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<ご確認ください>
●迷惑メール対策を設定している場合は、
　　ドメインが「@webcenter.anser.or.jp@webcenter.anser.or.jp@webcenter.anser.or.jp@webcenter.anser.or.jp 」と
　　「@otp-auth.net@otp-auth.net@otp-auth.net@otp-auth.net 」のメールを受信できる
　　よう設定してください。

当行スマートフォンサイトの「インターネットバン
キング」ボタンをタップしてください。

《スマートフォンサイトへのアクセス方法》

①スマートフォンで当行ホームページに
　（URL:/www.fukushimabank.co.jp/）
　アクセスした場合にスマートフォン専用
　ページへの遷移ボタンを表示します。

②スマートフォン専用ページへのアクセス
　　URL:/www.fukushimabank.co.jp/sp/

③公式メニューからのアクセス。
　　docomo：dﾒﾆｭｰ⇒ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ⇒銀行⇒銀行
　　au　　 　：ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ⇒ﾌｧｲﾅﾝｽ⇒地方銀行
　　Softbank ：ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ⇒ｶﾃｺﾞﾘｰ「趣味/ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ」

１．初期登録

福島銀行インターネットバンキングログインボタ
ンをタップします。
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「ログインＩＩＤ取得」ボタンをタップし、ログインＩＤ
の取得を行います。

｢申込代表口座（支店番号・口座番号）｣、「ログ
インパスワード」、「確認用パスワード」を入力
し、「次へ」ボタンをタップしてください。

●申込代表口座 ：申込書（お客様控え）に記入
されています。
●ログインパスワード：申込書（お客様控え）に
記入されています。（●●●●●a）
●確認用パスワード ：登録完了通知（郵送）に
記載されています。（●●●●●ｂ）

●口座番号は７桁で入力してください。
●ログインパスワードは申込書（控）をご参照く
ださい。
●取引確認用パスワードは＜ふくぎん＞から送
付の「利用開始のお知らせ」をご参照ください。

１．初期登録
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ログインＩＤ

お客様のログインＩＤをお控え下さい

登録した「ログインＩＤ」と「ログインパスワード」を
入力し、「ログイン」ボタンをタップしてください。
サービス開始登録画面に遷移します。

ログインＩＤ取得の完了画面が表示されます。
「ログインＩＤ」はログインの際に必ず使用します
ので、お忘れにならないようにご注意ください。

※本画面は取得時しか表示されません。

登録内容を確認のうえ、「確認」ボタンをタップす
ると再度ログイン画面が表示されます。

お客様のログインＩＤ（本人認証番号）をお客様
ご自身で決めていただき、設定してください。

※ログインＩＤは半角の英数字を組み合わせて
6～12桁になるように入力してください。

１．初期登録
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１．初期登録

追加認証の質問と回答（合言葉）を入力し「登録
ボタン」をタップしてください。

※回答（合言葉）は全角で入力して下さい。
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１．初期登録

サービス開始登録の画面が表示されます。

＜現在のログインパスワード＞
●申込代表口座 ：申込書（お客様控え）に記入
　　されています。（●●●●●a）
＜新しいログインパスワード＞
●現在のログインパスワード以外のものを
　　決めて入力して下さい。
　　・確認のため同じものを再度入力します。

＜現在の確認用パスワード＞
　登録完了通知（郵送）に記載されています。
　（●●●●●ｂ）
＜新しい確認用パスワード＞
●現在の確認用パスワード以外のものを
　　決めて入力して下さい。
　　・確認のため同じものを再度入力します。

入力が完了したら「変更を確定する」ボタンを
タップ
して下さい。
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１．初期登録

「メールアドレス」
「連絡先電話番号」
「１日あたりの振込限度額」を登録してください。

「確認用パスワード」を入力し、「確認画面へ」ボ
タンをタップしてください。
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１．初期登録

入力内容を確認の確認して「確認用パスワー
ド」を入力し、「登録を確定する」ボタンをタップし
てください。

※初期設定が終了するとワンタイムパスワード
利用申請画面に遷移します。詳しくは、『ワンタ
イムパスワード設定』の手順をご参照ください。
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２．ワンタイムパスワード設定

ワンタイムパスワードを登録するスマートフォン
の「メールアドレス」、ワンタイムパスワード設定
用の「利用開始パスワード」（利用開始時に１回
のみ使用）を入力し「確定する」ボタンをタップし
てください。

※「利用開始パスワード」は、お客様ご自身で決
めてください。（半角数字 4～8桁）
※「利用開始パスワード」は、後ほどスマート
フォンにおいて入力が必要になりますので、お
忘れにならないようご注意ください。

<ご確認ください>
●入力したメールアドレス宛にワンタイムパス
ワードアプリのダウンロードサイトのＵＲＬを記載
したメールが送信されます。

●迷惑メール対策を設定している場合は、ドメイ
ンが「@otp-auth.net」のメールを受信できるよう
設定してください。

●利用開始パスワードは４～８桁の数字で入力
してください。

●利用開始パスワードはワンタイムパスワード
アプリの初期設定時に必要になりますので、お
忘れにならないようにご注意ください。

「ログインＩＤ」と「ログインパスワード」を入力し、
「ログイン」ボタンをタップしてください。サービス
開始登録画面に遷移します。
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トークン情報（サービスＩＤ、ユーザＩＤ）をお控えく
ださい。ワンタイムパスワード初期設定時に必
要になります。なお、トークン情報は送信メール
にも記載しております。

現在設定中の端末にアプリを設定する場合は、
「トークンダウンロード」ボタンをタップしてくださ
い。送信メール記載のＵＲＬと同じダウンロード
サイトに遷移します。

　　サービスＩＤ

お客様のトークン情報をお控え下さい

ユーザ－ＩＤ

ＮＴＴデータのダウンロードサイトが表示されま
す。

「ダウンロードサイト」ボタンをタップするとご利
用端末用のアプリダウンロードサイト（Android端
末はAndroid Market。iPhone端末はAppStore）
に遷移します。

２．ワンタイムパスワード設定
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２．ワンタイムパスワード設定

ワンタイムパスワード利用申請画面で設定した

「サービスＩＤ」
「ユーザＩＤ」
「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。

初期設定完了画面が表示され、ワンタイムパス
ワードの設定が完了します。

「次へ」ボタンをタップしてください。
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２．ワンタイムパスワード設定

変更後のトークン表示名が表示されます。
（例：福島銀行○○用）
　
「ログイン」ボタンをタップすると福島銀行イン
ターネットバンキングのログイン画面に遷移しま
す。

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。

ワンタイムパスワードは自動で入力されますの
で、「ログインＩＤ」と「ログインパスワード」を入力
し、「ログイン」ボタンをタップしてください。

福島銀行

○○用

福島銀行　○○用

福島銀行○○用

未登録

１７８３０８１６
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【ご注意】
●ワンタイムパスワードアプリがインストールされた端末を機種変更する場合は、「ワンタイムパスワー
ド利用解除」の操作が必要です。
●「ワンタイムパスワード利用解除」の操作についてはこちらをご確認ください。
●機種変更後の端末で再度ワンタイムパスワードの設定を行ってください。（変更後の端末からの初
回ログイン時に「ワンタイムパスワード利用申請画面」が自動的に表示されます。）

２．ワンタイムパスワード設定

インターネットバンキングサービスのメニュー画
面が表示されます。ご希望のメニューを選択し、
画面の説明に従ってご利用ください。

ワンタイムパスワードアプリをインストールいた
しますと、アプリ一覧に右図のアイコンが追加さ
れます。

インターネットバンキングをご利用の際には、こ
のアイコンをタップし、ワンタイムパスワードアプ
リを起動していただきますと、簡単にログイン画
面にアクセスすることができます。
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●本操作を行いますと、現在お使いのスマート
フォンからはログインできなくなりますので、ご注
意ください。

メニュー画面の「ワンタイムパスワード申請」ボ
タンをタップしてください。

３．ワンタイムパスワード解除

【ご注意】
●本操作はワンタイムパスワードアプリがインストールされた端末を機種変更する場合にのみ行いま
す。
●本操作を行いますと、現在お使いのスマートフォンからはログインできなくなりますので、ご注意くだ
さい。（パソコンからはログイン可能です。）
●また、本操作を行わずにワンタイムパスワードアプリがインストールされた端末を機種変更した場合
は、インターネットバンキングのご利用ができなくなります。（ご利用の再開には書面での手続きが必
要になりますので、最寄の＜ふくぎん＞本支店までお申し付けください。）
●利用解除を行った場合、再度のワンタイムパスワードアプリ発行は翌日からとなります。

「ワンタイムパスワード利用解除」ボタンをタップ
してください。
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ワンタイムパスワード利用解除が完了します。

３．ワンタイムパスワード解除

確認用パスワードを入力し、「解除する」ボタン
をタップしてください。
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４．残高照会

メニュー画面の「残高照会」ボタンをタップしま
す。

｢選択｣ボタンをタップして照会口座を決定しま
す。

照会結果が表示されます。引き続き当該口座か
ら「振込・振替」｢入金明細照会」を行うこともでき
ます。
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５．入出金明細照会

メニュー画面の「入出金明細照会」ボタンをタッ
プします。

｢選択｣ボタンをタップして照会口座を決定しま
す。

照会条件を指定し、「照会する」ボタンをタップし
てください。
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明細をタップすると詳細情報が表示されます。

５．入出金明細照会

入出金明細照会後、当該口座から「振込」を行
うことができます。
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６．振込・振替

引落口座（支払口座）の「口座決定」ボタンをタッ
プしてください。

メニュー画面の「振込・振替」ボタンをタップしま
す。
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振込先としてご登録済みの口座へ振込される場
合は、「振込先一覧」欄に表示された口座の「口
座決定」ボタンをタップしてください。

タップすると「金額・指定日入力画面」に遷移し
ます。

振込先を個別に指定する場合は、「振込先個別
入力」ボタンをタップしてください。

タップすると「振込先金融機関検索画面」に遷移
します。

６．振込・振替

インターネットバンキングご契約口座への振替
の場合は、「契約口座」欄に表示された口座の
「口座決定」ボタンをタップしてください。

タップすると「金額・指定日入力画面」に遷移し
ます。
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登録済みの金融機関への振込の場合は金融
機関名のボタンをタップしてください。

振込先金融機関の支店名（ひらがな又はカタカ
ナで先頭３文字まで）を入力してください。

「次へ」ボタンをタップすると「支店名選択」画面
に遷移します。

６．振込・振替
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振込先金融機関の支店名（ひらがな又はカタカ
ナで先頭３文字まで）を入力してください。

「検索」ボタンをタップすると、支店名が表示され
ますので支店名を「選択」しタップして下さい。選
択後、「口座情報入力」画面に遷移します。

６．振込・振替

振込先の口座（科目・口座番号）、振込（振替）
金額、振込（振替）指定日、振込メッセージを入
力し「確認画面へ」ボタンをタップしてください。

<ご確認下さい>
　●お取引の受付時間、お振込先の金融機関
　　によっては、受取人名の入力が必要な場合
　　がございます。
　●入力時は、英数カナ文字で３０文字以内で
　　入力してください。

※振込依頼人名を変更する場合は、振込メッ
セージ欄を選択し、半角カナ、英数字２０文字以
内で入力してください。
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振込（振替）結果が表示されます。

引き続き「振込先の登録」、「残高照会」の取引
が可能です。

６．振込・振替

最終確認画面が表示されます。

入金先口座情報、振込（振替）金額を確認のう
え「確認用パスワード」を入力し「確定する」ボタ
ンをタップしてください。

22 



　　　　　　　　２２２２　　　　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設定設定設定設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　５５５５　　　　入出金明細照会入出金明細照会入出金明細照会入出金明細照会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　・・・・  ・・・・  ・・・・  ・・・・  １６１６１６１６

７．定期預金

定期預金のプラスボタンをタップし「定期預金」
を選択してください。

メニュー画面の「お取引」ボタンをタップします。
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７．定期預金

「定期明細」をタップすると口座照会画面が表示
されます。

「預入」「払出」はパソコンメニューに推移しま
す。
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７．定期預金

定期預金の明細照会画面です。

　「払出」「満期解約予約」ボタンよりパソコン画
面からのお取引が可能です。
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