net純金積立〈G&Pプランナー〉システム移行のご案内
パンフレット／表4−表1

net 純金積立＜G&Pプランナー＞は

「田中貴金属の純金積立」に変わります

net純金積 立＜G&Pプランナー＞ホームページ
https://gp.tanaka.jp

本件に関するお問い合わせ

GPプランナー

0120-50-6334

検索

9:00 〜 17:00（土日祝・年末年始除く）

純金・プラチナ・銀は元本保証の商品ではありません。日々の価格変動によりご購入された価格を下回る場合があり
ます。また、一度成立した取引のキャンセルはできません。
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商品変更に伴う、サービス内容等の
変更について

平素は、
「 net純金積立＜G&Pプランナー＞」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
このたび、お客様へのサービス向上を目的として、現在ご利用いただいております「net純金積立
＜G&Pプランナー＞」を2019年5月4日（土）に「田中貴金属の純金積立」に変更させていただき
ます。
今回の商品変更に伴い、積立金額の引落し日の変更ならびに取引を含む全てのサービスを以下
の期間で停止させていただきます。お客様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解を
賜りますようお願い申し上げます。
■引落し日の変更

：毎月23日

「田中貴金属の純金積立」に変わります。
2019年4月27日
（土）
まで

2019年5月4日
（土）
から
毎月5日

※2019年6月の引落しから変更となります。

■サービス停止期間 ：2019年4月28日（日）0:00 〜 2019年5月4日（土）9:00
なお、2019年5月4日（土）以降は、
「 田中貴金属の純金積立」のログイン画面より、現在ご利用の

商品名：
「net純金積立＜G&Pプランナー＞」

「田中貴金属の純金積立」

商品名：

会員専用サイトが充実します。
お客様にお取引いただくマイページの操作性および視認性が高まります。

パソコンのほか、スマートフォンからの閲覧・操作が可能になります。
パソコン画面

スマートフォン画面

会員番号（ログインID）、ログインパスワードでログインいただけますが、ご不明の場合は所定の
手続きが必要となりますので、
この機会に今一度ご確認をお願いいたします。
※会員番号（ログインID）は、本書と同封のご挨拶状の右上部に記載があります。
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詳しくはP3をご覧ください

1口座（金・プラチナ・銀）の積立金額の合計が10,000円未満の場合の積立手数料がこれまで

よりおトクになります。

詳しくはP3をご覧ください

「G&Pプランナー」では、10,000円未満のスポット購入の場合、手数料をいただいており

ましたが、
「田中貴金属の純金積立」では、購入金額にかかわらず手数料が無料になります。

「金」
「 プラチナ」の現物での引出し内容が充実します。

詳しくはP4をご覧ください

お引出しいただける地金の種類（バーサイズ）が増えるほか、今までお引出しいただけなかった

コイン
（金貨・プラチナコイン）もお引出しいただけるようになります。

毎月の積立金額の引落し日が変更になります。

詳しくはP9をご覧ください

毎月の積立金額の引落し日を23日から5日に変更させていただきます。
※2019年6月の引落しから変更となります。

「預り金への振込口座」が変更になります。

詳しくはP10をご覧ください

スポット購 入 取 引をしていただく際に事 前にお振 込 み いただく振 込 先 口 座を変 更させて
いただきます。
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3

各種手数料について
Q1
A1

毎月の積立にかかる手数料率に変更はありますか。
2019年6月5日（水）の 引 落し代 金（2019年7月の 積 立 分）から以 下 の 表 のとおり
変更になります。
G＆Pプランナー

受取方法（引出し
（返却）
・等価交換）について
Q1
A1

田中貴金属の純金積立

「金・プラチナ」の
積立金額の合計
1,000 〜 2,000円
3,000 〜 9,000円
10,000 〜 29,000円
30,000 〜 49,000円
50,000円以上

「金・プラチナ・銀」の
積立金額の合計

手数料率
5.0%
3.5%
2.5%
2.0%
1.5%

金地金
2.5%

30,000 〜 49,000円
50,000円以上

2.0%
1.5%

プラチナ地金

金地金
プラチナ地金

金貨
プラチナコイン

「G&Pプランナー」では、10,000円未満のスポット購入の場合、手数料をいただいて
おりましたが、
「田中貴金属の純金積立」では、購入金額にかかわらずスポット購入

1取引あたり10,000円以上

Q3
A3

手数料率

売却代金等をご登録の金融機関口座に振込む際の振込手数料は、以下の通り変更に

なります。また、変 更 後 の 振 込 手 数 料は、2019年5月4日（土）以 降 のお取 引より

田中貴金属の純金積立

振込先
みずほ銀行
ゆうちょ銀行

一律

123円

ジャパンネット
銀行

一律

54円

その他の
金融機関

3

振込金額 振込手数料
3万円未満
216円
3万円以上
432円

3万円未満
3万円以上

540円
756円

振込先
ジャパンネット
銀行
その他の
金融機関

振込金額
一律
3万円未満
3万円以上

振込手数料
54円
172円
270円

※2019年3月現在。

種

類 プラチナ ウィーンコイン ハーモニー

サイズ 1オンス、1/2オンス、1/4オンス、1/10オンス
サイズ 1オンス

2019年5月4日（土）以降の引出しの際の手数料について
引出し方法によって、手数料が異なります。
・重量指定：引出し手数料以外に手数料はいただきません。
・バー指定：引出し手数料の他にバー指定手数料をいただきます。

振込手数料に変更はありますか。

G＆Pプランナー

類 ウィーン金貨ハーモニー、メイプルリーフ金貨

地金を引出す際は重量指定、または、バー指定の2つの方法からご選択いただけます。
・重量指定：バーサイズを指定しないで引出す。
・バー指定：バーサイズおよび本数を指定して引出す。

無料

※お客様の預り金残高に加算する場合は、無料です。

種

田中貴金属の純金積立（2019年5月4日（土）〜）
：

金額にかかわらず無料

適用いたします。

500g、100g、20g、10g、5g

G＆Pプランナー（〜 2019年4月27日（土））
：
バーサイズおよび本数を指定して引出し。

田中貴金属の純金積立

3.5%

1kg、500g、300g、200g、100g、50g、20g、10g、5g

■地金での引出し方法について

手数料は無料となります。

5.0%

500g、100g

金貨・プラチナコインの引出しも可能

かかりません。

スポット 1取引あたり1,000 〜 2,000円
購入
1取引あたり3,000 〜 9,000円

1kg、500g、300g、200g、100g

田中貴金属の純金積立（2019年5月4日（土）〜）

スポット購入に購入手数料はかかりますか。

「金」
「プラチナ」の合計購入金額

また、コインでのお引出しもできるようになります。

G＆Pプランナー（〜 2019年4月27日（土））

手数料率

1,000 〜 29,000円

G＆Pプランナー（〜2019年4月27日（土））

お引出しいただける地金の種類（バーサイズ）が増えます。
■引出しの種類・バーサイズについて

※上記積立手数料率が適用されるのは2019年
6月5日（水）の引落しからとなります。

Q2
A2

「 プラチナ」の引出し方法に変更はありますか。
預けている「金」

Q2
A2

等価交換方法に変更はありますか。
「G&Pプランナー」は、事前にインターネット上でご予約をお取りいただいておりま
したが、
「田中貴金属の純金積立」ではご予約は不要となります。店頭にてお取引を

いただく場合は、新たに「店頭利用カード」の発行が必要となります。店頭利用カード
の発行をご希望される場合は、以下の方法にてお申込みをお願いいたします。
店頭利用カードお申込方法（2019年5月4日（土）〜）
1

新しいログイン画面
（P7をご覧ください）
より、ログイン。

2

メニューバーの「会員情報照
会・変更」をクリックし、さらに
「店頭利用カード」をクリック。

3

店頭利用カード欄の「新規発
行 申 込」ボ タ ン をクリックし、
画面の説明に沿って申込み。

※「店頭利用カード」はお申込みから約2週間後にご登録の住所へお届けします。
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田中貴金属の純金積立
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3
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※2019年3月現在。

種
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G＆Pプランナー
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種

田中貴金属の純金積立（2019年5月4日（土）〜）
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田中貴金属の純金積立
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Q2
A2

「 プラチナ」の引出し方法に変更はありますか。
預けている「金」

Q2
A2

等価交換方法に変更はありますか。
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の発行をご希望される場合は、以下の方法にてお申込みをお願いいたします。
店頭利用カードお申込方法（2019年5月4日（土）〜）
1
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より、ログイン。

2
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会・変更」をクリックし、さらに
「店頭利用カード」をクリック。

3

店頭利用カード欄の「新規発
行 申 込」ボ タ ン をクリックし、
画面の説明に沿って申込み。

※「店頭利用カード」はお申込みから約2週間後にご登録の住所へお届けします。
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net純金積立〈G&Pプランナー〉システム移行のご案内
パンフレット／P5−6

4

毎月の積立について
Q1
A1
Q2
A2

毎月の積立および取引できる品種に変更はありますか。
今まで取り扱っていた「金」
「 プラチナ」に加え、新たに「銀」のお取引が可能になり

ます。

毎月1,000円（または2,000円）を積み立てていますが、
商品変更後は3,000円以上でないといけないのですか。
現 在、1品 種 あたり1,000円（または2,000円）で積 立をしていただいている場 合

は、そのままの金額でご継続していただけます。

但し、2019年5月4日(土)以 降に積立金額を変更する場合は、1品種あたり3,000

5

会員専用サイトについて
お客様情報等を「田中貴金属の純金積立」に引き継ぐためのシステム
移行を実施いたします。お客様には大変ご不便をお掛けいたしますが、
ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

Q3
A3

積立を休止することはできますか。
3品種（金・プラチナ・銀）の積立金額を「0円」に申し込んでいただくことにより積立を

5 月4 日（土）

4 月27 日（土）
24:00をもって
G&Pプランナー
サービス終了

円以上の設定のみとなります。3,000円未満の積立金額の設定はいただけません
ので、予めご了承ください。

2019年

2019年

Q1
A1

2019年4月28日（日）0:00 〜
2019年5月 4日（土）9:00

移行期間のためサービス停止

移行完了。
「田中貴金属の
純金積立」より
ログイン

いつまでG&Pプランナーにログインできるのですか。
「G&Pプランナー」は、2019年４月27日（土）24:00をもって、サービスを終了させて
いただきます。新しいシステムでのお取引は、移行完了後（5月4日（土）9:00）
「 田中
貴金属の純金積立」のログイン画面よりログインし、ご利用いただけます。

「休止」することができます。

本商品は、積立をしていただくサービスとなりますので、積立を休止される場合は、
別途口座を管理する費用（保管料含む）
として年に一度、口座管理料1,200円（税抜）

をいただきます。

また、6 ヶ月連続で積立がされなかった場合も積立が「休止」
となり、年に一度、口座
管理料1,200円（税抜）をいただきます。

G&Pプランナー ̲ログイン後画面（イメージ）

2019年4月27日（土）24:00をもって終了

田中貴金属の純金積立̲ログイン後画面（イメージ）

2019年5月4日（土）9:00よりご利用開始

「G&Pプランナー」および「田中貴金属の純金積立」のログイン方法につい
ては、次ページ（P7）をご確認ください。

Q2
A2
5

ログインする際の会員番号およびログインパスワードに変更は
ありますか。
ログインいただく際の会員番号およびログインパスワードに変更はありません。
※2019年5月4日（土）9:00以降、会員番号の名称をログインIDに変更させていただきます。
「田中貴金属の純金積立」のログイン画面のログインID欄に現在の会員番号をご入力ください。
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をいただきます。
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5
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5

5

会員専用サイトについて
Q3
A3

Q4

ログイン方法は変わりますか。
誠に恐れ入りますが、システムの移行に伴い、ログイン画面を以下の通り変更させて

いただきます。なお、新しいログイン画面からのログインは、2019年5月4日（土）
より

ご利用いただけます。

G&Pプランナーのログイン方法

会員専用サイトについて

A4

会員番号をお忘れの場合

今 回お送りした挨拶状の右上にお客様の「会員番号（商品変更後はログインIDに名称が

変わります）」を記載しておりますのでご確認ください。

※2019年4月27日（土）24:00まで

ログインパスワードをお忘れの場合

①インターネットで「GPプランナー」と検索。
②検索結果の「TANAKAのG＆Pプランナー net純金積立（https://gp.tanaka.jp）」
を
クリック。
③G＆Pプランナーサイトの左側の「ログイン」ボタンをクリックするとログイン画面が
開きます。MZまたはJZからはじまる会員番号とG&Pプランナーでご登録している、
ログインパスワードを入力後、ログインしてください。
G&Pプランナーサイト

G&Pプランナーの会員番号またはログインパスワードが
わからなくなってしまったのですが。

「 仮パスワード発行依頼書」にご記入のうえ、ご返送いただきますと会員専用事務センター

より仮パスワードをご登録住所宛に郵送いたします。
「仮パスワード発行依頼書」は、G&Pプランナーサイトのログインボタンの下にある「ログ
インパスワード等をお忘れの方はこちら」よりご請求をお願いいたします。

https://gp.tanaka.jp

ログイン画面

Q5
A5

GPプランナー 検 索

サービス利用時間に変更はありますか。
日曜日のお取引時間が長くなるほか、残高照会は原則24時間可能となります。
詳しくは以下の表をご確認ください。
サービス内容

田中貴金属の純金積立のログイン方法

G＆P
プランナー

※2019年5月4日（土）9:00 〜

（〜2019年
）
4月27日
（土）

①インターネットで「田中貴金属の純金積立」
と検索。
②検索結果の「田中貴金属の純金積立（https://tt.tanaka.jp）」をクリック。
③田中貴金属の純金積立サイトの「ご契約中のお客様」の「会員ページログイン」を
クリックするとログイン画 面 が 開きます。MZまたはJZからはじまる会 員 番 号（商
品変更後は、ログインIDに名称が変わります）とG&Pプランナーでご登録している
ログインパスワードを入力後、ログインしてください。
現在、ログインの際に利用されている会員番号、ログインパスワードはそのままご利用
いただけます。
田中貴金属の純金積立サイト

ログイン画面

田中貴金属の
純金積立

（ 2019年
5月4日
（土）
〜）

スマートフォン
から
アクセスする
場合

7

ログイン画面

9:30 〜 24:00 7:00 〜 20:00 9:30 〜 20:00

7:00 〜 24:00 7:00 〜 20:00 7:00 〜 20:00

サービス内容

パソコンから
アクセスする
場合

田中貴金属の純金積立サイト

スポット購入（即時購入）
売却（現金化）
お引出し
（返却）
残高照会
登録情報の照会／変更
積立金額の変更
解約
預り金の引出し

ご利用可能時間帯
月曜〜土曜
日曜
月末最終営業日
祝日（日曜除く）

Q6
A6

スポット購入（即時購入）
売却（現金化）
お引出し
（返却）
預り金の引出し
残高照会
登録情報の照会
登録情報の変更
積立金額の変更
解約

ご利用可能時間帯
月末最終営業日
月末最終営業日以外
9:30 〜 24:00

9:30 〜 22:00

原則24時間

※システムメンテナンス時間を除く

2:00 〜 24:00

2:00 〜 22:00

利用できるOSやブラウザに変更はありますか。
Windowsのほか、Macでもご利用いただけるようになります。

また、スマートフォンの照会・操作も可能になります。
OS

ブラウザ
Microsoft Edge
パソコン
Windows Microsoft Internet Explorer 11
画面
Chrome
Mac
Safari
※画面解像度は1336×768ピクセル以上をご利用ください。
※Microsoft Edge、Chrome、Safariは最新バージョンをご利用ください。

OS

スマートフォン
画面

iOS（10,11,12）

ブラウザ
標準
ブラウザ

Android 4.4.2, 5.02, 標準
6.0, 7.0, 8.0 ブラウザ

8
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売却（現金化）
お引出し
（返却）
預り金の引出し
残高照会
登録情報の照会
登録情報の変更
積立金額の変更
解約

ご利用可能時間帯
月末最終営業日
月末最終営業日以外
9:30 〜 24:00

9:30 〜 22:00

原則24時間

※システムメンテナンス時間を除く

2:00 〜 24:00

2:00 〜 22:00

利用できるOSやブラウザに変更はありますか。
Windowsのほか、Macでもご利用いただけるようになります。

また、スマートフォンの照会・操作も可能になります。
OS

ブラウザ
Microsoft Edge
パソコン
Windows Microsoft Internet Explorer 11
画面
Chrome
Mac
Safari
※画面解像度は1336×768ピクセル以上をご利用ください。
※Microsoft Edge、Chrome、Safariは最新バージョンをご利用ください。

OS

スマートフォン
画面

iOS（10,11,12）

ブラウザ
標準
ブラウザ

Android 4.4.2, 5.02, 標準
6.0, 7.0, 8.0 ブラウザ
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net純金積立〈G&Pプランナー〉システム移行のご案内
パンフレット／P9−10

6

毎月の積立金額の引落し日等の変更について
商品変更に伴い、以下の通り、引落し日を変更させていただきます。何卒ご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。

●引落し日について

スポット購入・ご利用可能な預り金について
Q1
A1

： 毎月23日

G&Pプランナーの引落し日

7

田中貴金属の純金積立の引落し日： 毎月 5日

申し上げます。

なお、預り金に残高がある場合は、
「田中貴金属の純金積立」の預り金としてそのまま

2019年5月

2019年6月

2019年7月

5日

5日

23日

23日

5月分の積立代金を

6月分の積立代金を

7月分の積立代金を

8月分の積立代金を

4月積立購入

5月積立購入

6月積立購入

7月積立購入

Q1
A1

「お客様専用の預り金への振込口座」を変更させていただきます。
いたします。お客様にはお手数をお掛けいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い

今後の引落しスケジュール

4月23日
引落し

スポット購入取引等を行う際に購入代金を事前にお振込みをしていただく
誠に恐れ入りますが、2019年5月4日（土）以降に、以下の方法にてご確認をお願い

※金融機関休業日の場合は翌営業日

2019年4月

スポット購入代金を事前に振込む「預り金への振込口座」は
変わりますか。

5月23日
引落し

6月5日
引落し

引き継ぎいたします。

「お客様専用の預り金への振込口座」ご確認方法（2019年5月4日（土）〜）
1

7月5日
引落し

引落し日は今後、毎月5日になるということですか。
誠に恐れ入りますが、引落し日を2019年6月より5日に変更させていただきます。
6月以降、引落し日が早まるため、ご登録の金融機関に事前に積立代金のご用意を

Q2
A2

商 品 変 更 後 の 新しい
ロ グ イ ン 画 面（ P 7を
ご 覧 くだ さ い ）より、
ログイン。

2

メニューバーの「会員
情 報 照 会・変 更」をク
リックし、
「会 員 情 報」
をクリック。

3

会 員 情 報 照 会 画 面 の「お 客 様 専
用 の 預り金 へ の 振 込 口 座」欄 に
記載がありますので、そちらにて
ご確認をお願いいたします。

現在の「預り金への振込口座」はいつまで使用できますか。
現 在ご 利 用 いただいております「預り金 へ の 振 込 口 座」は、2019年4月26日（金）
15:00までに弊社にて入金の確認ができた場合、お客様の預り金としてお預りさせて
いただきます。2019年4月26日（金）15:00以降のお振込みは承ることができかね

ますのでご注意ください。

お願いいたします。

Q2
A2

引落しを行う収納代行会社に変更はありますか。
ジャパンネット銀行コース（JZからはじまる会員番号）の会員様は、ジャパンネット
銀行より口座振替をしておりますが、2019年6月5日（水）の口座振替分から、SMBC

ファイナンスサービス株式会社を収納代行会社に指定し、口座振替を代行する方式
に変更させていただきます。

通常金融機関コース（MZからはじまる会員番号）の会員様は、収納代行会社に変更

はありません。

「お客様専用の預り金への振込口座」
とは･･･
スポット購入取引を行う際に購入代金を事前にお振込みしていただく必要があり、お客
様1人1人に割り当てさせていただいたお客様専用の振込先口座となります。

お振込みいただき弊社にて入金を確認後、お客様の預り金として弊社でお預りさせて
いただき、スポット購入をされる際はその預り金残高の範囲内でスポット購入取引が
可能です。
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net 純金積立＜G&Pプランナー＞は

「田中貴金属の純金積立」に変わります

net純金積 立＜G&Pプランナー＞ホームページ
https://gp.tanaka.jp

本件に関するお問い合わせ

GPプランナー

0120-50-6334

検索

9:00 〜 17:00（土日祝・年末年始除く）

純金・プラチナ・銀は元本保証の商品ではありません。日々の価格変動によりご購入された価格を下回る場合があり
ます。また、一度成立した取引のキャンセルはできません。

