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１．初期登録（パソコン）

ワンタイムパスワードトークン発行について説明します。

※※※※ごごごご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。携帯電話専用携帯電話専用携帯電話専用携帯電話専用マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルですですですです。。。。

■■■■■

■■■■■

　　携帯電話のメールアドレス
　　を入力して下さい。

「利用開始パスワード」
　　（４桁以上８桁までの任意の数字）
　　　を入力して下さい。
後述の利用開始の設定で使用します。

　　トークン発行ボタンをクリック
　　する前に

メールのドメインは「＠otp-auth.net」
　です。お持ちの携帯電話を受信でき
　るようにして下さい。

　　携帯電話のメールアドレス
　　を入力して下さい。

「利用開始パスワード」
　　（４桁以上８桁までの任意の数字）
　　　を入力して下さい。
後述の利用開始の設定で使用します。
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１．初期登録（パソコン）

■■■■■

    ワンタイムパスワード認証確認
　　の画面が表示されますので、
　　パソコン画面はそのままで、
　　（Ｐ．３）「２．アプリのダウンロード」
　　へ進んで下さい。
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「初期登録」の操作で受信した
メールに記載されているダウン
ロード用ＵＲＬを選択して下さい。
　

　　　　　　　＜受信メール＞
From:fukushimabank.@otp-auth.net
Sub :福島銀行法人ＩＢﾄｰｸﾝ発行メール

いつも福島銀行をご利用いただきありが
とうございます。トークンアプリにサービス
ＩＤ、ユーザーＩＤ、利用開始パスワードを
入力し、トークンの設定を行って下さい。
サービスＩＤ：10220513
ユーザＩＤ  ：0513Ｌ0000054A001
トークンアプリをお持ちでない場合には、
下記のＵＲＬよりダウンロードしてください。
携帯の方：Hｔｔｐｓ：//XX.XXXXX/XXXX
スマートフォンの方：Hｔｔｐｓ：//XX.XXXXX/XXXX
ご不明な点がございましたら、下記まで
ご連絡ください。
連絡先 0120-55-2940
これからも福島銀行をよろしくお願いい
たします。

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードにはにはにはには別途通信料別途通信料別途通信料別途通信料（（（（パケットパケットパケットパケット料料料料））））がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードはははは電波状態電波状態電波状態電波状態がががが良好良好良好良好なななな場所場所場所場所でででで行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。
機種機種機種機種によってはによってはによってはによっては、、、、途中途中途中途中でででで通信通信通信通信がががが切断切断切断切断されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、最初最初最初最初からからからからダウンロードダウンロードダウンロードダウンロードがががが必要必要必要必要とととと
なるなるなるなる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

（１）アプリのダウンロード（（（（既既既既ににににアプリアプリアプリアプリををををダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード済済済済のののの場合場合場合場合、、、、本手続本手続本手続本手続きはきはきはきは不要不要不要不要ですですですです。）。）。）。）

２．アプリのダウンロード

ワンタイムパスワードのアプリをダウンロードします。
＜ダウンロード前の注意点＞
・携帯電話の日時が正しいことを確認してください。
（日時の変更方法につきましては、携帯電話の取扱説明書をご確認ください。）
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＜ドコモ＞ ＜ソフトバンク＞

＜ａｕ（エーユー）の場合＞

２．アプリのダウンロード

※※※※ダウンロードサイトダウンロードサイトダウンロードサイトダウンロードサイトをををを選択選択選択選択
　　　　　　　　してしてしてして、、、、ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード画面画面画面画面がががが
　　　　　　　　表示表示表示表示されずにされずにされずにされずにワンタイムワンタイムワンタイムワンタイム
　　　　　　　　パスワードアプリパスワードアプリパスワードアプリパスワードアプリがががが表示表示表示表示
　　　　　　　　されるされるされるされる場合場合場合場合はははは、、、、
　　（Ｐ．　　（Ｐ．　　（Ｐ．　　（Ｐ．８８８８）「）「）「）「４４４４．．．．トークントークントークントークン追加追加追加追加
　　　　　　　　とととと利用開始設定利用開始設定利用開始設定利用開始設定」」」」にににに進進進進みみみみ
　　　　　　　　ますますますます。。。。

ダウンロードｶダウンロードｶダウンロードｶダウンロードｶﾞ゙゙゙完了完了完了完了しましたらしましたらしましたらしましたら､､､､
（Ｐ．（Ｐ．（Ｐ．（Ｐ．６６６６）「）「）「）「３３３３．．．．アプリアプリアプリアプリのののの初期設定初期設定初期設定初期設定とととと利用開始利用開始利用開始利用開始
設定設定設定設定」」」」へへへへ進進進進みますみますみますみます。。。。

■対応機種一覧

■ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
ｱﾌﾟﾘﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
ｱﾌﾟﾘﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

■ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

■対応機種一
覧

■お問合わせ

完了しました。

OK

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

OK

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

完了しました。

ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
ｱﾌﾟﾘﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

■ｻｰﾋﾞｽ概要
本ｻｲﾄは、ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞｱﾌﾟﾘ
をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞするためのｻｲﾄと
なります。
本ｱﾌﾟﾘを利用するには、各
ｻｰﾋﾞｽの提供者への申込が必
要です。

 ■ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

 ■利用規約

 ■対応端末一覧

 ■お問合せ

OK

■利用規

■注意事
項

■ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ概
要

■ｱﾌﾟﾘ詳細（必読）

■ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

ワンタイムパスワード

戻る OK

ダウンロード
をクリックし
て下さい。

ダウンロード
をクリックし
て下さい。

ダウンロード
完了が表示
されます。

ダウンロード
完了が表示
されます。

ダウンロード
をクリックしま
す。

ダウンロード
をクリックしま
す。
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２．アプリのダウンロード

ダウンロードｶダウンロードｶダウンロードｶダウンロードｶﾞ゙゙゙完了完了完了完了しましたらしましたらしましたらしましたら､､､､
（Ｐ．（Ｐ．（Ｐ．（Ｐ．６６６６）「）「）「）「３３３３．．．．アプリアプリアプリアプリのののの初期設定初期設定初期設定初期設定とととと利用開始利用開始利用開始利用開始
設定設定設定設定」」」」へへへへ進進進進みますみますみますみます。。。。

◆ｱﾌﾟﾘ詳細（必読）で必ず利用
料金をご確認の上、ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞし
てください。

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしますか？

いいえ はい

ワンタイムパスワード

いいえ はい

ご利用の前に必ず利用契約をお
読みください。（必須）
■利用契約

お客様が株式会社NTTデータ

(連絡先　：　XX-XXXX-XXXX,

　                                            )

(以下「当社」といいます)が提供

する『ワンタイムパスワード』（
以下「本アプリ」といいます

ｱﾌﾟﾘ利用規
約

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞに成功しました。
今すぐ起動しますか？

ワンタイムパスワード

いいえ はい

「はい」ボタン
を押して下さい

「はい」ボタン
を押して下さい

「はい」ボタン
を押して下さい
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ここの日付が有効期限です

３．アプリの初期設定と利用開始設定（携帯電話＋パソコン）

※ユーザＩＤの入力欄
　　は、英字入力モード
　　になっているので
　　入力種類を数字へ
　　変更して入力して
　　ください

福島銀行　法人ＩＢ

2024/11/30

　　　ワンタイムパスワード
　　　　　アプリ初期設定

通信中

初期設定完了 アプリロック ワンタイムパスワード
アプリ表示

サービスＩＤ
（パソコン画面に表示）
を入力して下さい。

サービスＩＤ
（パソコン画面に表示）
を入力して下さい。

利用開始パスワード
　（Ｐ．１：ワンタイパス
　　ワード認証確認画
　　面で入力したもの）
を入力して下さい。

送信ボタンを押して
下さい。

ワンタイムパス
ワードアプリが
表示されます。

「通信中」が画面に表
示されますので、お待
ち下さい。

「次へ」ボタンを押して
下さい。

「次へ」ボタンを押して
下さい。
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３．アプリの初期設定と利用開始設定（携帯電話＋パソコン）

法人インターネットバンキングでワンタイムパスワードの認証登録を行います。

ク．認証確認
ボタンをクリック

（１）認証確認

「認証確認」ボタンをクリック
後、「ログイン時のお知らせ」
の次にトップページへ進み
ます。
※以上で手続きは完了です。

■■■■■

福島銀行　法人ＩＢ

2024/11/30

ワンタイムパスワード
「認証確認」の画面が
表示されています。
（Ｐ．２の続き）

現在、携帯電話に表示されて
いるワンタイムパスワードを
キーボードのテンキーにて入
力します。
（この場合、「77176406」を
　　　入力します。
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※ユーザＩＤの入力欄
　　は、英字入力モード
　　になっているので
　　入力種類を数字へ
　　変更して入力して
　　ください

４．トークン追加と利用開始設定（携帯電話＋パソコン）

アプリ内に既に１つ以上トークンが存在する場合（他の金融機関または当行の個人インターネット
バンキングで使用中）で、今回、当行の法人インターネットバンキング用のトークンを追加する設
定について説明します。

2024/04/3
0

　　ワンタイムパスワード
　　　　　アプリ起動

　　設定メニュー

　　トークン追加

　　　　　通信中

「ワンタイムパスワード」
アプリを表示させ、「設定」
ボタンを押してください。
（パソコン画面に表示）を入
力して下さい。

「トークン追加」を
選択し、 「決定」ボ
タンを押してくださ
い。

サービスＩＤ
（パソコン画面に表示）
を入力して下さい。

サービスＩＤ
（パソコン画面に表示）
を入力して下さい。

利用開始パスワード
　（Ｐ．１：ワンタイパス
　　ワード認証確認画
　　面で入力したもの）
を入力して下さい。

送信ボタンを押して
下さい。

「通信中」が画面に表
示されますので、お
待ち下さい。
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「認証確認」ボタンをクリック
後、「ログイン時のお知らせ」
の次にトップページへ進み
ます。
※以上で手続きは完了です。

ここの日付が有効期限

認証確認
ボタンをクリック

４．トークン追加と利用開始設定（携帯電話＋パソコン）

福島銀行法人ＩＢ

福島銀行　法人ＩＢ

2024/11/30

■■■■■

　　　　トークン選択 　　　ワンタイムパスワード
　　　　　　　アプリ表示

現在、携帯電話に表示されて
いるワンタイムパスワードを
キーボードのテンキーにて入
力します。
（この場合、「77176406」を
　　　入力します。

ワンタイムパスワード
「認証確認」の画面が
表示されています。
（Ｐ．２の続き）

＜＜＜＜注意注意注意注意＞＞＞＞
トークントークントークントークンのののの登録登録登録登録はははは１０１０１０１０件件件件までまでまでまで
となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。
トークントークントークントークンがががが登録登録登録登録できないできないできないできない時時時時
はははは、、、、不要不要不要不要ななななトークントークントークントークンをををを削除削除削除削除
後後後後ににににトークントークントークントークンのののの追加追加追加追加をををを行行行行っっっっ
てててて下下下下さいさいさいさい。。。。

「次へボタン」を押して
下さい。

　　　トークン追加完了

･追加した「福島
銀行法人ＩＢ」が
表示されている
ことをご確認下
さい。
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