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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。



マニュアル

操作するもの

スマートフォン

スマートフォ
ン

パソコン

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」の利用マニュアル（スマート
フォン編）と｢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．スマートフォンの設定２

２．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スマートフォン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。

３

ログインできました。



操作するもの

マニュアル

スマートフォン

スマートフォン

「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」の利用マニュアル（スマート
フォン編）と｢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

３．ワンタイムパスワード解除
（個人インターネットバンキング利用マニュアル＜スマートフォン編＞を参照
の上、お手続きをお願いいたします。）

２

３．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」スマートフォンの機種変更の手順

「〈ふくぎん〉個人インターネットバンキング」の利用マニュアル（ス
マートフォン編）と｢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

３．ワンタイムパスワード解除
（個人インターネットバンキング利用マニュアル＜スマートフォン編＞
を参照の上、お手続きをお願いいたします。）

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

スマートフォンの機種変更の手続きが終了しました。

３．トークン削除

４



＜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



個人個人個人個人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　　　　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

＜＜＜＜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編編編編＞＞＞＞をををを参照参照参照参照のののの上上上上、、、、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。。。。

１．スマートフォンの設定

インターネットバンキングをパソコンとスマートフォンをご利用したい場合、スマーフォンの設定を最初
に行います。

1 



２.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する

ア．ワンタイムパスワードアプリを起動します。

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．インターネットバンキングの
     ログイン画面で、ログインＩ
     Ｄ、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。

福島銀行
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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．現在スマートフォンに表示さ
　　　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
　　メニューの画面が表示され、
　　ログイン完了です。
　　※取引を開始して下さい。

２．ログイン

（２）スマートフォン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

福島銀行
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①② ③④

① ②

＜終了について：iＰＨＯＮＥの場合＞
　①ホームボタンをダブルクリックして、
　　 マルチタスク画面を表示します。
　②マルチタスク画面が表示されます。
　③ワンタイムパスワードのアプリのウィンドウ
     を上にスワイプします。
     ※スワイプ・・・指が画面に触れたまま
           　            特定の方向に滑らせること
  ④ワンタイムパスワードアプリが終了します。
　
　iOSのバージョンにより、アプリの終了方法が
　異なる場合がございます。
　詳細につきましては、スマートフォンに付属の
　取扱説明書をご確認ください。

＜終了について：Ａｎｄｏｒｏｉｄの場合＞
　①メニューキーを押下し、下段に終了メニュ
　　ーが表示されます。
　②Ｘ終了を選択して下さい。
　③ワンタイムパスワードアプリが終了します。

　ご利用のスマートフォンにより、アプリの終了
　方法が異なる場合がございます。
  詳細につきましては、スマートフォンに付属の
  取扱説明書をご確認ください。

２．ログイン

（３）スマートフォンのワンタイムパスワードを終了する。

福島銀行

福島銀行 福島銀行
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３．トークンの削除

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起動します。

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のののの利用解除利用解除利用解除利用解除はははは個人個人個人個人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　　　　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
＜＜＜＜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編編編編＞＞＞＞をををを参照参照参照参照のののの上上上上、、、、手続手続手続手続きききき願願願願いますいますいますいます。。。。こちらではこちらではこちらではこちらではトークントークントークントークンのののの削除削除削除削除をををを説明説明説明説明しますしますしますします。。。。

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．画面下部のタブの［設定］を選択してくださ
い。

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

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て下さい。

福島銀行

福島銀行
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３．トークンの削除

キ．「設定メニュー」画面が表示されます。

ク．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。［次へ］ボタンを選択して、
　　初期設定を行うことができます。

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、削除ボタンをタップしてください。

福島銀行
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ここの日付が有効期限です

４．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起動します。

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．複数のトークンが登録されている場合、
　　トークン選択でトークンを選択して下さい。

ウ．「有効期限更新」の画面が表示されます。

エ．今すぐ更新を行う場合は「更新」を、 後日
　　更新を行う場合は「保留」を選択して下さい。

オ．「更新」を選択した場合：
　　  通信が開始され、成功すると有効期限更新
　  　が完了します。
　　「保留」を選択した場合：
　　 「ワンタイムパスワード」画面が表示されま
　 　す。
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（１）有効期限まで３０日以内の場合

カ．「更新」を選択した場合、「有効期限更新完
了」　　完了」の画面が表示されます。

キ．「次へ」ボタンをタップしてください。

ク．「ワンタイムパスワード」の画面が表示され
　　ます。

４．トークンの有効期限更新
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イ．複数のトークンが登録されている場合、
　　 トークン選択画面でトークンを選択して
　　下さい。

ウ．「有効期限きれ」の画面が表示されます。

エ．「確認」ボタンをタップしてください。

オ．「初期設定」の画面が表示されます。
　
カ．サービスＩＤとユーザＩＤと
    利用開始パスワードを入力して下さい。

　　「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ください。

４．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起動します。

福島銀行
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コ．「ワンタイムパスワード」画面が表示
　　されます。
    ※変更後のトークン表示名が表示されます。
       （例：福島銀行○○用）

４．トークンの有効期限更新

ケ．トークン表示名設定画面が表示されます。

トークン表示名（福島銀行）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。
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○○用）

「登録」ボタンをタップしてください。

キ．通信が開始され、成功すると初期設定
　　完了が表示されます。

ク．「次へ」ボタンをタップします。

福島銀行

未登録

○○用

福島銀行　○○用

福島銀行○○用
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５．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、
    画面下部のタブの［設定］を選択して下さい。

イ．「設定メニュー」の画面が表示されます。

ウ．「トークン追加」を選択してください。

エ．「トークン追加」の画面が表示されます。

オ．次の項目を入力して下さい。
　　　・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（ワンタイムパ
　　　　スワード利用申請の画面で入力し
　　　　たもの）
※※※※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

　　　　　　　　　　　　････「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ください。

カ．通信が開始され、成功すると「トークン追加
　　　完了」の画面が表示されます。

キ．「次へボタン」をタップして下さい。
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シ．「ワンタイムパスワード」の画面が表示
　　されます。

５．トークンの追加

（２）トークンを追加します

＜＜＜＜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。。。。

ク．トークン表示名設定画面が表示されます。

トークン表示名（福島銀行）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。

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○○用）

「登録」ボタンをタップしてください。

ケ．「トークン選択」の画面が表示されます。

コ．追加した「福島銀行○○用」が表示されて
　　いることをご確認ください。

サ．「福島銀行○○用」のトークンを選択して
　　下さい。

福島銀行

未登録

○○用

福島銀行　○○用

福島銀行　○○用

福島銀行○○用
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トークン表示名の変更を行います。

（１）トークン表示名設定を選択します

エ．トークン表示名設定画面が表示されます。

オ．固定文言（福島銀行）に追加する任意の文
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）

※追加文言の変更が不要の場合は、入力不要
です。

カ．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○○用）

キ．「登録」ボタンをタップしてください。

ク．変更後のトークン表示名が表示されます。
（例：福島銀行○○用）

ア．「ワンタイムパスワード」の画面で、
    画面下部のタブの［設定］を選択して下さい。

イ．「設定メニュー」の画面が表示されます。

ウ．「トークン表示名設定」を選択してください。

（２）トークン表示名を変更します

６．トークン表示名の変更

福島銀行

○○用

福島銀行　○○用

未登録

福島銀行○○用

福島銀行
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