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＜ワンタイムパスワード申請内容選択の画面に表示される注意事項＞

・「ワンタイムパスワード」とは、１分毎に更新される使い捨てのパスワードで、ご利用
　者は携帯電話からワンタイムパスワードを取得し、インターネットバンキングサービ
　ス（パソコンのブラウザ等から利用するサービス）へ入力します。
・ログイン時に「ログインＩＤ」と「ログインパスワード」に加えて「ワンタイムパスワード
　」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。
・本サイトにおける「トークン」とは、ワンタイムパスワードの表示装置として使用する
　携帯電話を言います。
・「トークン発行」とは、お客様の携帯電話に「トークン」として利用するための専用プ
　ログラムをダウンロードする作業のことです。

＜重要＞
・ご利用可能な携帯電話の機種は、ＮＴＴドコモ、ａｕ、ソフトバンクモバイルの「携帯
　アプリ」機能を有する機種となります。
　　（ホームページ「個人インターネットバンキングの重要なお知らせ」を参照願い
　　　ます）
※一部機種においてはご利用いただけない場合がございます。ご了承願います。
・当行所定の回数を超えて連続してワンタイムパスワードの入力を誤った場合は、
　インターネットバンキングサービスを停止させて頂きます。
・携帯電話の機種変更の際には、いったん変更前の機種で「利用解除」を行ったう
　えで、新しい機種で改めて「トークン発行」を行って下さい。



携帯電話
パソコン

携帯電話
パソコン

操作するもの

パソコン

携帯電話

携帯電話

携帯電話

マニュアル

初めてワンタイムパスワードをご利用の手順

「〈ふくぎん〉個人インターネットバンキング」の「ワンタイムパス
ワードご利用マニュアル」をご準備下さい。

１

１．初期登録（利用申請と携帯電話でアプリをダウンロードする準備）２

メール受信３

４ ２．アプリダウンロード
（メール本文中の指定サイトからアプリをダウンロードします）

ログインできました。

５ ３．アプリの初期設定
（ワンタイムパスワードアプリが使えるように設定します）

６
４．利用開始登録の設定
（携帯電話のワンタイムパスワードを使用して、ＩＢ画面へ登録します）

５．ログイン
①ログインＩＤとログインパスワードでログインします。

②携帯電話で取得したワンタイムパスワードを入力し、認証を行います。

７



携帯電話

携帯電話
パソコン

携帯電話
パソコン

操作するもの

マニュアル

パソコン

携帯電話

既にワンタイムパスワードをご利用で福島銀行の追加手順

「〈ふくぎん〉個人インターネットバンキング」の「ワンタイムパス
ワードご利用マニュアル」をご準備下さい。

１

１．初期登録（利用申請と携帯電話でアプリをダウンロードする準備）２

メール受信３

４ ８．トークンの追加

ログインできました。

５
４．利用開始登録の設定
（携帯電話のワンタイムパスワードを使用して、ＩＢ画面へ登録します）

６
５．ログイン
①ログインＩＤとログインパスワードでログインします。
②携帯電話で取得したワンタイムパスワードを入力し、認証を行います。



操作するもの

マニュアル

携帯電話

パソコン

ワンタイムパスワードご利用解除の手順

「〈ふくぎん〉個人インターネットバンキング」の「ワンタイムパス
ワードご利用マニュアル」をご準備下さい。１

６．利用解除
（１）ワンタイムパスワードの利用解除２

６．利用解除
（２）トークン削除

３

ご利用解除の手続きが終了しました。



ワンタイムパスワード携帯電話の機種変更の手順

「〈ふくぎん〉個人インターネットバンキング」の「ワンタイムパス
ワードご利用マニュアル」をご準備下さい。

１

ワンタイムパスワードご利用解除の手順を行います。２

初めてワンタイムパスワードご利用の手順を行います。３

携帯電話の機種変更の手続きが終了しました。



＜アプリの初期設定用の記入用紙＞

利用パスワードは初期登録でパソコンへご自身が登録したもの、サービスＩＤ、ユーザーＩＤはパソコン画面に表示されたものを記入して下さい。

利用開始パスワード

アプリの初期設定で活用願いします。

サービスＩＤ

ユーザーＩＤ



①

②

ア．福島銀行インターネットバンキ
　　ングへログインします。

イ．メニュー画面が表示されます。

ウ．メニューから各種お申込・手
　　続きをクリックします。

ア．福島銀行インターネットバンキン
　　グにログインします。

イ．ワンタイムパスワード利用促進
　　の画面が表示されます。

ウ．「申請する」が選択されている
　　ことを確認し、次へをクリックしま
　　す。

エ．ワンタイムパスワード申請内容
　　選択の画面へ遷移します。
　
オへ続きます。

１．初期登録

（１）ワンタイムパスワード利用申請

＜ワンタイムパスワードをご利用になる場合＞
・インターネットバンキングへログインします。
①ワンタイムパスワード利用促進の画面からワンタイムパスワード申請を申請するにクリックし、
　　次へをボタンを押す。
②メニュー画面からワンタイムパスワード申請を行います。

※※※※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。。。。

■■■

■■■■■

■■■■■
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エ．「ワンタイムパスワード申請」
　　ボタンをクリックします。

１．初期登録

オ．ワンタイムパスワード申請内
　　容選択の画面が表示されます。

カ．「トークン発行」をクリックしま
　　す。
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１．初期登録

＜＜＜＜ごごごご注意注意注意注意＞＞＞＞
・・・・携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話ののののメールメールメールメール受信受信受信受信のののの
　　　　設定設定設定設定をごをごをごを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。。。。
・・・・ドメインドメインドメインドメイン指定指定指定指定はございませはございませはございませはございませ
　　　　んかんかんかんか？？？？
　　　　ドメインドメインドメインドメイン指定指定指定指定があればがあればがあればがあれば
・・・・「「「「otpotpotpotp----authauthauthauth....netnetnetnet」」」」ののののドメインドメインドメインドメイン
　　　　をををを事前事前事前事前にににに登録登録登録登録してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

（２）トークン発行

キ．トークン発行（ソフトウェアト
　　ークン発行情報入力）の画
   面が表示されます。

ク．ワンタイムパスワードアプリ
　　をダウンロードする「携帯電
　 話メールアドレス」を入力し
　　ます。

ク．トークン発行時に必要な
　　「利用開始パスワード」
　　（任意の数字４～８桁）を入
　　力します。
　　＜注意＞
　　利用開始パスワードはアプ
　　リダウンロード時に必要な
　　パスワードです。お忘れな
　　いようご注意願います。

ケ．「次へ」ボタンをクリックしま
　　す。

■■■■■

■■■■■

3



１．初期登録

コ．「ソフトウェアトークン発行
　　情報入力内容確認」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．メール通知パスワード送信
　　先を確認します。
　　（送信日時・送信先メールアド
　　レス）

ス．メール通知パスワード送信
　　先からメール通知パスワード
　　を確認します。
　
セ．メール通知パスワードを入力
　　します。

ソ．「確定する」ボタンをクリック
　　します。

■■■■■

■■■■■
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　　　　　　　　＜受信メール＞
From:fukushimabank.@otp-auth.net
Sub :福島銀行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：10120513
ユーザＩＤ  ：051300000009
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：hｔｐｓ：//XX.XXXXX/XXXX
スマートフォンの方：hｔｐｓ：//XX.XXXXXX
/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 0120-４6-2940
これからも福島銀行をよろしくお願いいたしま
す。

１．初期登録

タ．トークン(ソフトウェアトークン
   発行完了)の画面が表示され
   ます。

チ．同時に登録いただいたメール
　　アドレスにトークン発行用のメ
　　ールが送信されます。

ツ．アプリの初期設定用の記入用
　　紙へｻｰﾋﾞｽID、ﾕｰｻﾞID、利用
　　開始ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの記入をお勧め
　　いたします。

テ．「ワンタイムパスワード申請
　　内容選択へ」ボタンをクリック
　　します。

■■■■■
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（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。）

ア．「初期登録」の操作で受信したメールに記
    載れているＵＲＬを選択します。

イ．表示されたｗｅｂの指示に従い、「ワンタイ
　　ムパスワードアプリ」をダウンロードしてく
　　ださい。

　　　　　　　＜受信メール＞
From:fukushimabank.@otp-auth.net
Sub :福島銀行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：10120513
ユーザＩＤ  ：051300000009
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 0120-４6-2940
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。。。。
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３．アプリの初期設定

（１）アプリの初期設定（トークン新規）

初めてワンタイムパスワードアプリをお使いになる設定を行います。

ア．「初期設定」の画面が表示されます。

イ．「初期登録」で
　　　アプリの初期設定録用の記入用紙
　　　に記入している次の項目を入力しま
　　　す。
　　　・サービスＩＤ（メールに記載）
　　　・ユーザＩＤ　（メールに記載）
　　　・利用開始パスワード（トークン発行
　　　　画面で入力したもの）送信ボタンを
　　　　押して下さい。
※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

ウ．「通信中」の画面が表示されます。

エ．「初期設定完了」の画面が表示されます。
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＜＜＜＜注意注意注意注意＞＞＞＞
携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの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、、、、起動時起動時起動時起動時にににに「「「「通信通信通信通信をををを許可許可許可許可しますかしますかしますかしますか？」？」？」？」のののの画面画面画面画面がががが表示表示表示表示されるされるされるされる
場合場合場合場合がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、はいはいはいはいボタンボタンボタンボタンをををを押押押押してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

キ．「ワンタイムパスワード」の画面が表示
　　されます。

３．アプリの初期設定

（１）アプリの初期設定（トークン新規）

オ．「アプリロックについて」の画面が表示され
　　ます。

カ．次へボタンを押して下さい。
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エ．「ワンタイムパスワード申
　　請」をクリックします。

４．利用開始登録の設定

（１）ワンタイムパスワード申請と利用開始登録の設定１

インターネットバンキングでワンタイムパスワードの利用開始登録を行います。

ア．インターネットバンキングに
　　ログインします。

イ．メニュー画面が表示されます。
　

ウ．メニュー画面から「各種お
　　申込・手続き」をクリックしま
　　す。

■■■■■

■■■■■

■■
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４．利用開始登録の設定

オ．ワンタイムパスワード申請
　　内容選択の画面が表示さ
　　れます。

カ．「ワンタイムパスワード利用
　　開始」をクリックします。
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コ．ワンタイムパスワード利用
　　開始（ソフトウェアトークン
　　完了）の画面が表示されま
　　す。

サ．「ワンタイムパスワード申
　　請内容選択へ」ボタンをクリ
　　ックします。

（２）利用開始登録の設定２

４．利用開始登録の設定

キ．ワンタイムパスワード利用開始（ソフトウ
　　ェアトークン確認）の画面が表示されます。

ク．携帯電話で現在表示されている「ワンタ
　　イムパスワード」を入力します。

ケ．「利用を開始する」ボタンをクリックします。
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シ．「ワンタイムパスワード申
　　請内容選択」の画面が表
　　示されます。

ス．「トップページへ」をクリック
　　します。
　　※取引を開始して下さい。

４．利用開始登録の設定
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イ．ワンタイムパスワードアプリを起動し、ワン
　　タイムパスワードを表示させます。

ウ．インターネットバンキングの
　　ログイン画面で、ログインＩＤ
　　、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。

５.ログイン

（１）ワンタイムパスワードを起動し、インターネットバンキングでログインする

インターネットバンキングでワンタイムパスワードを利用してログインする

ア．ワンタイムパスワードアプリを選択します。
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クリックします

エ．「ログイン（ワンタイムパスワ
　　ード認証）」の画面が表示さ
　　れます。

オ．現在携帯電話に表示されて
　　　いるワンタイムパスワード
　　　を入力し、「次へ」ボタンを
　　　クリックします。

カ．インターネットバンキングの
    メニュー画面が表示され、
    ログイン完了です。
※取引を開始して下さい。

（２）携帯電話に表示されたワンタイムパスワードを認証ログイン画面へ入力する

５．ログイン
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６．利用解除

（１）ワンタイムパスワードの利用解除１

ワンタイムパスワードの利用を停止したい場合は、次の手順に従って、利用解除を行います。

ア．インターネットバンキングへ
　　ログインします。

イ．メニュー画面が表示されます。

ウ．「各種申込・手続き」をクリ
　　ックします。

エ．「ワンタイムパスワード申請
    」ボタンをクリッツクします。
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（１）ワンタイムパスワードの利用解除２

６．利用解除

オ．ワンタイムパスワード申請
　　内容選択の画面が表示され
　　ます。

カ．「ワンタイムパスワード利
　　用解除」をクリックします。

16



６．利用解除

キ．ワンタイムパスワード利用
　　解除（利用解除確認）の画
　　面が表示されます。

ク．「確認用パスワード」を
　　入力後、「解除する」ボタン
　　をクリックします。

ケ．ワンタイムパスワード（利用
　　解除（利用解除完了）の画
　　面が表示されます。

コ．「トップページ」ボタンを
　　クリックします。
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６．利用解除

（２）トークンの削除１

ワンタイムパスワード利用解除後、トークンを削除します

ア．ワンタイムパスワードアプリを選択します。

イ．ワンタイムパスワードアプリを起動し、ワン
　　タイムパスワードを表示させます。

ウ．設定ボタンを押下してください。

エ．「設定メニュー」の画面が表示されます。
　　トークン削除を選択し、決定ボタンを押し
　　てください。

オ．「トークン削除」の画面が表示」されます。
　　削除したいトークンを選択し、削除ボタン
　　を押してください。

福島銀行

福島銀行
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６．利用解除

②

（２）トークンの削除２

カ．「トークン削除確認」の画面が表示さ
　　れます。
　　削除するトークンを確認し、間違なけれ
　　ば、削除ボタンを押してください。

キ．トークンを削除した後の画面表示
　　①トークンがまだ残っている場合は、
　　　　「トークン選択」の画面が表示さ
　　　　れます。
　　②すべてのトークンを削除した場合
　　　　は、「トークン削除完了」の画面
　　　　が表示されます。

ク．終了ボタンを押して、ワンタイムパ
　　スワードアプリを終了してください。

①

福島銀行
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有効期限まで残り３０日以内になると「有効期限
更新」の画面が表示されます。
継続してご利用いただく場合は、有効期限の更
新を行ってください。

イ．「有効期限更新」の画面が表示されます。

ウ．はいボタンを押してください。

エ．「通信中」の画面が表示されます。

ここの日付が有効期限です

７．トークンの有効期限更新

（１）有効期限まで３０日以内の場合

トークンの有効期限を更新します

ア．ワンタイムパスワードアプリを選択します。

　 福島銀行
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（１）有効期限まで３０日以内の場合

オ．「有効期限更新完了」の画面が表示さ
　　れます。

カ．次へボタンを押してください。

キ．「ワンタイムパスワード」の画面が表示され
　　ます。

７．トークンの有効期限更新

福島銀行

21



７．トークンの有効期限更新

（２）有効期限が切れている場合

トークンの有効期限を更新します

ア．ワンタイムパスワードアプリを選択します。

イ．「有効期限更新」の画面が表示されます。

ウ．更新ボタンを押してください。

エ．「通信中」の画面が表示されます。

福島銀行
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７．トークンの有効期限更新

（２）有効期限が切れている場合

オ．「有効期限更新完了」の画面が表示さ
　　れます。

カ．次へボタンを押してください。

キ．「ワンタイムパスワード」の画面が表示され
　　ます。

福島銀行
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８．トークンの追加

（１）トークンを追加します

既に他の金融機関のワンタイムパスワードアプリをダウンロード済で、
今回、福島銀行用のトークンを発行する設定を行います。

ア．「ワンタイムパスワード」の画面で、「設定」
　　ボタンを押してください。

イ．「設定メニュー」の画面が表示されます。

ウ．「トークン追加」を選択し、「決定」ボタンを
　　押してください。

エ．「トークン追加」の画面が表示されます。

オ．「初期登録」で
　　　アプリの初期設定用の記入用紙に
　　　記入している次の項目を入力しま
　　　す。
　　　・サービスＩＤ（メールに記載）
　　　・ユーザＩＤ　（メールに記載）
　　　・利用開始パスワード（トークン発行
　　　　画面で入力したもの）送信ボタンを
　　　　押して下さい。
※※※※ユーザユーザユーザユーザＩＤＩＤＩＤＩＤのののの入力欄入力欄入力欄入力欄はははは、、、、英字入力英字入力英字入力英字入力モーモーモーモー
　　　　　　　　ドドドドになっているのでになっているのでになっているのでになっているので入力種類入力種類入力種類入力種類をををを数字数字数字数字
　　　　　　　　へへへへ変更変更変更変更してしてしてして入力入力入力入力してくださいしてくださいしてくださいしてください

カ．「通信中」の画面が表示されます。
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＜＜＜＜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件件件件までとなっておりますまでとなっておりますまでとなっておりますまでとなっております。。。。
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ときはできないときはできないときはできないときは、、、、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後削除後削除後削除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てくださいってくださいってくださいってください。。。。

８．トークンの追加

（２）トークンを追加します

ケ．「トークン選択画面」が表示されます。

コ．追加した「福島銀行」が表示されている
　　ことをご確認ください。

サ．福島銀行のトークンを選択し、「決定ボタン」
　　を押してください。

シ．「ワンタイムパスワード」の画面が表示
　　されます。

キ．「トークン追加完了」の画面が表示されま
す。

ク．「次へボタン」を押してください。

福島銀行
福島銀行
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