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最近、他行でインターネットバンキングの画面に不正なポップアップ画面が表示される事件が発生してい
ます。
************************************************************************************
１１１１．．．．当行当行当行当行はははは、、、、ログインログインログインログイン及及及及びびびび振込実行等振込実行等振込実行等振込実行等（（（（パスワードパスワードパスワードパスワード変更画面変更画面変更画面変更画面もももも含含含含むむむむ））））のののの取引以外取引以外取引以外取引以外におにおにおにお客様客様客様客様へへへへパスワードパスワードパスワードパスワード
　　　　　　　　等等等等のののの入力入力入力入力をををを要求要求要求要求することはすることはすることはすることは決決決決してございませんしてございませんしてございませんしてございません。。。。
************************************************************************************
２２２２．「．「．「．「確認確認確認確認のためのごのためのごのためのごのためのご入力入力入力入力」」」」またはまたはまたはまたは「「「「変更画面変更画面変更画面変更画面にににに入力入力入力入力」」」」とととと要求要求要求要求するするするする画面画面画面画面がががが表示表示表示表示されてもされてもされてもされても入力入力入力入力をををを行行行行わないわないわないわない
　　　　　　　　でででで下下下下さいさいさいさい。。。。
************************************************************************************
３３３３．．．．当行当行当行当行ののののインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングのののの追加認証入力画面追加認証入力画面追加認証入力画面追加認証入力画面はははは、、、、おおおお客様客様客様客様がががが次次次次のののの場合以外場合以外場合以外場合以外にはにはにはには行行行行いませんいませんいませんいません。。。。
    ① インターネットバンキングの初期登録を行う場合
    ② インターネットバンキングのパスワード登録を再度行う場合
       （お客様が当行へパスワードの変更依頼を行っていることが前提となります。）
    ③ インターネットバンキングへのログインが通常と相違している場合
************************************************************************************

　　　インターネットバンキングサポートセンター
　　　ＴＥＬ：０１２０－５５－２９４０
　　　ＦＡＸ：０２４－５２８－５７３７
　　　（一般的照会対応：平日（月～金）：９：００～１７：００）
　　　（緊急時被害対応：２４時間対応）

   平素は、個人インターネットバンキングのご利用いただき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１２月１６日（月）より、「見やすさ」と
「使いやすさ」の向上を目的に画面を一新し、画面レイアウト、ボタン配置、操作性を
改善するとともに、より便利にご利用できるようリニューアルいたしました。
　つきましては、 この度、パソコン利用者向けの操作マニュルを制定いたしました。
ご利用のお客様には本操作マニュルを活用していただければ幸いです。

これからも全力で取組んでいきますので、福島銀行をよろしくお願いいたします。

【個人インターネットバンキングでご利用のお客様へ】

　　　　  ２．不正な画面が表示される事件について

　　　　  １．ごあいさつ



手順手順手順手順

「初期設定」の登録手順

「福島銀行インターネットバンキング」の「操作マニュアル」をご準備下さ
い。

事前
１

ログインＩＤを取得する２

ログインＩＤと仮パスワードでログイン３

初期設定が終了しました。
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。

＜サービス開始登録＞
①パスワードの強制変更
　（ア）ログインパスワード
　（イ）確認用パスワード
②メールアドレス・振込振替の利用限度額登録・ワンタイムパスワード申請

５

追加認証情報登録４

＜お客様情報入力＞
①代表口座番号
②仮ログインパスワード・③仮確認用パスワードを入力

１

「初期設定」の登録手順

「福島銀行インターネットバンキング」の「操作マニュアル」をご準備下さ
い。

事前
１

ログインＩＤを取得する２

ログインＩＤと仮パスワードでログイン３

初期設定が終了しました。
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。

＜サービス開始登録＞
①パスワードの強制変更
　（ア）ログインパスワード
　（イ）確認用パスワード
②メールアドレス・振込振替の利用限度額登録・ワンタイムパスワード申請

５

追加認証情報登録４

＜お客様情報入力＞
①代表口座番号
②仮ログインパスワード・③仮確認用パスワードを入力

１



リスクベース認証の追加認証の回答用記録用紙

　　　　　　 様用

質問１

選択肢１ 大事な・大好きな人 父 母 ペット

回答１

質問２

選択肢２ 果物 飲み物 花

回答２

質問３

選択肢３ 最初に買ったもの 今後欲しいもの 現在所有しているもの

回答３

誕生日（全角で最大１６文字まで登録が可能です）

好きなもの（全角で最大１６文字まで登録が可能です）

車の名前（全角で最大１６文字まで登録が可能です）



リスクベース認証の追加認証の回答用記録用紙

　　　　　　 様用

質問１

選択肢１ 大事な・大好きな人 父 母 ペット

回答１ 昭和５年１月２２日

質問２

選択肢２ 果物 飲み物 花

回答２ ビール

質問３

選択肢３ 最初に買ったもの 今後欲しいもの 現在所有しているもの

回答３ インテグラ

好きなもの（全角で最大１６文字まで登録が可能です）

車の名前（全角で最大１６文字まで登録が可能です）

＜追加認証登録の記入例＞

誕生日（全角で最大１６文字まで登録が可能です）

質問に対する回答は、選
択肢の中から１つしか登
録できません。
質問１～３の全ての回答
を全角で１つずづ登録す
る必要があります。

質問に対する回答は、選
択肢の中から１つしか登
録できません。
質問１～３の全ての回答
を全角で１つずづ登録す
る必要があります。



●照会・振替振込サービス

※振込振替の予約は１４日先まで可能です。 （振込指定日・・・自行宛は営業日と　
　 休日の指定が可能です。他行宛は営業日のみの指定となります。）
※1月1日～1月3日まではご利用になれません。

8：45～翌8：45・・・一定時点 同左

３万円以上

月額基本手数料

振込振替手数料

当日

他店あて

４３２円３万円未満

自行宛
0：00～6：00・・・当日予約
6：00～23：50・・・ﾘｱﾙﾀｲﾑ
23：50以降・・・取扱不可

他行宛
0：00～8：45・・・当日予約
8：45～15：00・・・ﾘｱﾙﾀｲﾑ
15：00以降・・・取扱不可

他金融機関あて
同一店内

利用金額
福島銀行

無料 １０８円

サービス内容

残高照会

休日平日

6：00～23：50・・・ﾘｱﾙﾀｲﾑ
23：50～翌6：00・・・一定時点

同左

１－１．サービスのご案内

１．ご利用いただけるサービス

残高照会 事前にお申込いただいた口座の残高（現在残高）が照会できます

入出金明細照会 当日を含め前々月分までの入出金取引が照会できます。

振込振替

入出金明細照会

同一店内の同一名義口座への振替及び当行の本支店や他金融機関への
振込ができます。当日および予約扱いの振込・振替が可能です
（詳細は２．ご利用いただける時間を参照願います）

都度指定方式
お客様が任意の預金口座への、振込振替がリアルタイムで行えます。
また、振込振替の予約も可能です。
１日（１回）当りの最大ご利用限度額は２００万円です

依頼内容照会・取消
（振込振替）

ご依頼内容の一覧表示、明細照会ができます。
また、振込・振替依頼の取消は、予約分のみ可能です。

２．ご利用いただける時間

0円

予約

※一定時点とはおよそ次の時刻となります
　平日および休日　６：００～２３：３０まで３０分毎

振込振替

自行宛
同左

他行宛
取扱不可

無料 ３２４円 ６４８円

8：45～翌8:45・・・予約 同左

照会・振込振替サービス 0円

３．ご利用手数料

（税込み）

契約手数料
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１－１．サービスのご案内

「ログインＩＤ」および「ログインパスワード」により本人認証を行う方式です。

４．ログイン認証方式

ログイン認証方式はＩＤパスワード方式です。

 2 



ことがない様に、またお忘れにならないようにご注意ください。なお、定期的にパスワードを

変更していただくとより安全性が高まります。

ます。

■ログインＩＤ、パスワード等の管理について

１－２．セキュリティについて

お客様がご本人であることを確認するための重要な情報です。これらは、第三者に知られる

■128ビットSSL（Secure Socket Layer）暗号化方式

■取引のご確認

　　ご依頼いただいたお取引の受付確認や処理結果等の重要なご通知やご案内をスピー

ディに電子メールでご案内いたします。お客様が振込振替等のお取引を実施したにもかか

（ブラウザ上の「×」ボタンは押さないでください。）

わらず受付確認メールを受信しない場合、またはお心当たりのない電子メールが届いた場

合は「福島銀行　インタネットバンキングサポートセンター」までご連絡ください。

■画面移動および終了時

なお、「照会・振込振替サービス」が３分で自動ログアウトとなります。

ータ通信について、本サービスを安心してご利用していただけるよう、米国ベリサイン社による

  ＜ふくぎん＞インターネットバンキングでは、お客様のパソコンと当行のコンピュータ間のデ

最新式の暗号化技術の128 ビットSSL 暗号化方式を採用し、情報の盗聴・書換え等を防止し

　　「ログインＩＤ」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「リスクベース認証の登録回答」

■自動ログアウト機能について

 　 ボタン操作を一定時間行わない場合は、セキュリティを保つために自動的にログアウトす

るようになっています。

  ブラウザ上の「戻る」、「進む」ボタンは使用しないでください。また、終了するときは、

画面上の「ログアウト」ボタンを押してください。
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個人ＩＢにおけるＯＳ・ブラウザの動作確認状況
（平成２８年１月現在）

※　ＰＤＦファイル参照はＡｄｏｂｅ　Ｒｅａｄｅｒ１１、ＤＣ（Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＶｉｓｔａはＡｄｏｂｅ　Ｒｅａｄｅｒ１０）の
　ご利用を前提事項とさせて頂きます。

*1　最新版のＦｉｒｅｆｏｘにて動作確認しております。

*2　Ｗｉｎｄｏｗｓ８．１以降についてはデスクトップモードにて動作確認しております。

*4　Firefox19に搭載されているビューアでは、一部のＰＤＦファイルの表示が崩れる事象が発生
　　することを確認しております。ＰＤＦファイルを参照する際には、Adobe Readerで表示する設定
　　を切替えてご利用ください。

*5　ＰＤＦファイルを参照する際に「拡張保護モードを無効にしてコントロールを実行しますか？」
　　 のダイアログが表示された場合、必ず「ＯＫ」をクリックしていただき、内容を十分にご確認
　　のうえ、次のお手続きにお進みください。

ＷｉｎｄｏｗｓＶＩＳＴＡ

Ｗｉｎｄｏｗｓ７
Fireｆｏｘ*1

１－３．動作環境について

ＩＥ９

○

対象ＯＳ 対応状況対象ブラウザ

Ｍａｃ

○

Fireｆｏｘ*1

Fireｆｏｘ*1

○

○ＩＥ１１*3

○

○

Ｓａｆａｒｉ９．０

Fireｆｏｘ*1

ＭａｃＯＳ　Ｘ（10．10）
Ｓａｆａｒｉ８．０

Fireｆｏｘ*1

○

○

○
ＭａｃＯＳ　Ｘ（10．１１）

○

○

Ｗｉｎｄｏｗｓ８．1*2

○

ＩＥ１１*3

Ｗｉｎｄｏｗｓ１０*2

ＩＥ１１

Fireｆｏｘ*1

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Edge ○
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お手続きの準備として ① ②
①「福銀インターネットバンキング利用申込書（お客様控）
②「ご利用開始のお知らせ」
　　をお手元にご準備下さい。
※※※※　　　　受信受信受信受信メールメールメールメールににににドメインドメインドメインドメイン指定指定指定指定をををを行行行行いいいい、、、、受信受信受信受信のののの制限制限制限制限をををを行行行行なっているなっているなっているなっている場合場合場合場合はははは、、、、
webcenterwebcenterwebcenterwebcenter....anseranseranseranser....orororor....jpjpjpjpののののメールメールメールメールをををを受信受信受信受信できるようできるようできるようできるよう設定設定設定設定をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。　。　。　。　

追

２－１．初期設定の方法

パソコンで「福銀インターネットバンキング」をご利用いただくには、「ログインＩＤ」の取得等
の初期設定をお願いいたします。

ア．福島銀行のホームページへアクセス
　　　します。

イ．トップメニュー画面の「個人インター
　　ネットバンキング」ボタンをクリックし
　　ます。

ウ．「ログイン」ボタンをクリックします。

エ．ログイン画面が表示されます。

オ．「ＩＤ取得」ボタンをクリックします。
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２－１．初期設定の方法

カ．ログインＩＤ取得（お客様情報入力）画
   面が表示されます。

キ．次の項目を入力します。
　　①支店番号（半角３桁）
　　②口座番号（半角７桁）
　　　　※ただし、７桁に満たない場合は、
　　　　　左に０を入れて下さい。
　　　　　例）0012345
　　③ログインパスワード
　　　利用申込書へ記入した仮のログイン
　　　パスワードを入力します。
　　　例）12345ａ
　　　入力完了後、「入力確定」ボタンを
　　　クリックします。
　　④確認用
　　　 利用申込書へ記入した仮のログイン
　　　 パスワードを入力します。
　　　 例）12345b
　　　 入力完了後、「入力確定」ボタンを
　　　 クリックします。

ク．「次へ」ボタンをクリックします。
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ケ．ログインＩＤ取得（登録情報入力）の
    画面が表示されます。

コ．決めたログインＩＤを入力します。
　　確認のため、同じログインＩＤをもう一
    度入力します。

サ．「ＩＤ登録実行」ボタンをクリックします。

シ．ログインＩＤ取得（登録完了）の画面
    が表示されます。ログインＩＤが表示
    されますので、その内容を確認します。

ス．「引き続きお客様情報登録を行う」
    ボタンをクリックします。

セ．ログイン画面が表示されます。

ソ．次の項目を入力します。
　　①ログインＩＤ
　　②ログインパスワード
　　　利用申込書へ記入した仮のログイン
　　　パスワードを入力します。
　　　例）12345ａ
　　　入力完了後、「ログイン」ボタンを
　　　クリックします。

２－１．初期設定の方法
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２－１．初期設定の方法

タ．ログイン（追加認証登録）の画面が
表示されます。

質問２：好きなもの
①果物　②飲み物　③花

質問１～３までの３つ全て下記選択肢で
の回答欄へ全角（最大１６文字まで）で
入力して下さい。

質問１：誕生日
①大事な・大好きな人　②父　③母
④ペット

質問３：車の名前
①最初に買ったもの　②今後欲しいもの
③現在所有しているもの

チ．画面下の注記を確認後、「確認しま
　　した」のチェックボックスを選択後、
　　「登録を確定する」ボタン をクリックし
　　、登録完了です。
　　（注記：次回ログイン時、回答が認証
             に必要となる場合がございま
　　　　　　　す。
             回答内容をご確認の上、チェッ
             クボックスを選択後、登録を確
　　　　　　定するボタンをクリックして下さ
　　　　　　い。）

ツ．サービス開始登録（パスワード変更）
　　の画面ガ表示されます。
　
テ．次のパスワードを入力後、「変更を確
　　定する」ボタンをクリックします。
　　パスワードは半角英数字６桁～１２桁
　　です。（。（。（。（必必必必ずずずず英字英字英字英字をををを１１１１文字以上使用文字以上使用文字以上使用文字以上使用しししし
　　　　　　　　てててて下下下下さいさいさいさい））））
　　①現在のログインパスワード
　　　（既に携帯をご利用中の方）
　　　現在利用中のログインパスワード
　　　（携帯のご利用がない方）
　　　利用申込書へ記入したパスワード
　　　（例：12345a)
    ②新しいログインパスワードを２回入力
　　　　します。
　　＜確認用パスワードとは＞
　　　　お振込や登録内容変更の際に必要
　　　　となるパスワードです。
　　③現在の確認用パスワード
　　　（既に携帯をご利用中の方）
　　　現在利用中の確認用パスワード
　　　（携帯のご利用がない方）
　　　利用申込書へ記入したパスワード
　　　（例：12345ｂ)
    ④新しい確認用パスワードを２回入力
　　　　します。

ト．「変更を確定する」ボタンをクリックし
　　ます。
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ナ．サービス開始登録（お客様情報入力）
　　の画面が表示されます。

ニ．次の項目を入力します。
　　①メールアドレス（Ｅ－ｍａｉｌ）
　　　　確認のため、もう一度同じものを
　　　　入力します。
　　②連絡先電話番号
　　③一日あたりの限度額
　　　　（万円単位で上限は２００）

ヌ．「申請しない」をクリックします。
　　ワンタイムパスワード携帯電話でご利
　　用の方は初期設定完了後にメニュー
    画面の「各種・お申込手続き」-「ワン
    タイムパスワード申請」ボタンをクリッ
    クして下さい。
　　ワンタイムパスワードをスマートフォン
   でご利用の方はスマートフォンの設定
   を行って下さい。
　　（ワンタイムパスワードご利用マニュ
     アルの携帯電話編・スマートフォン
    編を参照願います。）

ネ．「確認画面へ」ボタンをクリックします。

２－１．初期設定の方法
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２－１．初期設定の方法

ノ．サービス開始登録（入力内容確認）の
　　画面が表示されます。

ハ．ご注意
　　・次の内容を確認後、「確認しました」
      のチェックボックスをクリックします。
　　※上記メールアドレスに対し、メール
       通知パスワードガ開始されます。
　　　　再度、メールアドレスにお間違え
        がないかご確認の上、確認用チ
        ェックボックスを選択し、「登録を
       確定する」ボタンを押して下さい。

ヒ．確認用パスワードを入力後、「登録
     を確定する」ボタンをクリックします。
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.

フ．サービス開始登録（お客様情報完了）
    の画面が表示されます。

へ．内容を確認後、「次へ」ボタンをクリッ
    クします。

ホ．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。
　
      ※取引を開始して下さい。

２－１．初期設定の方法

■■■■

■■■■■

■■■■■

■■■■

■■■■■

■■■■■
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２－２．ログインの方法

ア．ログインＩＤをキーボードから入力
    します。（例ではFUKU01と入力）

イ．ログインパスワードを入力します。

ウ．「ログイン」ボタンをクリックします。

キ．ワンタイムパスワードご利用の
　　お客様にはログイン（ワンタイム
　　パスワード認証）の画面が表示
　　され、パスワードを入力後、
　　「次へ」ボタンをクリックします。

エ．ワンタイムパスワードの未用
　　者のお客様へログイン（ワン
　　タイムパスワード利用促進）
　　の画面が表示されます。

オ．申請するか申請しないのいず
　　　れかをクリック後、「次へ」ボタ
　　　ンをクリックします。
　
カ．「申請する」にするとワンタイム
　　パスワードの申請画面に誘導さ
　　れます。（ホームページ掲載のワ
　　ンタイムパスワードご利用マニュ
　　アルをご参照下さい。）
　　「申請しない」にするとメニュー
　　画面が表示されます。
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２－２．ログインの方法

ク．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。

ケ．取引を行って下さい。

■■■■■

■■■■■

■■■

■■■■■

■■■■■

■■■

 13 



２－３．メニュー画面について

＜サービスボタンの説明＞
(1)ホーム・・・銀行からのお知らせ等の情報を画面に表示します。
(2)口座情報・・・・・・・登録口座の照会を行うことができます。（第３章に記載）
　①リアルタイム残高照会
  ②入出金明細照会
(3)振込・振替・・・・・・選択口座から出金し、振込・振替を行う（第４章に記載）
　　①振込・振替②振込振替先の削除③振込・振替のご依頼内容照会・取消
　　④振込・振替限度額変更
(4)定期預金・・・定期預金に関する取引を行うことができます。
　　①定期預金預入
　　②定期預金払出
(5)各種お申込・手続き
　　①住所変更②公共料金口座振替（ＮＨＫ・電話（ＮＴＴ東日本等）・電気（東北電力等））
　　③ワンタイムパスワード申請
　　④ご依頼内容照会・取消（次の依頼の照会と取消が可能）
　　　（ア）定期預金預入（イ）定期預金払出（ウ）住所変更（エ）公共料金口座振替
(6)ご利用サービスの変更
　　①パスワード変更②お客様登録情報変更③セレクトＥメールサービス
　　④ログインＩＤ変更⑤メール通知パスワード利用変更
(7)ログアウト・・・・・・・・・・・・インターネットバンキングを終了する際にクリックします。

(１) (２) (３) (４) (５) (６)

(７)

■■■■■

■■■■■

■■■■■

(１) (２) (３) (４) (５) (６)

(７)

■■■■■

■■■■■

■■■■■
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２－３．メニュー画面について
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３－３．メニュー画面について
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２－４．初期設定完了後にパスワード等を失念した場合について

インターネットバンキングの初期設定完了後にパスワードか追加認証を失念した場合について説明します。
①お客様から当行へインターネットバンキングの利用申込書をパスワード変更にて提出していただきます。
②当行がお客様のパスワードを利用申込書に記入した仮ログインパスワードと仮確認用パスワードへ変更します。
③お客様がインターネットバンキングのログイン画面から登録されたログインＩＤと仮ログインパスワードでログイン
　　します。
④お客様がパスワード変更と追加認証の登録を行います。

ア．ログイン画面からログインＩＤと
　　ログインパスワードに仮のパスワ
　　ード（利用申込書へ記入した
　　例：１２３４５ａ）を入力します。

イ．「ログイン」ボタンをクリックします。

 17 



質問１：誕生日
①大事な・大好きな人　②父　③母
④ペット

２－４．初期設定完了後にパスワード等を失念した場合について

質問２：好きなもの
①果物　②飲み物　③花

質問３：車の名前
①最初に買ったもの　②今後欲しいもの
③現在所有しているもの

オ．画面下の注記を確認後、「確認しま
　　した」のチェックボックスを選択後、
　　「登録を確定する」ボタン をクリックし
　　、登録完了です。
　　（注記：次回ログイン時、回答が認証
             に必要となる場合がございま
　　　　　　　す。
             回答内容をご確認の上、チェッ
             クボックスを選択後、登録を確
　　　　　　定するボタンをクリックして下さ
　　　　　　い。）

イ．ログイン（追加認証登録）の画面が
　　表示されます。

エ．質問１～３までの３つ全て下記選択
　　肢での回答欄へ全角（最大１６文字
　　まで）で入力して下さい。

ウ．ログイン（追加認証登録）の画面が
　　表示されます。
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２－４．初期設定完了後にパスワード等を失念した場合について

カ．サービス開始登録（パスワード変更）
　　の画面が表示されます。

キ．次のパスワードを入力後、「変更を確
　　定する」ボタンをクリックします。
　　パスワードは半角英数字６桁～１２桁
　　です。（。（。（。（必必必必ずずずず英字英字英字英字をををを１１１１文字以上使用文字以上使用文字以上使用文字以上使用しししし
　　　　　　　　てててて下下下下さいさいさいさい））））
　　①現在のログインパスワード
　　　（既に携帯をご利用中の方）
　　　現在利用中のログインパスワード
　　　（携帯のご利用がない方）
　　　利用申込書へ記入したパスワード
　　　（例：12345a)
    ②新しいログインパスワードを２回入力
　　　　します。
　　＜確認用パスワードとは＞
　　　　お振込や登録内容変更の際に必要
　　　　となるパスワードです。
　　③現在の確認用パスワード
　　　（既に携帯をご利用中の方）
　　　現在利用中の確認用パスワード
　　　（携帯のご利用がない方）
　　　利用申込書へ記入したパスワード
　　　（例：12345ｂ)
    ④新しい確認用パスワードを２回入力
　　　　します。

ク．「変更を確定する」ボタンをクリックし
　　ます。
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２－４．初期設定完了後にパスワード等を失念した場合について

ケ．ワンタイムパスワード未利用の
　　お客様へログイン（ワンタイムパ
　　スワード利用促進）の画面が表
　　示されます。

コ．申請するか申請しないのいず
　　　れかをクリック後、「次へ」ボタ
　　　ンをクリックします。
　
サ．「申請する」にするとワンタイム
　　パスワードの申請画面に誘導さ
　　れます。（ホームページ掲載のワ
　　ンタイムパスワードご利用マニュ
　　アルをご参照下さい。）
　　「申請しない」にするとメニュー
　　画面が表示されます。

シ．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。

ス．取引を行って下さい。

■■■

■■■■■

■■■■■

■■■

■■■■■

■■■■■
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ソ．当行のホームページの個人インター
　 　ネットバンキングの専用ページに画
　 　面が変わります。

２－４．初期設定完了後にパスワード等を失念した場合について

セ．メニュー画面から「ログアウト」ボタンを
　　クリックすると左記の画面が表示され
　　ます。

ソ．「福島銀行ホームページへ」ボタンを
　　　クリックします。
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２－５．ソフトウェアキーボード（優先機能設定あり）

ア．ログイン画面が表示されます。

イ．ログインＩＤをパソコンのキーボ
　　ードから入力します。

＜ソフトウェアキーボードについて＞
「「「「ｿﾌﾄｳｪｱｷｰﾎｿﾌﾄｳｪｱｷｰﾎｿﾌﾄｳｪｱｷｰﾎｿﾌﾄｳｪｱｷｰﾎﾞ゙゙゙ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄﾞ゙゙゙をををを有効有効有効有効にするにするにするにする」」」」
にチェックがある場合は、ソフト
ウェアキーボードが優先となって
おります。
画面に表示されたキーボードを
大文字・小文字・数字で切替え、
文字・数字をマウスでクリックし
ます。

ウ．「ログイン」ボタンをクリック
　　します。

エ．ログイン画面が表示されます。

オ．取引を開始して下さい。

■■■
■■

■■■■■

■■■
■■

■■■■■
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２－５．ソフトウェアキーボード（優先機能設定解除）

ア．ログイン画面が表示されます。

イ．ログインＩＤをパソコンのキーボ
　　ードから入力します。

＜ソフトウェアキーボードについて＞
「「「「ｿﾌﾄｳｪｱｷｰﾎｿﾌﾄｳｪｱｷｰﾎｿﾌﾄｳｪｱｷｰﾎｿﾌﾄｳｪｱｷｰﾎﾞ゙゙゙ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄﾞ゙゙゙をををを有効有効有効有効にするにするにするにする」」」」
にチェックがある場合は、ソフト
ウェアキーボードが優先となって
おります。
イ．マウスをクリックし、このチェッ
　　クを外します。

ウ．確認メッセージの内容を確認後、
　　「ＯＫ」ボタンをクリックします。

 23 



２－５．ソフトウェアキーボード（優先機能設定解除）

エ．キーボードからログインパス
　　ワードを入力します。

オ．「ログイン」ボタンをクリック
　　します。

カ．ログイン画面が表示されます。

キ．取引を開始して下さい。

■■■■■

■■
■■

■■■■■

■■
■■
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３－１．残高照会

ア．メニュー画面から「口座情報」
　　をクリックします。

イ．「リアルタイム残高照会」ボタン
　　をクリックします。

ウ．残高照会（単一口座）の画面
　　が表示されます。

エ．照会口座をプルダウンで選択
　　 後、「照会する」ボタンをクリッ
　　　クします。

オ．照会結果が下に表示されます。

カ．次の項目が表示されます。
　　①現在の預金残高
　　②お引出し可能金額
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①

ウ．口座の選択欄をクリックします。
　　＊登録口座が１つの場合はこの
       手順は不要です。

エ．照会期間を選択します。
　　・「全保有明細」前々月から当日
     までの明細が出力されます。

オ．「照会する」ボタンをクリックしま
　　す。

カ．①画面のように入出金明細
　　　　照会の結果が表示されます。

※②画面では、明細がない場合
　　です。

ア．メニュー画面から「口座情報」
　　をクリックします。

イ．「入出金明細照会」ボタンをクリ
　　ックします。

３－２．入出金明細照会
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②

３－２．入出金明細照会
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３－３．入出金明細ダウンロ－ド（通帳式ダウンロード）

ウ．入出金明細照会の画面が
　　表示されます。

エ．口座選択で口座をプルダウン
　　で選択します。
　　＊登録口座が１つの場合はこ
　　　の手順は不要です。

オ．照会期間を次の内容から
　　選択します。
　　①最近１週間②当月③前月
　　④前々月⑤全期間
　　※※※※本例本例本例本例はははは当月当月当月当月をををを指定指定指定指定しましたしましたしましたしました。。。。

カ．「照会する」ボタンをクリック
　　します。

ア．メニュー画面から「口座情報」
　　をクリックします。

イ．「入出金明細照会」ボタンをクリ
　　ックします。

■■
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キ．指定した範囲の入出金の
　　明細が表示されます。

ク．「通帳式ダウンロード」ボタン
　　をクリックします。

３－３．入出金明細ダウンロ－ド（通帳式ダウンロード）

■■■

■■
■■
■

■

■■■

■■
■■
■

■
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＜ファイルを開くを選択した場合＞

３－３．入出金明細ダウンロ－ド（通帳式ダウンロード）

ケ．ファイルのダウンロードが
　　のポップアップ画面が表示
　　されます。

コ．「開く」ボタンをクリックします。

サ．ＣＳＶ形式でエクセルへ連動
　　します。

シ．ファイルを保存できます。
　　①保存する場所を指定
　　②ファイル名を指定
　　③ファイルの種類（ＣＳＶ）指定
　　④「保存」ボタンをクリック

■■■
■■

■■■■■

■■■
■■

■■■■■
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＜ファイルを保存するを選択した場合＞

シ．「閉じる」ボタンをクリックします。

３－３．入出金明細ダウンロ－ド（通帳式ダウンロード）

ケ．ファイルのダウンロードが
　　のポップアップ画面が表示
　　されます。

コ．「保存」ボタンをクリックします。

サ．ファイルを保存できます。
　　①保存する場所を指定
　　②ファイル名を指定
　　③ファイルの種類（ＣＳＶ）指定
　　④「保存」ボタンをクリック

■■■■■■■■■■
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３－３．入出金明細ダウンロ－ド（通帳式ダウンロード）

ス．入出金明細照会の画面が表示
　　されます。

セ．「トップページへ」ボタンをクリック
　　します。

■■■
■■

■■■

■■■
■■

■■■
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４－１．振込振替（登録振込先以外へ振込）

（１）振込振替のメニューを選択（新規）

登録振込先以外へ振込を行う（初めて振込を行う場合も含む）場合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。

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。

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。
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コ．振込先の支店名を選択の
　　画面が表示されます。

サ．例では方木田支店を選択します。

（３）振込支店の選択

４－１．振込振替（登録振込先以外へ振込）

（２）振込銀行の選択

ク．振込（振込先金融機関検
　　 索）の画面が表示されます。

　　例では東邦銀行を選択します。
　
ケ．登録済みの金融機関から
　　選択で「東邦銀行」を選択し
　　ます。
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シ．振込（振込金額入力）の画
　　 面が表示されます。

ス．次の項目を入力します。
　　①金額
　　　半角数字（例では１００００円）
　　　（　（　（　（カンマカンマカンマカンマ（，）（，）（，）（，）はははは入力入力入力入力しないしないしないしない））））
　　　を入力します。
　　②振込指定日
　　　当日から１０営業日先まで指
　　　定可能です。
　　　なお、当日指定は１５：００まで
　　　です。
　　③振込メッセージ
　　　依頼人名とは違う情報を相手
　　　銀行へ通知したい場合入力し
　　　ます。
      注意：通常、受取人の通帳の
　　　　　　　摘要には表示されませ
　　　　　　　ん。

セ．「確認画面へ」ボタンをクリック
　　します。

（３）振込口座番号の入力

４－１．振込振替（登録振込先以外へ振込）

コ．振込・振替口座先を例では
　　方木田支店を選択します。
　
サ．「選択」ボタンをクリックします。
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ソ．＜8：45～21:00＞までは、
　　振込指定口座が存在すれば、
　　受取人名を自動表示します。
　※振込先口座・振込情報の指
　　　定の受取人が表示されてい
　　　て、受取人名の表示が正し
　　　いことを確認します。
  ※受取人名が自動表示されて
　　　いない場合
　　　は、受取人名（半角カナ）を
     入力します。
　　　例）ﾌｸｼﾏ ﾀﾛｳ
　
タ．「確認画面」へボタンをクリッ
　　クします。

４－１．振込振替（登録振込先以外へ振込）
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４－１．振込振替（登録振込先以外へ振込）

ナ．振込（振込完了）の画面が
　　 表示されます。

ニ．振込先として登録する場合
    は、「振込先の登録」ボタン
   をクリックします。

チ．振込（振込内容確認）の画
　　面が表示されます。

ツ．確認用パスワードを入力し
　　ます。

テ．「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
　　確認しながら、メール通知
   パスワードを入力します。

ト．内容を確認後、「確定する」
   ボタンをクリックします。

■■■■■■■■■■
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ノ．振込先登録（登録完了）の画
　　面が表示されます。

ハ．「振込先一覧画面へ」または
　　「トップページ」のボタンをクリ
　　ックします。

ヌ．振込先登録（登録内容確認）
　　の画面が表示されます。

ネ．確認用パスワードを入力後、
　　「登録を確定する」をクリック
　　します。

４－１．振込振替（登録振込先以外へ振込）
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４－２．振込振替（振替（契約口座へ振込））

契約口座へ振込を行う手順について説明します。

ア．メニュー画面から振込・振替
　　をクリックします。

イ．「振込・振替」ボタンをクリック
　　します。

ウ．振込（引落口座選択）の画
　　 面が表示されます。

エ．引落口座一覧から引落を
　　　行う口座の「選択」ボタン
　　　をクリックします。

■■
■■
■

■■
■■
■

■■
■■
■

■■
■■
■
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オ．振込（振込方法選択）の
　　 画面が表示されます。

カ．契約口座から指定したい
　　口座の「選択」ボタンをク
　　リックします。

４－２．振込振替（振替（契約口座へ振込））

■■
■■
■

■■
■■
■

■■

■■■■

■■
■■
■

■■
■■
■

■■

■■■■
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キ．振込(振込金額入力)の画面
　　 が表示されます。

ク．次の項目を入力します。
　　①振込金額
　　　半角数字（例では１０００円）
　　　（（（（カンマカンマカンマカンマ（，）（，）（，）（，）はははは入力入力入力入力しないしないしないしない））））
　　　を入力します。
　　②振込指定日
　　　当日から１０営業日先まで指
　　　定可能です。
　　　なお、当日指定は１５：００まで
　　　です。
　　③振込メッセージ
　　　依頼人名とは違う情報を相手
　　　銀行へ通知したい場合入力し
　　　ます。
      注意：通常、受取人の通帳の
　　　　　　　摘要には表示されませ
　　　　　　　ん。

ケ．「確認画面へ」ボタンをクリック
　　します。

４－２．振込振替（振替（契約口座へ振込））

■■
■■
■■■
■■

■■■
■■

■■
■■
■■■
■■

■■■
■■
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コ．振込（振込内容確認）の
　　画面が表示されます。
※※※※同一内容同一内容同一内容同一内容のののの振込振込振込振込をををを既既既既にににに依依依依
　 　 　 　 頼済頼済頼済頼済みのみのみのみの場合場合場合場合はははは、「、「、「、「確認確認確認確認
　　　　　　　　しましたしましたしましたしました。」。」。」。」ののののチェックボッチェックボッチェックボッチェックボッ
　　　　　　　　ツクスツクスツクスツクスををををクリッククリッククリッククリックしますしますしますします。。。。
　　「　　「　　「　　「レレレレ」」」」がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

サ．内容を確認後、確認用パ
　　 スワードを入力します。

シ．「確定する」ボタンをクリ
　　ックします。

４－２．振込振替（振替（契約口座へ振込））

■■■
■■

■■■
■■
■■■
■■

■■■
■■

■■■
■■
■■■
■■
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４－２．振込振替（振替（契約口座へ振込））

ス．振込（振込完了）の画面が
　　 表示されます。

セ．内容を確認後、「トップペー
　　ジへ」ボタンをクリックします。

■■■
■■
■■■
■■

■■■
■■

■■■
■■
■■■
■■

■■■
■■
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登録済みの振込先へ振込を行う手順について説明します。

４－３．振込振替（登録済の振込先へ振込）

ウ．振込（引落口座選択）の画
　　 面が表示されます。

エ．引落口座一覧から引落を
　　　行う口座を選択します。

ア．メニュー画面から振込・振
　　替をクリックします。

イ．「振込・振替」ボタンをクリ
　　ックします。

■■
■■
■

■■
■■
■

■■
■■
■

■■
■■
■
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オ．振込（振込方法選択）の画
　　面が表示されます。

カ．登録済の振込先から指定
　　（利用者登録）
　　から受取人を選択します。

キ．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。

ク．「ＯＫ」ボタンをクリックします。

４－３．振込振替（登録済の振込先へ振込）

■■
■■
■

■■
■■
■

■■■■■

■■■

■■
■■
■

■■
■■
■

■■■■■

■■■
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ケ．振込（振込金額入力）の画面
　　 が表示されます。

コ．次の項目を入力します。
　　①金額
　　　半角数字（例では5０００円）
　　　（（（（カンマカンマカンマカンマ（，）（，）（，）（，）はははは入力入力入力入力しないしないしないしない））））
　　②振込指定日（ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝで選択）
　　　当日から１０営業日先まで指
　　　定可能です。
　　　なお、当日指定は１５：００まで
　　　です。
　　③振込メッセージ
　　　依頼人名とは違う情報を相手
　　　銀行へ通知したい場合入力し
　　　ます。
      注意：通常、受取人の通帳の
　　　　　　　摘要には表示されま
　　　　　　　せん。

サ．「確認画面へ」ボタンをクリック
　　します。

４－３．振込振替（登録済の振込先へ振込）

■■■

■■■

■■■

■■■

■■■

■■■
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４－３．振込振替（登録済の振込先へ振込）

シ．振込（振込内容確認）の画
　　面が表示されます。

ス．「確認用パスワード」を入
　　力します。

セ．「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
　　確認しながら、メール通知
   パスワードを入力します。

ソ．内容を確認後、「確定する」
   ボタンをクリックします。

■■■

■■■

■■■■■

■■■■■

■■■

■■■

■■■■■

■■■■■
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４－３．振込振替（登録済の振込先へ振込）

タ．振込（振込完了）の画面が
　　表示されます。

チ．内容を確認後、
　　「トップページへ」ボタンを
　　クリックします。

■■■■■■■■■■
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オ．ご依頼内容の照会（振込
　　・振替　内容照会）の画面
　　が表示されます。

カ．①取消を行う場合
　　　「ご依頼内容の取消確認
　　　へ」ボタンをクリックします。
　　②照会の場合
　　　　「戻る」ボタンをクリック
　　　　します。

ア．メニュー画面から振込・振替
　　をクリックします。

イ．「振込・振替のご依頼内容
　　照会・取消」ボタンをクリック
　　します。

（１）振込振替の依頼内容照会

４－４．振込振替依頼内容照会と取消

ウ．ご依頼内容の照会・取消
　　（振込・振替　一覧）の画面
　　が表示されます。

エ．「詳細」ボタンをクリックします。
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キ．ご依頼内容の取消（振込
　　・振替　取消確認）の画面
　　が表示されます。

ク．「確認用パスワード」を入力
　　します。

ケ．「取消を確定する」ボタンを
　　クリックします。

４－４．振込振替依頼内容照会と取消

（２）振込振替の取消

コ．ご依頼内容の取消（振込・
　　振替　取消完了）の画面
　　が表示されます。
　
サ．「ご依頼内容の内容一覧へ」
　　ボタンをクリックします。
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４－５．振込振替先の削除

ア．メニュー画面から「振込・
　　振替」をクリックします。

イ．「振込・振替先の削除」ボ
　　タンをクリックします。

オ．振込先削除（削除内容
　　確認）の画面が表示され
　　ます。

カ．確認用パスワードを入力
　　後、「削除を確定する」ボ
　　タンをクリックします。

ウ．振込先一覧（一覧表示）
　　 の画面が表示されます。

エ．該当受取人を選択の上、
　　（チェックボックスにレ点）
　　「削除する」ボタンをクリ
　　ックします。
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ケ．振込先一覧（一覧）の
　　画面が表示されます。

コ．「トップページへ」ボタ
　　ンをクリックします。

キ．振込先削除（削除完了）
　　の画面が表示されます。

ク．「振込先一覧画面へ」ボ
　　タンをクリックします。

４－５．振込振替先の削除
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４－６．振込・振替限度額変更

ア．「メニュー」画面から振込・
　　振替をクリックします。
　
イ．「振込・振替限度額変更」ボタン
　　をクリックします。

ウ．振込・振替限度額変更
　　（変更内容入力）の画面が
　　表示されます。

エ．変更後の限度額
　　（半角数字３桁）を入力後、
　　（例では１００万円で）
　　「確認画面へ」ボタンをクリ
　　ックします。

※※※※振込振込振込振込・・・・振替限度額振替限度額振替限度額振替限度額はははは３３３３日後日後日後日後
　 　 　 　 にににに変更変更変更変更となりますとなりますとなりますとなります。。。。

オ．振込・振替限度額変更
　　（変更内容確認）の画面が
　　表示されます。

カ．「確認用パスワード」を入力
　　します。

キ．「変更を確定する」ボタンを
　　クリックします。
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ク．振込・振替限度額変更
　　（変更完了）の画面が表示
　　されます。

ケ．「トップページへ」ボタンを
　　クリックします。

４－６．振込・振替限度額変更
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ウ．定期預金預入の画面が
　　 表示されます。

エ．「引落口座指定の画面が
　　表示され、引落口座」を選
　　択します。（出金口座）

オ．「預入先口座」を入力します。
　　①支店番号
　　②口座番号（定期預金の
　　　　　　　　　　口座番号）

カ．「次へ」ボタンをクリックします。

５－１．諸届の依頼

諸届（次の４項目）について説明します
①定期預金預入②定期預金払出③公共料金口座振替④住所変更

（１）定期預金預入

ア．メニュー画面から「定期預金」
　　のクリックします。

イ．「定期預金預入」ボタンを
　　クリックします。
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５－１．諸届の依頼

キ．商品選択の画面が表示され
　　ます。

ク．商品内容を確認後、「次へ」
　　ボタンをクリックします。

ケ．預入情報の入力の画面が
　　表示されます。

コ．預入金額を入力します。
　　例）では１００，０００円を入力
　　　　　します。

サ．「次へ」ボタンをクリックします。
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シ．「確認用パスワード」を入力し
　　　ます。

ス．「確定する」ボタンをクリックし
　　　ます。

セ．預入完了の画面が表示され
　　ます。

ソ．「トップページへ」ボタンをクリ
　　ックします。

５－１．諸届の依頼
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ウ．定期預金払出（入金先口
　　座指定）の画面が表示され
　　ます。
※※※※「「「「インターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキング
　　　　　　　　以外以外以外以外でででで作成作成作成作成したしたしたした定期預金定期預金定期預金定期預金
　　　　　　　　のののの支払手続支払手続支払手続支払手続きはきはきはきは、、、、当行店当行店当行店当行店
　　　　　　　　頭窓口頭窓口頭窓口頭窓口でのおでのおでのおでのお手続手続手続手続きとなきとなきとなきとな
　　　　　　　　りますのでりますのでりますのでりますので、、、、ごごごご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい
　　」　　」　　」　　」がががが赤字赤字赤字赤字でででで表示表示表示表示されていされていされていされてい
　　　　　　　　ますますますます。。。。
　
エ．定期預金口座情報を入力し
　　ます。
　　支店番号・口座番号（定期預
　　金）・預入番号を入力します。

オ．入金先口座を選択します。

カ．「確認画面へ」ボタンをクリッ
　　クします。

（２）定期預金払出

※※※※定期預金払出定期預金払出定期預金払出定期預金払出についてについてについてについて
　　　　　　　　インターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングでででで
　　　　　　　　作成作成作成作成したものにしたものにしたものにしたものに限定限定限定限定されますされますされますされます。。。。
　　　　　　　　該当該当該当該当するかどうかをするかどうかをするかどうかをするかどうかを確認確認確認確認したしたしたした
　　　　　　　　いいいい方方方方はははは当当当当サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンターへへへへ
    お    お    お    お電話下電話下電話下電話下さいさいさいさい。。。。

ア．よろしければ、メニュー画面
    から「定期預金」をクリックし
　　ます。

イ． 「定期預金払出」ボタンを
　　　クリックします。

５－１．諸届の依頼
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キ．定期預金払出（払出内容確認）
　　の画面が表示されます。

ク．「確認用パスワード」を入力し
　　ます。

ケ．「確定する」ボタンをクリック
　　　します。

５－１．諸届の依頼

コ．定期預金払出（払出完了）の
　　画面が表示されます。

サ．「トップページ」へボタンをクリ
　　ックします。
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ア．メニュー画面から「各種お申
　　込・手続き」をクリックします。

イ．「住所変更」ボタンをクリック
　　します。

（３）住所変更

５－１．諸届の依頼
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ウ．住所変更（変更内容入力
　　 画面が表示されます。

エ．新しい次の情報を入力します。

　　自宅住所１・
　　自宅住所２（住所１の続き）・
　　カナ自宅住所
　　電話番号・携帯電話番号・
　　カナ勤務先・勤務先電話番号

オ．「確認画面へ」ボタンをクリ
     ックします。

５－１．諸届の依頼

レレ
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５－１．諸届の依頼

カ．住所変更（変更内容確認）
　　の画面が表示されます。

キ．内容を確認後、確認用パス
　　ワードを入力します。

ク．「変更を確定する」ボタンを
　　クリックします。
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５－１．諸届の依頼

ケ．住所変更(変更完了）の画面
　　が表示されます。

コ．「トップページへ」ボタンをクリ
　　ックします。
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（４）公共料金口座振替

※※※※公共料金自動引落登録公共料金自動引落登録公共料金自動引落登録公共料金自動引落登録はははは、、、、
　　　　電気電気電気電気はははは東北電力東北電力東北電力東北電力・・・・電話電話電話電話ははははＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ
　　　　東日本東日本東日本東日本にににに限定限定限定限定されておりますされておりますされておりますされております
　　　　のでのでのでので、、、、ごごごご確認下確認下確認下確認下さいさいさいさい。

ア．「メニュー」画面から各種お申
　　込・手続きをクリックします。

イ．「公共料金口座振替」ボタンを
　　クリックします。

ウ．公共料金自動引落登録の
　　 画面が表示されます。

エ．引落口座情報選択が画面
　　に表示されます。

オ．引落口座を選択します。
　　＜例では代表口座１口座
　　　 のみの場合です。＞

カ．支店名の「選択」ボタンを
　　クリックします。

５－１．諸届の依頼
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５－１．諸届の依頼

キ．ご契約者情報入力の画面が
　　表示されます。
　　次の項目を入力して下さい。
　　　ご契約者名（全角漢字）
　　　フリガナ（半角ｶﾅ文字）
　　　郵便番号（半角数字）
　　　住所（全角漢字）
　　　電話番号（半角数字）
　
ク．領収書等への通帳番号表示
　　 希望する・希望しないのいず
　　　れかを記入する。

ケ．収納機関
　　自動引落登録の対象サービス
　　（ＮＨＫ・電気・電話）の
　　「お申込欄」をマウスでクリック
　　　し、申込み内容を入力します。
　　　例では、ＮＨＫ・電気・電話
　　　の３つを同時に申込みを
　　　行っております。
　　　３つの内１つだけでも申込は
　　　可能です。

コ．「次へ」ボタンをクリックする
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サ．公共料金自動引落登録
　　（自動引落情報入力）の
　　画面が表示されます。

シ．公共料金自動支払申込
　　 項目を入力します。

ス．「確認画面へ」ボタンを
　　クリックします。

５－１．諸届の依頼
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セ．入力内容確認画面が表示
　　されます。

ソ．内容を確認後、確認用パス
　　ワードを入力します。

タ．「登録を確定する」ボタン
　　をクリックします。

５－１．諸届の依頼
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５－１．諸届の依頼

チ．受付完了の画面が表示
　　されます。

ツ．「トップページへ」ボタンをク
　　リックします。
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ア．メニュー画面から「各種申込
　　・手続き」をクリックします。

イ．「ご依頼内容の照会・取消」
　　ボタンをクリックします。

ウ．ご依頼内容ノ照会・取消
　　（取引内容選択メニュー）が
　　表示されます。

エ．定期預金預入の「選択」
　　ボタンをクリックします。

オ．ご依頼内容の照会・取消
　　（定期預金預入 一覧）の
　　画面が表示されます。

カ．該当の「詳細」ボタンをクリ
　　ックします。

５－２．諸届の照会と取消

（１-１）定期預金預入の照会

 69 



キ．ご依頼内容の照会
　　（定期預金預入　内容照
　　会）の画面が表示されます。

ク．①照会の場合
　　　　「戻る」ボタンをクリック
　　　　します。
　　 ②取消の場合
　　　　「ご依頼の取消確認へ」
　　　　ボタンをクリックします。

５－２．諸届の照会と取消
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（１-２）定期預金預入の取消

５－２．諸届の照会と取消

ケ．ご依頼内容の取消
　　（定期預金預入　取消確認
　　　）の画面が表示されます。

コ．内容を確認後、確認用
　　パスワードを入力します。

サ．「取消を確定する」ボタンを
　　クリックします。

シ．ご依頼内容の取消
　　（定期預金預入　取消完了）
　　 の画面が表示されます。

ス．「ご依頼内容の内容一覧へ」
　　ボタンをクリックします。
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セ．ご依頼内容の照会・取消
　  (定期預金預入 一覧)の
    画面が表示されます。

ソ．「戻る」ボタンをクリックしま
　　す。

５－２．諸届の照会と取消

タ．ご依頼内容の照会・取消
    (取引内容選択メニュー)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。
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５－２．諸届の照会と取消

（２-１）定期預金払出の照会

ウ．ご依頼内容の照会・取消
    (取引内容選択メニュー)の
　　画面が表示されます。

エ．定期預金払出の「選択」
　　ボタンをクリックします。

ア．メニュー画面から「各種申込
　　・手続き」をクリックします。

イ．「ご依頼内容の照会・取消」
　　ボタンをクリックします。

オ．ご依頼内容の照会・取消
    (定期預金払出 一覧)の
　　画面が表示されます。

カ．該当取引の「詳細」ボタン
　　をクリックします。
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５－２．諸届の照会と取消

キ．ご依頼内容の照会
   (定期預金払出内容照会)の
　　画面が表示されます。

ク．①照会の場合
　　　　「戻る」ボタンをクリック
　　　　します。
　　 ②取消の場合
　　　　「定期預金依頼の取消
　　　　確認へ」ボタンをクリック
　　　　します。
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（２-２）定期預金払出の取消

５－２．諸届の照会と取消

ケ．ご依頼内容の取消
     (定期預金払出　取消
     確認)の画面が表示され
     ます。

コ．内容を確認後、確認用パス
　　 ワードを入力します。

サ．「取消を確定する」ボタンを
　　クリックします。

シ．ご依頼内容の取消
    (定期預金払出　取消完了)
    の画面が表示されます。

ス．「定期預金払出の内容一覧
　　へ」ボタンをクリックします。
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５－２．諸届の照会と取消

セ．ご依頼内容の照会・取消
    (定期預金払出　一覧）の
　　画面が表示されます。

ソ．「戻る」ボタンをクリックしま
　　す。

タ．ご依頼内容の照会・取消
　　（取引内容選択メニュー）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。
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ウ．ご依頼内容の照会・取消
　　（取引内容選択メニュー）の
　　 画面が表示されます。

エ．公共料金自動引落登録の
　　「選択」ボタンをクリックしま
　　す。

５－２．諸届の照会と取消

ア．メニュー画面から「各種申
　　込・手続き」をクリックします。

イ．「ご依頼内容の照会・取消」
　　ボタンをクリックします。

（３）公共料金自動引落登録
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＜3-１-１：電話料金の照会＞

５－２．諸届の照会と取消

オ．ご依頼内容（一覧）画面が
　　表示されます。

カ．電話料金の「詳細」ボタンを
　　クリックします。

キ．ご依頼内容の照会（公共
　　料金自動引落登録　内容
　　照会）の画面が表示され
　　ます。

ク．①照会の場合
　　　　「戻る」ボタンをクリック
　　　　します。
　　②取消の場合
　　　　「登録依頼の取消確認へ」
　　　　ボタンをクリックします。
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５－２．諸届の照会と取消

ケ．ご依頼内容の取消（公共
　　料金自動引落登録　取消
　　確認）の画面が表示され
　　ます。

コ．内容を確認後、確認用
　　パスワードを入力します。

サ．「取消を確定する」ボタンを
　　クリックします。

 79 



５－２．諸届の照会と取消

シ．ご依頼内容の取消（公共
　　料金自動引落登録
　　取消完了）の画面が表示
　　されます。

ス．「公共料金自動引落の内容
　　　一覧へ」ボタンをクリックしま
　　　す。
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５－２．諸届の照会と取消

セ．ご依頼内容の照会・取消
　　（公共料金自動引落登録
　　　一覧）の画面が表示され
　　ます。

ソ．「戻る」ボタンをクリックしま
　　す。

タ．ご依頼内容の照会・取消
　　（取引内容選択メニュー）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。
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＜３-２-１：電気料金の照会＞

５－２．諸届の照会と取消

オ．ご依頼内容（一覧）画面が
    表示されます。

カ．電気料金の「詳細」ボタンを
　　クリックします。

キ．ご依頼内容の照会
　　（公共料金自動引落登録
　　内容照会）の画面が表示
　　されます。

ク．①照会の場合
　　　　「戻る」ボタンをクリック
　　　　します。
　　②取消の場合
　　　　「登録依頼の取消確認へ」
　　　　ボタンをクリックします。
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＜３－２－２：電気話料金の取消＞

５－２．諸届の照会と取消

ケ．ご依頼内容の取消（公共
　　料金自動引落登録
　　取消確認）の画面が表示
　　されます。

コ．内容を確認後、確認用
　　パスワードを入力します。

サ．「取消を確定する」ボタンを
　　クリックします。
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シ．ご依頼内容の取消
　　（公共料金自動引落登録
　　取消完了）の画面が表示
　　されます。

ス．「公共料金自動引落の内
    容一覧へ」ボタンをクリック
    します。

５－２．諸届の照会と取消
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セ．ご依頼内容の照会・取消
　　（公共料金自動引落一覧）
　　の画面が表示されます。

ソ．「戻る」ボタンをクリックしま
　　す。

タ．ご依頼内容の照会・取消
　　（取引内容選択メニュー）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。

５－２．諸届の照会と取消
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＜３－３－１：ＮＨＫ照会＞
オ．ご依頼内容（一覧）画面が
    表示されます。

カ．ＮＨＫの「詳細」ボタンを
　　クリックします。

５－２．諸届の照会と取消

キ．ご依頼内容の照会
　　（公共料金自動引落登録
　　内容照会）の画面が表示
　　されます。

ク．①照会の場合
　　　　「戻る」ボタンをクリック
　　　　します。
　　②取消の場合
　　　　「登録依頼の取消確認へ」
　　　　ボタンをクリックします。
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５－２．諸届の照会と取消

ケ．ご依頼内容の取消
　　（公共料金自動引落登録
　　取消確認）の画面が表示
　　されます。

コ．内容を確認後、確認用
　　パスワードを入力します。

サ．「取消を確定する」ボタンを
　　クリックします。
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５－２．諸届の照会と取消

シ．ご依頼内容の取消
　　（公共料金自動引落登録
　　取消完了）の画面が表示
　　されます。

ス．「公共料金自動引落の内容
　　　一覧へ」ボタンをクリックしま
     す。
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セ．ご依頼内容の照会・取消
　　（公共料金自動引落登録
　　　一覧）の画面が表示さ
    れます。

ソ．「戻る」ボタンをクリックしま
　　す。

タ．ご依頼内容の照会・取消
    (取引内容選択メニュー)
    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。

５－２．諸届の照会と取消
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ウ．ご依頼内容の照会・取消
    (取引内容選択メニュー)の
　　 画面が表示されます。

エ．住所変更の「選択」ボタンを
　　 クリックします。

５－２．諸届の照会と取消

（４-１）住所変更の照会

ア．メニュー画面から各種申込
　　・手続きの「ご依頼内容の
　　照会・取消」ボタンをクリッ
　　クします。
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５－２．諸届の照会と取消

オ．ご依頼内容の照会・取消
    (住所変更 一覧)の画面が
    表示されます。

カ．「詳細」ボタンをクリックします。

キ．ご依頼内容の照会
   (住所変更　内容照会)
   の画面が表示されます。

ク．①照会の場合
　　　「戻る」ボタンをクリック
　　　します。
　　②取消の場合
　　　　「住所変更の取消確認へ」
　　　 ボタンをクリックします。
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（４-２）住所変更の取消

ク．ご依頼内容の取消
  (住所変更 取消確認)の
  画面が表示されます。

ケ．内容を確認後、「確認用パス
　　ワード」を入力します。

コ．「取消を確定する」ボタンを
　　クリックします。

５－２．諸届の照会と取消
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サ．ご依頼内容の取消
   (住所変更　取消完了)の
   画面が表示されます。

シ．「住所変更の内容一覧へ」
　　ボタンをクリックします。

５－２．諸届の照会と取消

ス．ご依頼内容の照会・取消
    (住所変更　一覧)の画面が
　　 表示されます。

セ．「戻る」ボタンをクリックしま
　　す。
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ス．ご依頼内容の照会・取消
     (取引内容選択メニュー)の
    画面が表示されます。

セ．「トップページへ」ボタンを
    クリックします。

５－２．諸届の照会と取消
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６－１．パスワード変更

ご利用サービスの変更について説明します。
（１）パスワード変更　　（２）お客様登録情報の変更　　（３）セレクトＥメールサービス
（４）ログインＩＤ変更　　（５）メール通知パスワード利用変更

ア．メニュー画面から「ご利用サ
　　ービスの変更」ボタンをクリッ
　　クします。

イ．「パスワード変更」ボタンを
　　クリックします。
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６－１．パスワード変更

ウ．パスワード変更（変更内容
　　入力）の画面が表示されます。

※※※※本例本例本例本例はははは、、、、ログインログインログインログイン用用用用・・・・確認用確認用確認用確認用
　　　　パスワードパスワードパスワードパスワードのののの両方両方両方両方をををを変更変更変更変更するするするする
　　　　　　　　場合場合場合場合ですですですです。。。。

エ．次の項目を入力します。
　　①現在のログインパスワード
　　②新しいログインパスワード
　　　確認のため、
　　　同じものを２回入力します
　　③現在の確認用パスワード
　　④新しい確認用パスワード
　　　確認のため、
　　　同じものを２回入力します。

オ．「変更を確定する」ボタンを
　　クリックします。
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６－１．パスワード変更

カ．パスワード変更（変更完了）
　　の画面が表示されます。

キ．「トップページへ」ボタンを
　　　クリックします。
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ア．「メニュー」画面からご利用
    サービスの変更」ボタンをク
    リックします。

イ．「お客様登録情報の変更」
　　ボタンをクリックします。

ウ．お客様登録情報変更（変更
    内容入力）の画面が表示さ
    れます。

エ．次の項目を入力します。
　　①新しいメールアドレス
　　　確認のため：同じメールアド
                       レスを入力し
                      ます。
　　②連絡先電話番号
　　③メール通知パスワード

オ．「お客様情報の変更確認画
　　面へ」のボタンをクリックしま
    す。

６－２．お客様情報の変更
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カ．お客様登録情報変更（変更
　　内容確認）の画面が表示され
　　ます。

キ．内容を確認後、「確認用パス
　　ワード」を入力し、「変更を確
　　定する」ボタンをクリックします。

６－２．お客様情報の変更

ク．お客様登録情報変更（変更
　　完了）の画面が表示されま
    す。

ケ．内容を確認後、「トップペー
　　ジへ」のボタンをクリックしま
    す。
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６－３．セレクトＥメールサービス

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。
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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。

６－３．セレクトＥメールサービス

■■■■■

■■■■■

■■■■■

■■■■■
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コ．セレクトＥメールサービス利
     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。

６－３．セレクトＥメールサービス

■■■■■■■■■■
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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。

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。

６－３．セレクトＥメールサービス

■■■■■

■■■■■

■■■■■

■■■■■
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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．「ログインＩＤ変更」ボタンを
　　クリックします。

ウ．ログインＩＤ変更（変更内容
　　入力）の画面が表示されま
　　す。

エ．現在のログインＩＤが表示さ
　　 れますので、
　　①新しいログインＩＤを入力し
       ます。
　　②確認のため新しいログイ
       ンＩＤをもう一度、入力し
       ます。

オ．「ログインＩＤの変更確認画
     面へ」のボタンをクリックし
     ます。

カ．ログインＩＤ変更（変更内容確
    認）の画面が表示されます。

キ．確認用パスワードを入力し
     ます。

ク．「変更を確定する」ボタンをク
    リックします。

６－４．ログインＩＤ変更
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６－４．ログインＩＤ変更

ケ．ログインＩＤ変更（変更完了）
     が表示されます。

コ．「トップページへ」のボタンを
    クリックします。
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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。

６－５．メール通知パスワードの変更

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）
※事前にセレクトＥメールで第３・第４メールアドレスの登録が必要です。

ウ．メール通知パスワードの
　　送信連絡のポップアップが
　　表示されます。

エ．「ＯＫ」ボタンをクリックし
　　ます。
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６－５．メール通知パスワードの変更

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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６－５．メール通知パスワードの変更

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．送信先日時と送信先メー
　　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。

■■■■■■■■■■
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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．内容を確認後、「トップペ
　　ージへ」ボタンをクリック
　　します。

６－５．メール通知パスワードの変更

■■■■■■■■■■
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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）
※事前にセレクトＥメールで第３・第４メールアドレスの登録が必要です。

事前事前事前事前にににに６６６６－－－－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。

６－５．メール通知パスワードの変更
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６－５．メール通知パスワードの変更

ウ．メール通知パスワード利用変
    更（変更内容入力）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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６－５．メール通知パスワードの変更

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
　　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」のボタンを
    クリックします。

■■■■■

■■■■■

■■■■■

■■■■■
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ス．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。

セ．内容を確認後、「トップペー
　　ジへ」のボタンをクリックします。

６－５．メール通知パスワードの変更

■■■■■■■■■■
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※※※※以後以後以後以後はははは、、、、別冊別冊別冊別冊ワンタイムパスワードワンタイムパスワードワンタイムパスワードワンタイムパスワードごごごご利用利用利用利用マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルをごをごをごをご参照願参照願参照願参照願いますいますいますいます。。。。

７－１．ワンタイムパスワード申請

ア．メニュー画面から「各種お申
　　込・手続き」をクリックします。

イ．「ワンタイムパスワード申請
　　」ボタンをクリックします。
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８－１．用語集

項目 内容

<ふくぎん>インターネットバン
キング利用申込書

本サービスの新規お申し込み、お申込口座の追加、登録事項の変更、解約に
使用する申込書です。

ログインID お客様のお名前に代わるものであり、本サービスにログインする際に入力して
いただきます。

ログインパスワード 本サービスにログインする際に入力していただく、お客様がご本人であることを
確認させていただくものです。

確認用パスワード 本サービスで様々なご登録事項を設定・変更する際に入力していただくもので
す。

都度指定振込 振込振替の方法
①検索しながら振込を実行するもの（その後、登録も可能）
②　①の振込方法でお客様が登録した振込先へ振込を実行するもの

追加認証用パスワードは合言葉認証とも呼ばれ、システムセンターがお客様
がご本人様かどうかを確認するために事前に登録した回答と入力したものを
照合するために入力していただく場合がございます。

追加認証用パスワード
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８－２．注意事項

項目 内容

ログインIDを忘れた ログインIDをお忘れになるとログインできません。
「お問い合せ先」までご連絡ください。
解約・新規申込の利用申込書を当行へ提出していただく必要がございます。

ログインパスワードを忘れた ログインパスワードをお忘れになるとログインできません。
「お問い合せ先」までご連絡ください。
変更申込の利用申込書を当行へ提出していただく必要がございます。

確認用パスワードを忘れた 確認用パスワードをお忘れになると様々なご登録事項の設定・変更ができなく
なります。
「お問い合せ先」までご連絡ください。
変更申込の利用申込書を当行へ提出していただく必要がございます。

追加認証用パスワードを
を忘れた

お忘れになるとログインできなくなる場合があります。
「お問い合せ先」までご連絡ください。
変更申込の利用申込書を当行へ提出していただく必要がございます。

ログイン・確認用パスワードを
間違えて入力した

パスワードを連続して誤入力すると、セキュリティ確保のため一定時間本サー
ビスをご利用いただけなくなります。しばらく待って正しいログイン・確認用パス
ワードを入力してください。
なお、一時停止が一定回数連続した場合は、サービス利用停止となります。
「お問い合わせ先」までご連絡下さい。

ログイン・確認用パスワードが
閉塞した

パスワードを連続して誤入力すると、セキュリティ確保のためサービス利用停
止となります。
「お問合せ先」までご連絡ください。

追加認証用パスワードを間違
え
て入力した

パスワードを連続して誤入力すると、セキュリティ確保のためサービス利用停
止となります。
「お問合せ先」までご連絡ください。
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