同じでないと、 
お受けできません。 
取引システム上では、一旦、入金先取引口座に振り込まれますが、 

後ほど、お振込頂いた口座への組戻し等、返金の手続きを行っていただく
ことになります。 
（組戻し手数料はお客様のご負担になります。） 
クイック入金の際は、名義相違の無いよう、十分にご注意ください。 
 

金融機関を誤った場合や手続きを途中で中止したい場合は、必ず画面上
の「手続き中止」等のボタンで中止して下さい。画面右上の×ボタンは絶
対に使用しないで下さい。正しく処理できなくなります。 
操作途中に[×]でウインドウを閉じた場合、金融機関側での引き落としは
されているにもかかわらず正常に入金が反映されない場合がございます。 
 

一定時間画面を放置すると、金融機関側でエラーにする場合があります
ので、ご注意ください。 

金融機関によってサービス時間帯が決められております。サービス可能
時間帯にご利用下さい。 

各金融機関へのログインは、当該金融機関より発行されたオンライン口座
のIDやパスワードが必要です。 
事前にご用意ください。 



②振込内容の確認 

振込の内容をご確認いただき、お間違いがなければ【ワンタイムパスワード】 
【暗証番号】の二つをご入力頂き、【支払実行】ボタンをクリックします。 
  

※ワンタイムパスワード/暗証番号は、楽天銀行より発行されたものとなります。 

JFX 24 

楽天銀行の場合 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[1] 【ワンタイムキーを送信する】ボタンをクリックします。 

[2]  楽天銀行様でご登録のメールアドレス宛てに届く 

   【ワンタイムキー】を入力します。 

[3]  楽天銀行様の暗証番号を入力します。 

[4]  支払実行ボタンをクリックします。 



③振込結果画面 

振込結果の画面が表示されます。 

画面最下部にございます、 

【取引画面へ戻る】をクリックします。 

※ご注意 
必ずこちらの「取引画面へ戻る」ボタンで閉じて下さい。 
画面右上の×ボタンは絶対に使用しないで下さい。 
画面右上の×ボタンで閉じると、 
クイック入金の操作が正常に完了せず、 
入金が未反映となります。 

JFX 25 

楽天銀行の場合 
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楽天銀行の場合 

④入金依頼結果画面 

金融機関の振込処理が正常に完了すると、 

こちらの画面が表示されます。 

 

画面右上の×印を押して閉じてください。 



①ログイン画面 

必要項目をご入力頂き、ログインをクリックします。 

 

※各金融機関へのログインは、 
当該金融機関より発行されたIDやパスワードが必要です。 
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ジャパンネット銀行の場合 

※重要・ご注意※ 
ご入金は、当社でご登録いただいている口座名義と同じでないと、 
お受けできません。 
取引システム上では、一旦、入金先取引口座に振り込まれますが、 

後ほど、お振込頂いた口座への組戻し等、返金の手続きを行っていただく
ことになります。 
（組戻し手数料はお客様のご負担になります。） 
クイック入金の際は、名義相違の無いよう、十分にご注意ください。 
 

金融機関を誤った場合や手続きを途中で中止したい場合は、必ず画面上
の「手続き中止」等のボタンで中止して下さい。画面右上の×ボタンは絶
対に使用しないで下さい。正しく処理できなくなります。 
操作途中に[×]でウインドウを閉じた場合、金融機関側での引き落としは
されているにもかかわらず正常に入金が反映されない場合がございます。 
 

一定時間画面を放置すると、金融機関側でエラーにする場合があります
ので、ご注意ください。 

金融機関によってサービス時間帯が決められております。サービス可能
時間帯にご利用下さい。 

各金融機関へのログインは、当該金融機関より発行されたオンライン口座
のIDやパスワードが必要です。 
事前にご用意ください。 



②ワンタイムパスワードの入力 

振込の内容をご確認いただき、お間違いがなければ 

【ワンタイムパスワード】をご入力頂き、 

【確認】ボタンをクリックします。 
  

※ワンタイムパスワード/暗証番号は、 
ジャパンネット銀行より発行されたものとなります。 

JFX 28 

ジャパンネット銀行の場合 



③振込内容の確認 

内容を再度確認頂き、【振込】ボタンをクリックします。 

JFX 29 

ジャパンネット銀行の場合 



※ご注意 
必ずこちらの「閉じる」ボタンで閉じて下さい。 
画面右上の×ボタンは絶対に使用しないで下さい。 

画面右上の×ボタンで閉じると、クイック入金の操
作が正常に完了せず、入金が未反映となります。 
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ジャパンネット銀行の場合 

④振込結果画面 

振込結果の画面が表示されます。 

画面最下部にございます、【閉じる】をクリックします。 



⑤入金依頼結果画面 

金融機関の振込処理が正常に完了すると、 

こちらの画面が表示されます。 

 

画面右上の×印を押して閉じてください。 
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ジャパンネット銀行の場合 



JFX 32 

セブン銀行の場合 

①ログイン画面 

必要項目をご入力頂き、【ログオン】をクリックします。 

[1] 

[2] 

[3] 

[1] 注意事項をお読み頂き、 

   チェックを入れます。 

[2]  セブン銀行様の 

   ■お客さまID 

   ■ログオンパスワード 

   を入力します。 

[3]  【ログオン】をクリックします。 

 

※お客様ID/ログオンパスワードは、 
セブン銀行より 
発行されたものとなります。 
 

 

※重要・ご注意※ 
ご入金は、当社でご登録いただいている口座名義と同じでないと、お受けできません。 

取引システム上では、一旦、入金先取引口座に振り込まれますが、後ほど、お振込頂いた口座への組戻し
等、返金の手続きを行っていただくことになります。（組戻し手数料はお客様のご負担になります。） 
クイック入金の際は、名義相違の無いよう、十分にご注意ください。 
 

金融機関を誤った場合や手続きを途中で中止したい場合は、必ず画面上の「手続き中止」等のボタンで中
止して下さい。画面右上の×ボタンは絶対に使用しないで下さい。正しく処理できなくなります。操作途中
に[×]でウインドウを閉じた場合、金融機関側での引き落としはされているにもかかわらず正常に入金が
反映されない場合がございます。 
 
一定時間画面を放置すると、金融機関側でエラーにする場合がありますので、ご注意ください。 
金融機関によってサービス時間帯が決められております。サービス可能時間帯にご利用下さい。 
各金融機関へのログインは、当該金融機関より発行されたオンライン口座のIDやパスワードが必要です。 
事前にご用意ください。 



②振込内容の確認 

振込の内容をご確認いただき、 

お間違いがなければ【確認ナンバー】をご入力の上、 

【振込して、加盟店に通知】ボタンをクリックします。 
  

※確認ナンバーはセブン銀行より発行されたものとなります。 

JFX 33 

セブン銀行の場合 



JFX 34 

セブン銀行の場合 

※ご注意 
必ずこちらの「閉じる」又は「提携先サイトに戻って手続きを完了する」ボタンで閉じて下さい。 
画面右上の×ボタンは絶対に使用しないで下さい。 
画面右上の×ボタンで閉じると、クイック入金の操作が正常に完了せず、入金が未反映となります。 

③振込結果画面 

振込結果の画面が表示されます。 

お客さまのご利用環境により、「受付完了画面」が下記のうちのどちらかになります。 

画面最下部にございます、【閉じる】又は【提携先サイトに戻って手続きを完了する】をクリックします。 
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セブン銀行の場合 

④入金依頼結果画面 

金融機関の振込処理が正常に完了すると、 

こちらの画面が表示されます。 

 

画面右上の×印を押して閉じてください。 



①ログイン画面 

必要項目をご入力頂き、【ログイン】をクリックします。 
 

※各金融機関へのログインは、 
当該金融機関より発行されたIDや 
パスワードが必要です。 
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住信SBIネット銀行の場合 

※重要・ご注意※ 
ご入金は、当社でご登録いただいている口座名義と同じでないと、 
お受けできません。 
取引システム上では、一旦、入金先取引口座に振り込まれますが、 

後ほど、お振込頂いた口座への組戻し等、返金の手続きを行っていただく
ことになります。 
（組戻し手数料はお客様のご負担になります。） 
クイック入金の際は、名義相違の無いよう、十分にご注意ください。 
 

金融機関を誤った場合や手続きを途中で中止したい場合は、必ず画面上
の「手続き中止」等のボタンで中止して下さい。画面右上の×ボタンは絶
対に使用しないで下さい。正しく処理できなくなります。 
操作途中に[×]でウインドウを閉じた場合、金融機関側での引き落としは
されているにもかかわらず正常に入金が反映されない場合がございます。 
 

一定時間画面を放置すると、金融機関側でエラーにする場合があります
ので、ご注意ください。 

金融機関によってサービス時間帯が決められております。サービス可能
時間帯にご利用下さい。 

各金融機関へのログインは、当該金融機関より発行されたオンライン口座
のIDやパスワードが必要です。 
事前にご用意ください。 



②振込内容の確認 

振込の内容をご確認いただき、 

お間違いがなければ【取引パスワード】【第３認証法】 
を入力し【確定】ボタンをクリックします。 
  

※取引パスワード/第3認証は住信SBIネット銀行より 
発行されたものになります。 

JFX 37 

住信SBIネット銀行の場合 

[2] 

[3] 

[1] 【WEB取引パスワード】を入力します。 

[2]  【第三認証方法】を入力します。 

   モバイルキーを使用される方は、 

   モバイルキーボタンをクリックします。 

[3]  【支払実行】ボタンをクリックします。 

[1] 
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住信SBIネット銀行の場合 

③入金依頼結果画面 

金融機関の振込処理が正常に完了すると、 

こちらの画面が表示されます。 

 

画面右上の×印を押して閉じてください。 



①イオン銀行の【契約者ＩＤ】・【ログインパスワード】を入力し、【ログイン】をクリックします。  

※重要・ご注意※ 
ご入金は、当社でご登録いただいている口座名義と同じでないと、 
お受けできません。 
取引システム上では、一旦、入金先取引口座に振り込まれますが、 

後ほど、お振込頂いた口座への組戻し等、返金の手続きを行っていただく
ことになります。 
（組戻し手数料はお客様のご負担になります。） 
クイック入金の際は、名義相違の無いよう、十分にご注意ください。 
 

金融機関を誤った場合や手続きを途中で中止したい場合は、必ず画面上
の「手続き中止」等のボタンで中止して下さい。画面右上の×ボタンは絶
対に使用しないで下さい。正しく処理できなくなります。 
操作途中に[×]でウインドウを閉じた場合、金融機関側での引き落としは
されているにもかかわらず正常に入金が反映されない場合がございます。 
 

一定時間画面を放置すると、金融機関側でエラーにする場合があります
ので、ご注意ください。 

金融機関によってサービス時間帯が決められております。サービス可能
時間帯にご利用下さい。 

各金融機関へのログインは、当該金融機関より発行されたオンライン口座
のIDやパスワードが必要です。 
事前にご用意ください。 
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イオン銀行の場合 



②あらかじめ利用端末として登録されていない端末からのログインの場合、【合言葉認証】画面が開きます。 

お客様の設定された合言葉を入力して下さい。【合言葉の入力】をした後、【次へ】をクリックします。  
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イオン銀行の場合 

※ご利用の端末が登録済みの端末の場合、この 

画面は出ませんので、次の手順へ進んで下さい。 



③【振込内容確認】画面が表示されますので、振込内容に間違いが無いか確認して下さい。  
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イオン銀行の場合 



④内容確認後、【確認番号入力】【取引パスワード】の入力をし、【振込】をクリックします。  
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イオン銀行の場合 

1 2 

「認証方式」は、お客さまにより異なりますのでご注意ください。 
下記①確認番号入力方式、または②ワンタイムパスワードの方式の認証項目をご入力いただき、「振込」ボタンを押下することで 
入金（振込）が完了いたします。 
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イオン銀行の場合 
⑤入金依頼結果画面 

金融機関の振込処理が正常に完了すると、こちらの画面が表示されます。 

画面右上の×印を押して閉じてください。 
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途中でお手続きをキャンセルした場合 

①各金融機関にログイン後、キャンセル等のボタン 

を押してお手続きを中止すると、左記の画面が 

表示されます。 

この画面がでることで正常に手続きが中止した 

ことが確認できます。 

 

この画面は右上の×印を押して閉じて下さい。 

②上記画面を閉じた後、左記の画面が残っております 

ので、こちらの画面は画面右上の×印を押して 

閉じて下さい。 


