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＜個人インターネットバンキングでのメール通知パスワードご利用にあたっての説明事項＞

　平素は、個人インターネットバンキングのご利用誠にありがとう
ございます。
　個人インターネットバンキングは、平成２５年４月１５日から
　メール通知パスワードの運用を開始いたします。
　次の事項を確認の上、お取引をお願いいたします。

１．メール通知パスワードについて
　　（１）メール通知パスワードとは、お客様が事前に登録した
　　　　　Ｅメールアドレスに送信される使い捨てのパスワードの
　　　　　ことです。
　　（２）ご利用者は意思確認取引（振込振替等）時に従来の確
　　　　　認用パスワードとメール通知パスワードを入力すること
　　　　　で取引が可能になります。
　　（３）取引時に「確認用パスワード」と「メール通知パスワード
　　　　　」を入力することにより、不正利用の防止を強化するこ
　　　　　とができます。
　　（４）メール通知パスワードは、取引またはログアウトするこ
　　　　とで有効・無効をシステムで判断し、無効のパスワードを
　　　　入力しても取引が実行がされることはございません。

２．メール通知パスワードの登録について
　　　平成２５年４月１５日以降、次の場合、メール通知パスワ
　　　ード利用開始の登録画面が表示されます。
　　　（１）初期設定時
　　　（２）前回ログイン日時が平成２５年４月１４日以前で、今
　　　　　　回ログイン時にワンタイムパスワードをご利用でな
　　　　　　いお客様を対象
　
　　　※お客様は、Ｅメールアドレス等を登録していただくことで
　　　お手続は完了いたします。

３．メール通知パスワードのご利用について
　　（１）　Ｅメールアドレスを登録後、意思確認取引（振込振替等）
　　　　　 を行うボタンをクリックした直後にメール通知パスワード
           が送信された旨のチェックボックスが表示されます。
    （２） 登録したメールアドレスを確認し、メール通知パスワード
　　　　　を記憶します。
　　（３）振込実行等の画面にて確認用パスワードとメール通知
　　　　　パスワードを入力することで取引の実行が可能になり
　　　　　ます。
　　（４）送信先であるＥメールアドレスの変更もお客様自身で行うことも
　　　　　可能です。

４．その他
　　（１）メール通知パスワードをご利用のお客様でもワンタイムパス
　　　　ワードへ変更することが可能です。
　　（２）ワンタイムパスワードをご利用のお客様でもメール通知パス
　　　　ワードへ変更することが可能です。　　　　　　　　　以　上



手順手順手順手順

「メール通知パスワード」の運用手順

初期設定時の登録以外で次の場合に本操作を行います。
①当行がお客様のメール通知パスワードの利用解除を行なった場合
②前回ログイン日時が平成２５年４月１４日以前で今回ログイン時
　にワンタイムパスワードのご利用がないお客様

状況

福島銀行インターネットバンキングの「メール通知パスワードご利用マニュア
ル」をご準備下さい。

事前
１

今回のログイン時に利用開始登録を行います。１

振込振替等の実行ができました。

意思確認取引（振込振替等）で
確認用パスワードとメール通知パスワードを入力し、「実行」ボタンをクリッ
クします。

３

以後、インターネットバンキングのお取引（振込等）によっては、登録した
Ｅメールアドレスへメール通知パスワードが送信されます。

２



手順手順手順手順

「セレクトＥメールサービス」の運用手順

「福島銀行インターネットバンキング」の「メール通知パスワードご利用マ
ニュアル」をご準備下さい。

事前
１

インターネットバンキングメニューの「セレクトＥメールサービス」
のボタンをクリックします。
①第３または第４メールアドレスを指定し、
②次の取引の案内メールの中で必要なものを選択します。
（全てを選択することが可能です）
　（ア）ログイン
　（イ）お客様情報登録
　（ウ）振込・振替
　（エ）振込・振替限度額変更
　（オ）ワンタイムパスワード申請

１

メール通知パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリックします。２

登録した第３または第４メールアドレスへ選択した
取引のご案内に関するメールが届きます

確認用パスワードを入力後、「実行」ボタンをクリックします。３

セレクトＥメールサービスの登録が完了しました。４



手順手順手順手順

手順手順手順手順

「メール通知パスワードのＥメールアドレス変更」
の運用手順（パソコンからパソコンへ変更）

「福島銀行インターネットバンキング」の「メール通知パスワードご利用マ
ニュアル」をご準備下さい。

事前
１

インターネットバンキングのメニュー画面の
「メール通知パスワードの変更」ボタンをクリックします。１

変更後のメールアドレスを入力し、確認用パスワードと変更後のメール通知パ
スワードを入力後、実行ボタンをクリックします２

メール通知パスワードのメールアドレス変更が完了しました。

メール通知パスワードのメールアドレス変更が完了しました。

「福島銀行インターネットバンキング」の「メール通知パスワードご利用マ
ニュアル」をご準備下さい。

事前
１

「メール通知パスワードのメールアドレス変更」
の運用手順（パソコン＋携帯電話）

１ セレクトＥメールサービスの運用手続を行って下さい。

メール通知パスワードのＥメールアドレス変更」の運用手順を行います。２



１－１．利用開始登録

初期設定時の登録以外で次の場合に本操作を行います。
①当行がお客様のメール通知パスワードの利用解除を行った場合
②前回ログイン日時が平成２５年４月１４日以前で、今回ログイン時に
　　ワンタイムパスワードのご利用がない場合

（１）メール通知パスワードの利用開始登録

ア．「ログイン」の画面が表示
    されます。
　
イ．ログインＩＤとログインパス
    ワードを入力し、「ログイン
    」ボタンをクリックします。

1



１－１．利用開始登録

カ．「メール通知パスワードが
　　ご登録のメールアドレス
　　へ送信されました」との
　　ホップアップ画面が表示
　　されます。

キ．「ＯＫ」ボタンをクリック
　　します。

ウ．「メール通知パスワード利
    用開始」の画面が表示され
    ます。
　
エ．現在のメールアドレスが
     表示されますので、次の
     内容を入力後、「次へ」ボ
　　 タンをクリックします。
　　新しいメールアドレスを
　　入力します。
　　確認のため、もう一度、
　　メールアドレスを入力し
　　ます。

オ．「メール通知パスワード
　　情報の変更確認画面へ
　　」ボタンをクリックします。

■■■■■

■■■■■

2



ク．メール通知パスワード利用
　　開始（入力内容確認）の画
　　面が表示されます。

ケ．メールアドレスの内容を
　　確認後、確認用のチェッ
　　クボックスをクリックします。

コ．「確認用パスワード」を
　　入力します。

サ．送信日時と送信先メールア
     ドレスを確認し、メール通知
    パスワードを確認します。

シ．「メール通知パスワード」
　　　を入力します。

ス．「変更を確定する」ボタンを
　　クリックします。

１－１．利用開始登録

■■■■■

■■■■■
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チ．インターネットバンキング
　　のメニュー画面が表示され
　　ます。

ツ．取引を開始して下さい。

セ．ログイン（ワンタイムパスワ
    ード利用促進)の画面が表
　　示されます。

ソ．「申請しない」をクリック
　　します。

タ．「次へ」ボタンをクリック
　　します。

１－１．利用開始登録

■■

■■■■■

■■■■■
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ウ．振込（振込方法選択）の画
　　面が表示されます。

エ．引落口座が複数ある場合は
　　、口座を選択します。

オ．新規に振込先を指定する場
　　合は、「振込先を指定」ボタン
　　をクリックします。

１－２．メールパスワードの取引

本例では、メール通知パスワードでの振込について説明します。

ア．メニュー画面から振込･振替
　　のサービスボタンをクリックし
　　ます。

イ．「振込・振替」ボタンをクリック
　　します。
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カ．メール通知パスワードが
　　送信された旨のホップアップ
　　画面が表示されます。

キ．「ＯＫ」ボタンをクリックしま
　　す。

１－２．メールパスワードの取引

ク．振込（振込内容確認）の画
　　面が表示されます。

ケ．確認用パスワードを入力し
　　ます。

コ．「メール通知パスワード送
　　信先」表示している送信日
　　時・送信先メールアドレスを
　　確認します。

サ．メール通知パスワードを
　　入力します。

シ．内容を確認後、「確定する」
   ボタンをクリックします。

■■■■■

6



ス．振込（振込完了）の画面が
　　表示されます。

１－２．メールパスワードの取引
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１－３．セレクトＥメール

事前に登録した取引が行われた場合、第３・第４メールアドレスに案内のメールが届きます

ア．メニュー画面からご利用サー
　　ビスの変更をクリックします。

イ．「セレクトＥメールサービス」
　　のボタンをクリックします。

8



ウ．セレクトＥメールサービス
　　利用変更（変更内容入力）の
　　画面が表示されます。

エ．第３メールアドレスを入力し
　　ます。
　　※新しいメールアドレスに携
　　　　帯電話・スマートフォン等
　　　　のメールアドレスを入力
　　　　できます。
　
オ．該当があれば、第４メールア
　　ドレスへ入力します。

カ．「配信状況一覧」の該当取
　　引にレ点をクリックします。
    ①ログイン②お客様登録変更
　　③振込・振替
　　④振込・振替限度額変更
　　⑤ワンタイムパスワード申請

キ．送信日時と送信先メールア
     ドレスを確認し、メール通知
    パスワードを確認します。

ク．メール通知パスワードを入
　　力します。

ケ．「セレクトＥメールサービス
　　　利用の変更確認画面へ」
　　ボタンをクリック します。

１－３．セレクトＥメール

■■■■■

■■■■■
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１－３．セレクトＥメールサービス

コ．セレクトＥメールサーッビス
　　利用変更（変更内容確認）の
　　画面が表示されます。

サ．「確認用パスワード」を入力し
     ます。

シ．送信日時と送信先メールア
     ドレスを確認し、メール通知
    パスワードを確認します。

ス「メール通知パスワード」を入
    力します。

セ．「変更を確定する」ボタンをク
     リックします。■■■■■
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チ．「セレクトＥメールサービス
     メニュー画面」が表示され
    ます。

ツ．「トップページへ」ボタンをク
    リックします。

１－３．セレクトＥメールサービス

ソ．セレクトＥメールサービス利用
     変更（変更完了）の画面が表
     示されます。

タ．「セレクトＥメールサービスメ
     ニュー画面へ」ボタンをクリッ
     クします。

■■■■■

■■■■■
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１－４．メールアドレスの変更

（１）メール通知パスワード利用変更

メール通知パスワード用のメールアドレスをＡからＢへ変更する手続きについて説明します。

ア．インターネットバンキング
    のメニュー画面
　　が表示されます。
　
イ．「メール通知パスワード
    利用変更」ボタンをクリッ
    クします。

ウ．メール通知パスワードが
    登録のメールアドレスへ
    送信された」旨のホップア
    ップ画面が表示されます。

エ．「ＯＫ」ボタンをクリックし
    ます。
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１－４．メールアドレスの変更

（２）メール通知パスワード利用開始

オ．メール通知パスワード利用
    変更（変更内容入力）の画
　　面が表示されます。

カ．変更したいメールアドレスを
    ２回入力します。

キ．送信日時と送信先メールア
     ドレスを確認し、メール通知
    パスワードを確認します。
　　（現在の登録メールアドレス）

ク．「メール通知パスワードを
　　入力します。

ケ．「メール通知パスワード情
　　報の変更確認画面へ」ボ
　　タンをクリックします。

■■■■■

■■■■■
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コ．メール通知パスワード利用
　　変更（変更内容確認）の画
　　面が表示されます。

サ．変更後のアドレスにメール
　　通知パスワードが送信され
　　ます。

シ．確認用パスワードを入力
　　　します。

ス．送信日時と送信先メールア
     ドレスを確認し、メール通知
    パスワードを確認します。
    (新しい登録メールアドレス)

セ．メール通知パスワードを
　　入力します。

ソ．「変更を確定する」ボタ
　　ンをク リックします。

１－４．メールアドレスの変更

■■■■■
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タ．メール通知パスワード利用
　　変更（変更完了）の画面が
　　表示されます。

チ．「トップページへ」ボタンを
　　クリックします。

１－４．メールアドレスの変更

■■■■■
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事前事前事前事前にににに１１１１－－－－３３３３．．．．セレクトセレクトセレクトセレクトＥＥＥＥメールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスでででで第第第第３３３３またはまたはまたはまたは第第第第４４４４メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスのののの登録登録登録登録をををを
行行行行うううう必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。

ア．メニュー画面から「ご利用サ
    ー ビスの変更」をクリックし
　　ます。

イ． 「メ ール通知パスワード利
    用変更」ボタンをクリックしま
　　す。

メール通知パスワードが送信されるメールアドレスをＡに加えてＢも送信できる手続きについて
説明します。（例：Ａ・・・パソコンのＥメールアドレス・Ｂ・・・携帯電話のＥメールアドレス）

１－４．メールアドレスの変更
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１－４．メールアドレスの変更

ウ．メール通知パスワード利用変
　　更（変更内容入力）の画面が
　　表示されます。

エ．次の項目の入力が可能です。
　　①メールアドレス
　　　新しいメールアドレス
　　　（変更後）
　　　新しいメールアドレス
　　　（確認用）
　　　確認のため、もう一度入力
　　　します。
　　②第３メールアドレス
　　  利用する(携帯･スマーフォ
　　　ン用）のアドレスを登録す
　　　ることができます。
　　　新しい第３メールアドレス
　　　（変更後）
　　　新しい第３メールアドレス
　　　（確認用）

オ．送信日時と送信先メールア
     ドレスを確認し、メール通知
    パスワードを確認します。

カ．「メール通知パスワード」を
　　入力します。

キ．「メール通知パスワード情報
　　の変更確認画面へ」のボタン
　　をクリック します。
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ク．メール通知パスワード利用変
    更（変更内容確認）の画面が
    表示されます。

ケ．確認用パスワードを入力しま
    す。

コ．送信日時と送信先メールア
     ドレスを確認し、メール通知
    パスワードを確認します。

サ．メール通知パスワードを入
　　力します。

シ．「変更を確定する」ボタンを
　　クリックします。

１－４．メールアドレスの変更

■■■■■
■■■■■

■■■■■

■■■■■
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１－４．メールアドレスの変更

ス．メール通知パスワード（変
　　更完了）の画面が表示され
    ます。

セ．「トップページへ」のボタンを
    クリックします。

■■■■■
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