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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。。。。スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォン専用専用専用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。。。。

■■■■■

■■■■■

　　スマートフォンのメールアドレス
　　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。お持ちのスマートフォンを受信
できるようにして下さい。

　　スマートフォンのメールアドレス
　　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。

　　この画面は、法人インターネット
    バンキングへログインすると表示
    されます。
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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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２．アプリのダウンロード（スマートフォン）

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＞
・スマートフォン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、スマートフォンの取扱説明書をご確認ください。）

（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。）。）。）。）

次からお客様のご利用機種により

『ｉＰｈｏｎｅ』は、Ｐ．４ページへ進みます。
『Ａｎｄｒｏｉｄ』は、Ｐ．５ページへ進みます。

「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をタップして下さい。
　

　　　　　　　＜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。
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※初めてのインストールで
　　「インストール済」になる場
　　合は、「トークン追加」を行い
　　ます。
　　（P．７）「４．トークン追加と利
　　　　　　　用開始設定」に進み
　　　　　　　ます。

※「Ａｐｐｌｅ　ＩＤパスワード」に
　関するご不明点につきまし
　ては、ご利用の携帯電話
　会社へお問合せ願います。

２．アプリのダウンロード（スマートフォン）

「ダウンロードサイト」をタップ
するとアプリダウンロードサイト
へ遷移します。

「インストール」をタップします。
「無料」の表示の場合も「無料」
をタップします。

「ＡｐｐｌｅＩＤパスワード」を入力
して「ＯＫ」をタップします。

（Ａｎｄｒｏｉｄをご利用の場合は、Ｐ．５をご参照願います。）

「ワンタイムＰＷ」アプリを
タップします。

（Ｐ．６）「３．アプリの初期設定と利用開始設定」に進みます。

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。。。。

ｉＰｈｏｎｅ版

　 　ワンタイムパスワード.
　　　　アプリダウンロ－ド

　  ワンタイムパスワード
　　　インストール

　　    ワンタイムパスワード
　　　　　ｉｐｈｏｎｅパスワード

　　ワンタイムパスワード

　　アプリ起動
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.

※初めてのインストールで
　　「インストール済」になる場
　　合は、「トークン追加」を行
　　います。
（Ｐ．７）「４．トークン追加と利
　　　　用開始設定」に進みま
　　　　す。

（ｉＰｈｏｎｅをご利用の場合は、Ｐ．４をご参照願います。）

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。。。。

２．アプリのダウンロード（スマートフォン）

「ダウンロードサイト」をタップ
するとアプリダウンロードサ
イトへ遷移します。

「ワンタイムパスワード」を
タップします。

「ダウンロード」をタップしま
す。

「同意してダウンロード」を
タップします。

「開く」をタップするとアプリ
が起動します。

Ａｎｄｒｏｉｄ版

　　  ワンタイムパスワード
　　　　アプリダウンロード

　　   ワンタイムパスワード
　　　　　アプリ選択

　　   ワンタイムパスワード
　　　　　アプリ開始

　　  ワンタイムパスワード
　　　　　ダウンロード

　　  ワンタイムパスワード
　　　　同意のダウンロード

　　  ワンタイムパスワード
　　　　アプリ起動
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３．アプリの初期設定と利用開始設定（スマートフォン＋パソコン）
　　ワンタイムパスワード
　　　　　アプリ初期設定

　　ワンタイムパスワード
　　　　アプリ初期設定完了

福島銀行　法人ＩＢ

　　トークン表示名設定

○○用

福島銀行　法人ＩＢ○○用

確認用として、変更後のトークン
表示名が表示されます。
（例：福島銀行　法人ＩＢ○○用）

トークン表示名（福島銀行　法人ＩＢ）に文
言を追加する場合、「変更後の追加文言」
に任意の文言を入力して下さい。
（全角８文字以内）

（例：「変更前の追加文言」：未登録
　　　「変更後の追加文言」：○○用）

※追加文言が不要の場合は、入力不要で
す。

未登録

サービスＩＤ（パソコ
ン画面に表示）を
入力して下さい。

「上記の内容に同意する」を
チェックボックスを
入力して下さい。

「送信」ボタンをタップして
 下さい。

　10220513102205131022051310220513

　0513L0000030A0010513L0000030A0010513L0000030A0010513L0000030A001

　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ユーザ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）「１．初期登録」
　で入力したものを入力して
　下さい。

初期設定完了が表示され
ます。「次へ」をタップしま
す。

「登録」をタップします。
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３．アプリの初期設定と利用開始設定（スマートフォン＋パソコン）

■■■■■

福島銀行　法人ＩＢ○○用

　　ワンタイムパスワード
　　　　アプリ表示

「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。
　

　　エ．ワンタイムパスワード
　　　　認証確認

変更後のトークン表示名が表示さ
れます。
（例：福島銀行　法人ＩＢ○○用）
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４．トークン追加と利用開始設定（スマートフォン＋パソコン）

（１）トークンを追加します

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。

画面下部のタブの［設定］を
選択してください。

「トークン追加」をタップして
 下さい。
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４．トークン追加と利用開始設定（スマートフォン＋パソコン）

　10220513102205131022051310220513

　0513L0000030A0010513L0000030A0010513L0000030A0010513L0000030A001

　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

サービスＩＤ（パソコン画
面に表示）を入力
して下さい。

ユーザ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）「１．初期登録」
　で入力したものを入力して下さい。

「上記の内容に同意する」を
チェックボックスを
入力して下さい。

「送信」ボタンをタップして
 下さい。

「次へ」ボタンをタップして
 下さい。
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４．トークン追加と利用開始設定（スマートフォン＋パソコン）

福島銀行　法人ＩＢ

福島銀行　法人ＩＢ○○用

○○用

福島銀行　法人ＩＢ○○用

トークン表示名（福島銀行　法人ＩＢ）に文
言を追加する場合、「変更後の追加文言」
に任意の文言を入力して下さい。
（全角８文字以内）

（例：「変更前の追加文言」：未登録
　　　「変更後の追加文言」：○○用）

※追加文言が不要の場合は、入力不要で
す。

未登録

追加した「福島銀行　法人Ｉb○○用」
が表示されていることをご確認下さい。

「福島銀行
法人ＩＢ」を選択して下さい。

確認用として、変更後のトークン
表示名が表示されます。
（例：福島銀行　法人ＩＢ○○用）

「登録」をタップします。
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４．トークン追加と利用開始設定（スマートフォン＋パソコン）

　「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。
　

ワンタイムパスワードアプリ
が表示されます。
※次回以降次回以降次回以降次回以降のののの起動時起動時起動時起動時はははは、、、、
　　　　画面下部画面下部画面下部画面下部ののののタブタブタブタブのののの
［［［［トークントークントークントークン選択選択選択選択］］］］をををを選択選択選択選択しししし
起動起動起動起動てくださいてくださいてくださいてください。。。。

福島銀行　法人ＩＢ○○用
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