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初期設定の流れ 

• ① 新システムログイン（初期設定） 

• ② ログインIDの取得 ※外為WEB契約者様は不要 

• ③ ログイン（マスターユーザ）  

• ④ トランザクション認証利用登録 

• ⑤ 利用者情報の登録 

• ⑥ 契約法人管理情報の変更 ※変更無い場合は不要 

• ⑦ ログイン（一般ユーザ） 

• 補足情報 
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① 新システムログイン（初期設定） 
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「インターネットバンキン
グ」を選択し、「ビジネス
インターネットバンキン
グ」をクリック。 

新システムログイン
（初期設定）をクリック。 



② ログインIDの取得（１） 
  （外為WEBご利用企業様は不要です） 
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ログインID取得をクリック 



② ログインIDの取得（２） 
  （外為WEBご利用企業様は不要です） 
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①ご契約の代表口座情報を入
力（代表口座は基本手数料を
引き落としている口座です） 

②ログインパスワード： 
現在の契約法人暗証番号 
③確認用パスワード： 
現在の契約法人確認暗証番号 
※詳しくは次ページをご覧ください。 



• ログインパスワード、確認用パスワードについて 

 

• ご利用中のビジネスインターネットバンキングの管理者様の「契約法人暗証番
号」「契約法人確認暗証番号」をご入力ください。 

 

 

 

 

• 契約法人暗証番号：ご利用中のインターネットバンキングの管理者の方がログオ
ンされる時に使用する8桁以上11桁以下の暗証番号です。 

• 契約法人確認暗証番号：管理者の方が「契約法人情報」や「利用者情報」等を設
定する際に、意思確認のために使用する4桁以上6桁以下の数字のみの確認暗
証番号です。 

• ご不明な場合は、暗証番号を再発行いたしますので、お取引店までお申出くださ
い。（お手続に、代表口座のお届け印、お通帳、管理者専用カード（契約法人ＩＤ
の分かるもの）が必要です） 
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現在 新システム

契約法人暗証番号 ログインパスワード

契約法人確認暗証番号 確認用パスワード
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最初のユーザ情報を入力。 
ここで入力した情報がマスターユーザの情報になりま
す。振込などの操作はできない管理用IDとなりますの
でご注意ください。 

利用者名 任意のお名前を入力 

メールアドレス 契約法人様のメールアドレスを入力 

ログインID 

任意の半角英数記号のIDを入力。 
現在利用中のIDと同じものも登録で
きます。 
ただし、他のお客様により登録されて
いるIDは、登録できません。新しいID
を、登録してください。 

新しいログインパスワード 
現在利用中の契約法人暗証番号と
同じパスワードは登録できません。別
のパスワードを登録してください。 

新しい確認用パスワード 
現在利用中の契約法人確認暗証番
号と同じパスワードは登録できません。
別のパスワードを登録してください。 

入力し、「次へ」をクリック 
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内容を確認し、登録をクリック 
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登録完了 
ログイン画面へ遷移 
 
※ログインID・ログインパスワード・

確認用パスワードはお忘れにならな
いようご注意ください。 
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前ページ（②）で登録したログイン
ID・ログインパスワードでログイン
（マスターユーザです） 

※外為ＷＥＢ契約者様はご登録
済のマスターユーザです。 
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トランザクション認証利用登録画面
が表示されます。 

別途郵送済のハードトークン（専用
端末）、同封のご利用ガイドをご準備
ください。 
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ハードトークン、および同封の
ご利用ガイドに沿って、ご入
力ください。 
 
※ハードトークンの操作 

・中央ボタンを長押し（２秒以
上）すると電源が入ります。 

・カメラを起動する場合は、右
ボタンをカメラが起動するまで
複数回押してください。 
 

シリアル番号、トークン認証コード
（12桁）を入力し、トークン認証を
クリック 
※すばやく操作してください。 
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・ハードトークンのカメラを起動し、二次元
コードを読み取ってください。 

・ハードトークンに表示される８桁の認証番
号を入力してください。入力が終わったら、
まずトークンの右ボタンをカメラに切り替わ
るまで何度か押下する。 
※再度カメラで読込む必要はありません。 

ハードトークン、および同封の
ご利用ガイドに沿って、ご入力
ください。 

登録完了チェックボックスをチェックし、認証確
認をクリック。※トークン右ボタンを押すよう
ポップアップ表示されるので「OK」を押します。 



14 

マスターユーザのトランザク
ション認証の設定が完了し、
トップページに遷移します。 
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通常の取引（照会、振込等）を行うため、
利用者（一般ユーザ）を登録します。 

管理メニューをクリック 
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利用者管理をクリック 
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利用者情報の管理をクリック 
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新規登録をクリック 
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ログインID 

任意の半角英数記号のIDを入力。 
現在利用中のIDと同じものも登録でき
ます。 
ただし、他のお客様により登録されてい
るIDは、登録できません。新しいIDを、
登録してください。 

ログインパスワード 

登録する利用者様の仮のログインパス
ワードです。ここで登録したパスワード
を継続して利用される場合は、「ログイ
ン時に強制変更する」のチェックを外し
てください。 

利用者名 任意のお名前を入力 

メールアドレス 
登録するご利用者様のメールアドレス
を入力 

管理者権限 

通常の取引（照会、振込等）を行う一般
ユーザを登録する場合は、「付与しな
い」を選択してください。 
※データ伝送等の「承認」を行うユーザ
は、一般ユーザです。管理者ユーザで
はありません。 

入力し、「次へ」をクリック 
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業務 内容 

明細照会 

残高照会 登録口座の残高を照会できます。 

入出金明細照会 
（ＡＮＳＥＲ）  

登録口座の入出金明細をリアルタイム
で照会できます。 

入出金明細照会 
（全銀） 

登録口座の入出金明細を全銀フォー
マットで照会できます。 

振込入金明細照会 
（ＡＮＳＥＲ） 

登録口座の振込入金明細をリアルタイ
ムで照会できます。 

振込入金明細照会 
（全銀） 

登録口座の振込入金明細を全銀
フォーマットで照会できます。 

資金移動 

振込振替 
振込・振替の依頼、振込先管理（登録
等）ができます。 

総合振込 
各業務の依頼、振込先等の管理がで
きます。 
※依頼（画面入力）：画面上で登録した
振込先等のデータの依頼ができます。 
※依頼（ファイル受付）：外部ファイル
（会計ソフト等）で作成したデータの依
頼ができます。 

給与・賞与振込 

口座振替 

集金代行 

地方税納付 

税金・各種料金 
の払込み 

税金・各種料金の払込み（ペイジー）が
できます。 

ご契約内容によっては、表示されない業
務があります。 
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業務 内容 

承認 

承認 

選択した各業務の承認（データ送信）がで
きます。 
※一般ユーザのうち、最低１名は権限を
付与してください。 

一般ファイル伝送 

サービス編集 

マルチファイル形式による各業務が利用
できます。利用される場合は、事前に当
行にお申出ください。 

総合振込 

給与振込 

賞与振込 

口座振替 

集金代行 

地方税納付 

入出金明細通知 

振込入金明細通知 

口座振替結果 

集金代行結果 

管理 

操作履歴照会 
他の利用者を含む全ての操作履歴照会
ができます。 

サービス連携 

外為取引 
外為ＷＥＢの取引ができます。別途お申
込が必要です。 

電子記録債権 
でんさいの取引ができます。別途お申込
が必要です。 

ご契約内容によっては、表示されない業
務があります。 

登録内容をチェックし、
「次へ」をクリック 
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利用可能口座 
登録する利用者の利用可能口座を選
択してください。 

限度額 

登録する利用者の各業務の１回あた
り限度額は、現状のものまたは当行
初期設定が入力されているので確認
して変更があれば修正してください。 

各内容をチェック・入力し、
登録をクリック 
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入力した内容が表示されます
ので、ご確認ください。 
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確認画面を一番下までスクロー
ルするとトランザクション認証入
力箇所が表示されます。 

手順③で登録したマスターユー
ザの確認用パスワードを入力。 

・トランザクション認証ハードトー
クンを起動し、二次元コードを読
み取ってください。 

・ハードトークンに表示される登
録情報を確認し、トランザクショ
ン認証番号を入力。 

認証番号等を入力し、 
実行をクリック 



⑤ 利用者情報の登録（１１） 
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登録が完了し、利用者登録結
果画面が表示されます。 

引続き別の利用者を登録する
場合は、画面をスクロールいた
だき、「利用者一覧へ」から新
規登録を行ってください。 
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現在利用中の契約法人の登録内容を移行しています。 
変更がない場合は、登録は不要です。 
 

【ご注意】個別振込手数料（先方負担手数料等）、口座メモ（コメント）を設定され
ているお客様は、現在の設定情報を移行しませんので、再設定をお願いします。 

管理メニューをクリック 
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契約法人管理をクリック 
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契約法人情報の変更を
クリック 
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現在利用中の契約法人の
登録内容が表示されますの
でご確認ください。 

変更される場合は、該当項
目を修正してください。 
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変更される場合は、該当項
目を修正し、変更をクリック。 
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変更内容を確認し、ログイン
しているユーザの確認用パ
スワードを入力し、実行をク
リック 
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変更結果が表示されま
すので、ご確認ください。 



33 

マスターユーザ（管理者様）
から通知されたID・パスワー
ドを入力してください。 

「⑤利用者情報の登録」で登録した利用
者でログインし、初期設定を行います。 
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・トランザクション認証が必要な取引
権限がある利用者の場合、登録画
面が表示されます。 

※権限がない場合、登録画面は表
示されません。 

・ハードトークン、同封のご利用ガイ
ド「2人目以降ご登録のお客様（一

般ユーザの場合）」をご確認のうえ
入力ください。 

・トークンを共有する場合は
「利用開始登録済トークン」
を選択してください。 

・未登録のトークンを利用す
る場合は新規トークンを選
択してください。 
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・ハードトークンのカメラを起動し、二次元
コードを読み取ってください。 

・ハードトークンに表示される８桁の認証番
号を入力してください。入力が終わったら、
まずトークンの右ボタンをカメラに切り替わ
るまで何度か押下する。 
※再度カメラで読込む必要はありません。 

ハードトークン、および同封の
ご利用ガイドに沿って、ご入力
ください。 

認証確認をクリック（共有する場合は、登録完
了のチェックはありません）。 
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一般ユーザが利用されるログインパス
ワード、確認用パスワードを入力して
下さい。 

※マスターユーザ（管理者）による利
用者の登録時に、「ログイン時に強制
変更する」のチェックを外した場合は、
ログインパスワードの欄は表示されま
せん。 

パスワード登録のことです。 

入力し実行をクリック。 
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結果画面が表示されるので確
認をクリック。 

一般ユーザ（利用者）初期設定が完了し、トップページ
に遷移します。 
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画面右上に、ログイン中の
ユーザ名が表示されます。 


