
受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：00
（信用金庫休業日を除きます）

受付時間：平日 9：00～22：00　土日祝日 9：00～17：00
URL：http://www.shinkin.co.jp/ehime/

0120-132-220

お気軽にお問い合わせください

操作方法について

操作方法について専門のオペレータが対応いたします。
ヘルプデスク

インターネットバンキング
（WEB-FB）

各種振込・口座振替・取引照会をインターネットで。

法人・個人事業主さま向け

0120-244-723
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サービス内容オフィスにいながら総合振込、給与・賞与振込、都度振込、
口座振替取引をインターネットから持ち込みできます。
処理状況がご利用のパソコンで照会できます。

電子証明書方式のお客様
●電子証明書の取得
●電子証明書方式のログイン
●承認者・一般者への電子証明書発行登録
●電子証明書の有効期限通知
●電子証明書の更新
●電子証明書の削除

（1）本人確認方法

●ＩＤ・パスワード方式ログイン
（2）ご利用開始
●各種パスワードの変更
●利用開始番号の発行と登録
●ワンタイムパスワードの登録

（3）各種サービス
●振込・口座振替サービス
●照会サービス
●収納サービス

ＩＤ・パスワード方式のお客様

簡易で便利な５つの特徴
❶
簡単にご利用
いただけます。

❷
専用ソフトの
インストール
が不要です。

❸
急なお振込に
も対応できま
す。

❺
面倒な口座振
替業務も随時
処理可能です。

❹
振込手数料が
窓口よりもお
得です。 ￥

サービスメニュー
振込・口座振替サービス
●明細情報登録・照会
お振込先口座・口座振替引落口座の事前登録が行えます。また、事前にご登録いただいたお振込先口座・口座
振替引落口座の変更・削除・新規登録がパソコンから即座に行えます。
●総合振込
事前にご登録いただいた口座に対して、振込指定日の15営業日前から、前営業日までお手続きいただくこ
とができます。
●給与・賞与振込
事前にご登録いただいた口座に対して、振込指定日の15営業日前から2営業日までお手続きいただくこと
ができます。
●都度振込
振込指定日の15営業日前から当日までお手続きいただくことができます。ご登録の無い口座へのお振込がで
きます。当日のお振込の場合はワンタイムパスワード※のご利用が必要です。
※ワンタイムパスワードとは、一定時間毎に更新される1回限りのパスワードです。パスワード生成機（トークン）には、ハードウェア
トークンとソフトウェアトークンの2種類があります。詳しくは19ページ参照

●口座振替
預金口座振替契約により、お客さまに代わってお取引先の当金庫の口座から代金を回収し、お客さまの口座
に一括して入金するサービスです。事前にご登録いただいた口座に対して、振替指定日の15営業日前から、
3営業日前までお手続きいただくことができます。
●外部ファイル登録
専用ソフト（給与奉行・弥生給与等）から作成した各種取引データを一括して送信することができます。

承認業務
●WEB承認
ご登録された各種取引（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）データを処理するために、承認者（管理者用ID
または承認者用IDご利用者）が承認を行っていただきます。
＊作成された未承認データに訂正がある場合は、差戻し処理を行っていただき、データの修正を行うことがで
きます。（E-mailで通知されます。）

照会サービス
●残高照会
　ご契約口座の残高をご照会いただけます。
●入出金明細照会
　ご契約口座の入出金明細をご照会いただけます。
　
　照会内容
　・期間指定（「前日分」、「当日分」、「当月分」、「指定なし（過去62日分）」）
　・日付指定（過去62日以内）
　・未照会分のみ

●取引状況照会
　お振込等の取引状況をご照会いただけます。
　
　照会内容・・・「総合振込」「給与・賞与振込」「都度振込」「口座振替」
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03 サービス内容

月額基本料は、毎月25日（休日の場合は翌営業日）に当金庫所定の金額を代表口座から自動引落しします。
その他の手数料・サービス時間はお近くの当金庫窓口または、当金庫ホームページでご確認ください。

●EV SSLサーバー証明書を採用
　「Internet Explorer 11.0」等の高セキュリティのブラウザからインターネットバンキングのログイン画
　面へアクセスした際に、ブラウザのアドレスバーが緑に変わり、フィッシングサイトとの判別が視覚的
　にできるようになります。

●パスワード誤入力
　4種類のパスワードについて、パスワード入力を6回連続で誤った場合は、パスワードがロックされ、それ
　以降の本サービスのご利用ができなくなりますので、入力にはご留意ください。

　ご対応方法
　・管理者用IDの場合
　 規制の解除につきましては、当金庫所定の手続きが必要です。
　 詳細につきましては、お問合せ窓口までご連絡ください。
　・承認者用IDおよび一般者用IDの場合
　 企業の管理者（管理者用ID利用者）の方が規制の解除を行ってください。

●ソフトウェアキーボード
　ログインパスワード入力時、キーボード入力の他にソフトウェアキーボードからの入力も可能です。

手数料・サービス時間

●Eメール通知機能を採用
　業務上通知するEメールのほかに、ご契約先情報の変更などセキュリティにかかわる操作がなされた
　場合、登録されているEメールアドレスへ操作が行われたことを通知するEメールを送信いたします。

●セキュアメールの採用
　Eメールに電子証明書を利用した電子署名を付与します。（セキュアメールIDを導入。）メールの送信元     
　の実在性、および電子メールの内容が通信途中で改ざんされていないことの確認ができ、フィッシング
　対策として有効です。

セキュリティ
●電子証明書による本人確認
当金庫で発行した電子証明書をパソコンに格納してご利用いただきます。電子証明書が格納されている
パソコンを使用することでのみ利用が可能となるため、パスワードが漏洩した場合でも、悪意の第三者に
よる不正利用が防止できます。

●お客様IDでお客様を確認
　お客様がご指定した6～12桁の IDになります。

●権限設定が可能
　・管理者用ID
　 利用者（承認者または一般者）IDの管理、契約情報変更、各種照会、各種取引（総合振込、給与・賞与振込、
　 都度振込、口座振替）の明細登録および承認業務が利用可能なIDです。
　・承認者用ID
　 契約情報変更、各種照会、各種取引（総合振込、給与・賞与振込、都度振込、口座振替）の明細登録および  
　 承認業務が利用可能なIDです。
　・一般者用ID
　 各種照会、各種取引（総合振込、給与・賞与振込、都度振込、口座振替）の明細登録が利用可能なIDです。

●４つのパスワードを確認
　・ログインパスワード
　 お申込時に初回パスワードをお届けいただきます。初回サービスご利用時に正規のパスワード（6～12        
　  桁の半角英数字（＊））へ変更のうえご利用ください。
  ＊数字と英字をそれぞれ１文字以上使用していただきます。英字は大文字小文字を識別いたしますので
　　ご注意ください。
　・登録確認用パスワード
　 お申込時に初回パスワードをお届けいただきます。初回サービスご利用時に正規のパスワード（6桁     
　 の半角数字（＊））へ変更のうえご利用ください。
  ＊桁数は固定となります。
　・承認用パスワード
　 お申込時に初回パスワードをお届けいただきます。初回サービスご利用時に正規のパスワード（10桁の
　 半角数字（＊））へ変更のうえご利用ください。
＊桁数は固定となります。なお、承認時のパスワードの入力方法は当金庫所定の方法（PIN方式）※になり
ます。

　・都度振込送信確認用パスワード
　 お申込時に初回パスワードをお届けいただきます。初回サービスご利用時に正規のパスワード（10桁の
　 半角数字（＊））へ変更のうえご利用ください。
＊桁数は固定となります。なお、送信確認時のパスワードの入力方法は当金庫所定の方法（PIN方式）※に
なります。
※PIN方式：10桁のパスワードの内、ランダムに指定された2桁を選択する。

●「SSL 256bit」の暗号通信方式を採用
　SSLとは、「インターネット上でデータ通信を行う際に利用される暗号通信の方法」であり、 現在もっとも
　解読が困難といわれている256bit SSL方式を採用しています。

●強制ログアウト
　本サービス利用中に15分以上何も取引を行わない場合は、強制ログアウトとなり本サービスのご利用を
　一旦停止させていただきます。継続してサービスをご利用いただくには再度ログインを行ってください。

●ワンタイムパスワード
ワンタイムパスワードとは、利用時に都度変更される１度限りのパスワードです。各種パスワードに代
わり、都度振込、総合振込、給与振込、口座振替、WEB承認時にパスワード生成機（トークン）にて生成
された「ワンタイムパスワード」を使用することでより一層セキュリティを高めることができます。
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05 ご利用環境 お申込みから
ご利用までの流れ06

ご利用環境

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけるマイク
ロソフト社の商品名または登録商標です。
※Macintoshはご利用いただけません。
※スマートフォンやタブレット端末は推奨環境対象外です。

【留意事項】
＊セキュリティ上の脆弱性を防止するため、最新のセキュリティパッチの適用、ウィルス対策
ソフトの導入を必ず実施するようお願いします。

推奨環境

2

3

電子メールアドレスが必要となります。

OS・ブラウザは以下のパソコン環境が必要となります。

インターネットの接続が必要となります。1

1

「しんきん法人インターネットバンキング」サービスのお申込みには、当金庫の口座が必要となります。
口座をお持ちでないお客様は最寄りの当金庫の本支店にて口座開設を行ってください。
＊ご注意
　お申込資格…法人・個人事業主以外の方はご利用になれません。個人の方はご利用になれません。

＊ご注意
企業内LANからインターネットをご利用されている際に、個別の設定（特定のアドレス制限）
がなされている時には、ご利用いただけない場合があります。

お申込みからご利用までの流れ

申込書の記入
申込書に必要事項をご記入ください。
35ページの申込書記入例をご参照ください。

2
窓口へお届け
申込書の記入が終わりましたらお取引されている当金庫の営業
店窓口へお届けください。

3
ご利用開始のご通知
ご利用開始可能のご連絡を電話、E-Mail、郵送等当金庫所定の
通知方法にてご案内いたします。

4
ご利用開始
ご利用のパソコンで、お届けいただいたお客様ID、初回ログ
インパスワードでログインしていただきます（＊）。また、E-Mail
等でご通知した「利用開始番号」をご入力ください。
17ページをご参照ください。
＊ご注意
初回ログイン時に、ログインパスワード、登録確認用パスワード、
承認用パスワード、都度振込送信確認用パスワードを変更の上
ご利用ください。（15ページをご参照ください）
電子証明書をご利用の場合は、初回ログイン後、電子証明書の
取得を行ってください。（7ページをご参照ください）

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓパソコン
なお、ご利用可能なOS、ブラウザ、プラグインソフトの対応バージョン
については、随時見直されます。
当金庫のホームページよりご確認ください。
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07 ご利用方法

電子証明書の取得（ご利用開始時のみ）

ログイン画面より「電子証明書取得」ボタンをクリックしてくだ
さい。

ID・パスワードを入力して「取得」ボタンをクリックしてください。

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

〈電子証明書の取得方法〉

電子証明書方式のお客様
電子証明書取得の前にパソコンの推奨環境と設定をご確認ください。
詳しくは当金庫ホームページ「法人・個人事業主さま向けインターネットバンキング」の「ご利用環
境」、「電子証明書方式」をご参照ください。

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

「このウィンドウを閉じる」ボタンをクリックしてください。

「はい」ボタンをクリックしてください。
＊お客様の利用環境によっては、左記文言が出ない場合があります。

「はい」ボタンをクリックしてください。
＊お客様の利用環境によっては、左記文言が出ない場合があります。

「取得」ボタンをクリックしてください。（1）本人確認方法



Page 10Page 09

09 ご利用方法

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

ログイン画面より「電子証明書ログイン」ボタンをクリックして
ください。

「お客様ＩＤ」「金融機関コード」を確認のうえ、「ＯＫ」ボタンを
クリックしてください。

なお、対象の「お客様ＩＤ」「金融機関コード」が表示されない場
合は「その他」ボタンをクリックし、該当の「お客様ＩＤ」「金融機
関コード」を選択のうえ、「ＯＫ」ボタンをクリックしてください。

「ログインパスワード」を入力し「認証」ボタンをクリックして
ください。

・通常ログインの場合は、下記の「メイン」画面へ遷移します。
・初回のログインの場合は、「各種パスワードの変更」へ遷移し       
　ます。

＜メイン画面＞

電子証明書方式のログイン 承認者・一般者（パブリックID）への電子証明書発行登録

本処理は、電子証明書方式で承認者・一般者の方が、本サー
ビスをご利用になるうえで、必要になる電子証明書の取得を
許可するための操作です。

メニューから、「管理機能」→「IDメンテナンス」を選択し、利
用者一覧から証明書を発行する承認者・一般者（パブリック
ID）を選択し、「編集」をクリックしてください。
（新規に利用者を追加する場合は「新規登録」をクリックし
ます。）

現在設定されている内容が表示されます。（新規登録の場合
は各項目に設定内容を入力します。）
「電子証明書」欄の「発行する」チェックボックスにチェック
を入れて、「登録」をクリックします。

登録が完了し、電子証明書の取得が可能になります。
登録を行った承認者・一般者（パブリックID）で電子証明書
の取得を行ってください。
7ページのご利用方法ページ参照

電子証明書の取得終了後、パブリックIDでの電子証明書ロ
グインが可能となります。

〈パブリックIDへの発行登録（取得許可）完了〉
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11 ご利用方法

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

電子証明書の有効期限通知

電子証明書の有効期限は、発行してから1年となっていま
す。有効期限が近くなった場合、お客様に更新案内の通知を
行います。

〈通知方法〉
•Eメール通知
有効期限の30日前と10日前に、お客様が登録されている
メールアドレスに通知いたします。

•画面表示
有効期限の30日前より、ログイン画面からメイン画面へ遷
移する間に有効期限を通知いたします。

【登録されているメールアドレス】宛 先
【信用金庫名】から【企業名】様へ重要なお知らせ
（メール送信日付）差出人

【企業名】様へのご連絡
いつも【信用金庫名】をご利用いただきまして、あ
りがとうございます。
お客様ID：【XXXXXXXXX】の電子証明書の有効
期限が近づいてまいりましたのでご連絡いたし
ます。
ログイン画面より、「電子証明書取得・更新」ボタ
ンをクリックして、電子証明書を更新していただ
けますようお願い申し上げます。
有効期限は【XXXX/XX/XX】から【XXXX/XX/XX】
です。
有効期限内に電子証明書の更新を行って下さい。

内容に関するご意見・ご質問は、【信用金庫名】に
お問い合わせください。

◎本メールは当金庫からお客様へ自動配信を
行っております。このメールにご返信いただき
ましてもご対応致しかねますので、あらかじめ
ご了承ください。

差出人

電子証明書の更新

ログイン後の更新通知画面より「今すぐ更新」をクリック
してください。
Webアクセスの確認画面が表示された場合は「ハイ」をク
リックしてください。セキュリティ確認画面が表示された
場合は「OK」をクリックしてください。
※お客さまがご利用されているブラウザの設定等により
Webアクセス確認画面が複数回表示される場合があり
ます。

電子証明書発行処理中画面から完了画面に自動的に遷移し
ます。
「このウィンドウを閉じる」をクリックしてください。
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13 ご利用方法

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

電子証明書の削除

更新前の古い電子証明書を削除します。

Internet Explorerの「ツール」ー「インターネットオプショ
ン」を選択し、「コンテンツ」タブの「証明書（C）」をクリック
してください。

「はい」ボタンをクリックしてください。

更新後に取得した電子証明書でのログインが可能になりま
す。
＊ログイン方法については9ページをご参照ください。

「証明書」画面で発行先・発行者・有効期限を確認します。
WEB-FBで利用する電子証明書は、
•発行先：「お客様ID」＋4桁の数字
（当金庫金融機関コード：1860）
•発行者：「Shinkin Internet Banking Intermediate CA」
となっています。

有効期限を確認し、有効期限の古いものを選択し削除をク
リックしてください。

ご注意
新しい電子証明書を誤って削除した場合は、電子証明
書の更新を再度やり直してください。

ＩＤ・パスワード方式のログイン
ログイン画面より「お客様ＩＤ」と「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てください。

・通常ログインの場合は、下記の「メイン」画面へ遷移します。
・初回のログインの場合は、「各種パスワードの変更」へ          
　遷移します。

＜メイン画面＞

・当金庫ホームページの「しんきん法人インターネットバンキング（WEB-FB）」サイトへアクセスして
 ください。

ID・パスワード方式のお客様
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15 ご利用方法

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

ログインパスワード（６～12桁の半角英数字）を変更してく
ださい。

登録確認用パスワード（６桁の半角数字）を変更してくだ
さい。

承認用パスワード（10桁の半角数字）を変更してください。

都度振込送信確認用パスワード（10桁の半角数字）を変更して
ください。

＊以降は変更後のパスワードでご利用いただきます。各種パスワードの変更（ご利用開始時のみ）

（2）ご利用開始
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17 ご利用方法
ご利用のMailソフトで通知されたE-Mailを開いていただき、
Mailの「利用開始番号」（4桁）をご確認ください。

※「利用開始番号」の通知メールが届いていない場合は、
   当金庫までお問い合わせください。

該当企業を選択してから、「利用開始番号」を入力し、「実行」
ボタンをクリックしてください。

利用開始登録が完了しました。

※WEB-FBサービスのお取扱いが可能となります。

ご契約口座一覧を表示させるには、
・「ログアウト」し「再ログイン」しなおしていただくか
・下記の「メイン」画面より「画面内容の最新化」ボタンをクリック    
　するとご利用口座が表示されます。

＜メイン画面＞

パスワード変更直後に、利用開始番号の発行と登録を行います。

「利用開始番号発行」画面で企業名を選択し、「利用開始番号
を発行する」ボタンをクリックしてください。

ご登録のE-Mailアドレスに「利用開始番号」が発行されまし
た。「ログイン」ボタンをクリックしてください。

利用開始番号を送付するメールアドレスをご確認いただき、
問題がなければ「送信」ボタンをクリックしてください。

「TOP」ボタンをクリック後、「メイン」メニューに切替わり
ます。

「TOP」ボタンをクリックしてください。

「契約情報登録・照会」メニューの「利用開始登録」をクリック
してください。

利用開始番号の発行と登録（ご利用開始時のみ）

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。
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ご利用方法

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

「管理機能」画面の「ワンタイムパスワード認証情報管理」の
「利用形態設定」ボタンをクリックしてください。

❷利用形態の選択

当金庫所定の方法により、ハードウェアトークン／ソフトウェアトークンをご用意ください。
❶ハードウェアトークン／ソフトウェアトークンのご用意

ワンタイムパスワードの利用形態を選択し、「次へ」ボタンを
クリックします。

管理者、利用者が異なるトークンを利用する場合
管理者、各利用者ごとにトークンを登録します。

管理者、利用者が同じトークンを利用する場合
管理者、各利用者に対し一台のトークンを登録します。

❸利用形態内容の選択

シリアル番号※とトークンに表示されているワンタイムパス
ワード※を入力し、ご利用開始時にご変更された「承認用パス
ワード」を入力し、「確定」ボタンをクリックしてください。

＊画面は、「PIN方式」での入力例です。
※シリアル番号、ワンタイムパスワードの記載場所は、ご利用
のトークンにより異なります。
お手持ちのトークンの種類を確認のうえ、画面上の表示に
従ってご入力願います。

❹ワンタイムパスワード情報の登録

ワンタイムパスワードの登録が完了しました。
❺ワンタイムパスワードの登録完了

19
ワンタイムパスワードの登録
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（3）各種サービス

ご利用方法

ご注意

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

都度振込

「メイン」画面の「ご契約口座一覧」の「都度振込」ボタンを
クリックしてください。

❶都度振込の選択

振込先区分を選択します。

～例：新しく振込先を登録する場合～
振込先区分の「新規振込先」ボタンをクリックする。

❷振込先区分の選択

1. 当日扱い、予約扱いのいずれかを選択してください。
　 予約扱いの場合は、振込指定日（＊）を入力してください。

2. 振込先金融機関名・支店名（※）、振込先の科目、口座番号、
　 受取人名、支払金額等を入力し、「登録」ボタンをクリック
　してください。

＊当日から15営業日先までご指定いただけます。
※振込先の金融機関名および支店名の設定は「金融機関名を
　変更する」および「支店名を変更する」ボタンをクリック
　してください。

❸振込内容の入力

振込内容をご確認の上、「都度振込送信確認用パスワード」を
入力し、「確定」ボタンをクリックしてください。
当日扱いの場合はワンタイムパスワードの利用が必要です。
なお、ワンタイムパスワード※を利用している場合は、都度振
込送信確認用パスワードに代わり、ワンタイムパスワード※を
入力する以下の画面が表示されます。

※お客様が登録したトークンのワンタイムパスワードについ
ての説明が画面上に表示されます。

❹振込内容の確認、パスワードの入力

振込・口座振替サービス

振込の登録手続きが完了します。

＊振込先を事前登録先として登録する場合には、「明細登録」
　ボタンをクリックしてください。

（注）処理結果は必ず「取引状況照会」にてご確認ください。

●資金の引落について

振込資金と振込手数料は振込指定日当日にお引落いた
します。
振込日が先日付の場合には、前営業日までにご用意く
ださい。

なお、予約扱いの都度振込みの場合お引落時にご契約口
座において残高の不足が発生した場合、当金庫所定の時
刻まで再度の引落処理がかかりますが、最終的にお引落
が不能となった時は、振込の登録手続きは無かったもの
として取扱われます。

「取引状況照会」により、振込指定日当日に、処理結果
を必ずご確認ください。

❺振込登録の完了

21
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ご利用方法

ご注意

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

総合振込

「メイン」画面の「ご契約口座一覧」の「総合振込」ボタンを
クリックしてください。

❶総合振込の選択

「振込データ新規作成」ボタンをクリックしてください。
❷振込データ作成

振込指定日（＊）、登録振込先（※）、振込金額を入力し、「データ
確定」ボタンをクリックしてください。

＊振込指定日の15営業日前から当金庫所定の日（注）迄お手続
きいただけます。

　（注） 総合振込の場合 ：前営業日
 給与・賞与振込の場合 ：2営業日前

※振込先は、事前に登録していただくことができます。

❸振込先（科目、口座番号、受取人名）の指定と      
　振込指定日、振込金額の入力

振込内容をご確認の上、ご利用開始（ログイン）時にご変更
された「登録確認用パスワード（６桁半角数字）」を入力し、
「登録」ボタンをクリックしてください。
なお、ワンタイムパスワード※を利用している場合は、登録
確認用パスワードに代わり、ワンタイムパスワード※を入力
する以下の画面が表示されます。

●資金の引落について
振込資金と振込手数料は振込指定日当日にお引落いたします。
振込日が先日付の場合には、振込資金を振込指定日の前営業日までにご用意ください。

なお、引落時にご契約口座において残高の不足が発生した場合、当金庫所定の時刻まで再度の引落処
理がかかりますが、最終的にお引落が不能となった時は、振込の登録手続は無かったものとして取扱
われます。

「取引状況照会」により、総合振込の場合は振込指定日当日に、給与・賞与振込の場合は振込指定日の
前営業日に処理結果により「発信済」を必ずご確認ください。

❹振込内容の確認、登録確認用パスワード
　またはワンタイムパスワードの入力

振込の登録手続きが完了します。

＊「合計集計票」または「明細帳票」の出力が可能となって     
　おります。

❺振込登録の完了

※お客様が登録したトークンのワンタイムパスワードについ
ての説明が画面上に表示されます。

23
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ご利用方法

ご注意

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

口座振替

「メイン」画面の「ご契約口座一覧」の「口座振替」ボタンを
クリックしてください。

❶口座振替の選択

「口座振替データ新規作成」ボタンをクリックしてください。
❷引落データ作成

振替指定日（＊）、登録引落先（※）、引落金額を入力し、「データ
確定」ボタンをクリックしてください。

＊ご契約いただいている振替指定日の15営業日前から3営
業日前までお手続きいただけます。

※引落先は、事前に登録していただく必要があります。

❸引落先（科目、口座番号、預金者名）の指定と振替
　指定日、引落金額の入力

引落内容をご確認の上、ご利用開始（ログイン）時にご変更
された「登録確認用パスワード（６桁半角数字）」を入力し、
「登録」ボタンをクリックしてください。
なお、ワンタイムパスワード※を利用している場合は、登録
確認用パスワードに代わり、ワンタイムパスワード※を入力
する以下の画面が表示されます。

●口座振替結果のご確認について
振替指定日翌営業日に「取引状況照会」にて口座振替結果を必ずご確認ください。

❹引落内容の確認、登録確認用パスワード
　またはワンタイムパスワードの入力

口座振替の登録手続きが完了します。

＊「合計集計票」または「明細帳票」の出力が可能となっております。

❺口座振替登録の完了

※お客様が登録したトークンのワンタイムパスワードについ
ての説明が画面上に表示されます。
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ご利用方法

WEB承認

「振込・口座振替」メニューの「ＷＥＢ承認業務」をクリックし
てください。

❶ＷＥＢ承認の選択

承認する取引（総合振込、給与・賞与振込、口座振替）のボタン
をクリックしてください。

❷承認する取引の選択

振込（総合振込、給与・賞与振込）・口座振替登録処理後に、お客様承認者（管理者用 ID または承認者用 ID
ご利用者）が、登録データの送信承認を行っていただきます。

受付データに誤りがない場合は、ご利用開始（ログイン）時に
ご変更された「承認用パスワード」を入力し、「承認」ボタンを
クリックしてください。
なお、ワンタイムパスワード※を利用している場合は、承認
用パスワードに代わり、ワンタイムパスワード※を入力する
以下の画面が表示されます。

❹承認用パスワードまたはワンタイムパスワードの入力

WEB承認手続きが完了します。
❺ＷＥＢ承認完了の確認

承認するデータを選択し、「承認」ボタンをクリックしてくだ
さい。

＊作成されたデータに訂正がある場合は、差戻し処理により 
　データの修正を行うことができます。

❸ＷＥＢ承認

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

＊画面は、「PIN方式」での入力例です。
※お客様が登録したトークンのワンタイムパスワードについ
ての説明が画面上に表示されます。
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ご利用方法

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。 ＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

残高照会

入出金明細照会

「メイン」画面の「ご契約口座一覧」の「残高照会」ボタンを
クリックしてください。

❶残高照会の選択
「メイン」画面の「ご契約口座一覧」の「入出金明細照会」
ボタンをクリックしてください。

❶入出金明細照会の選択

ご利用の計算ソフト（Excel等）で入出金明細の確認が行えます。
❸入出金明細のダウンロード

ご契約口座の残高確認が行えます。
❷残高の確認

照会サービス

ご契約口座の入出金明細の確認が行えます。
＊メニューから入ると照会期間が指定できます。

・期間指定（「前日分」、「当日分」、「当月分」、
 「指定なし（過去62日分）」）
・日付指定（過去62日以内）
・未照会分のみ

＊「CSVファイル」ボタンをクリックすると、ご利用のパソコン
　に入出金明細をダウンロードすることが可能です。

❷入出金明細の確認

29
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＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

「メイン」画面の「取引状況照会」をクリックしてください。
❶取引状況照会

確認するお取引（総合振込、給与・賞与振込、都度振込、口座
振替）のボタンをクリックしてください。

❷各種取引（総合振込、給与・賞与振込、都度振込、
　口座振替）の選択

お取引状況の確認が行えます。
❸お取引の確認

取引状況照会
各種取引（総合振込、給与・賞与振込、都度振込、口座振替）の処理状態が確認できます。

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

請求書・納付書に記載されている収納機関番号を入力して
「次へ」をクリックしてください。

❷収納機関番号の入力

払込先をご確認のうえ、請求書に記載されている納付番号・納付
区分・確認番号*を入力し、「次へ」をクリックしてください。
＊利用開始時に登録が必要な収納機関がございます。

❸お客様情報の入力

税金・各種料金振込

Pay-easy（ペイジー）の払込

「メイン」メニューの　　　をクリックしてください。
❶Pay-easy（ペイジー）の選択

収納サービス　Pay-easy（ペイジー）

Pay-easy（ペイジー）は、これまで請求書や納付書と現金を持って金融機関やコン
ビニの窓口で支払っていた、公共料金・携帯電話料金・自動車税・国民年金保険料
やインターネットショッピングの購入代金などを、マルチペイメントネットワーク
を利用し本サービスから「いつでも・どこでも・かんたんに」支払えるサービスです。

　　　マークのついた請求書・納付書をご用意ください。
「Pay-easy( ペイジー )」での払込みを行うにあたっては、あらかじめ届出が必要な場合がございます。
詳しくは、取扱いを行う収納機関にご確認ください。

ご注意 「日本マルチペイメントネットワーク運営機構」の共通仕様により、「ペイジー」のお取
扱いによる税金・各種料金払込は、領収書の発行は行わないこととなっております。

ご利用方法31
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＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

情報選択画面より払込書を選択し、「次へ」をクリックしてくだ
さい。

❹払込書情報の確認

内容確認後「次へ」をクリックしてください。

お支払いを行う口座を選択し「次へ」をクリックしてください。
❺支払口座の選択

払込内容をご確認のうえ、「登録確認用パスワード（6桁半角数
字）」または、「都度振込送信確認用パスワード」、「ワンタイムパ
スワード」を入力し、「実行」をクリックしてください。

入力画面に従って、各種パスワードを入力し、「実行」をクリッ
クしてください。

❻払込内容の確認、パスワードの入力

払込結果が表示されますので、ご確認ください。なお、領収書の
発行は行われません。取引結果の印字を行う場合は「払込結果
の印刷」をクリックしてください。「閉じる」をクリックし、終
了してください。

❼払込登録の完了

履歴照会

＊画面のデザインは予告なしに変更することがあります。

「メイン」メニューの　　　をクリックしてください。
「履歴照会」をクリックしてください。

❶履歴照会の選択

ご照会したいお取引日時、お取引口座を指定し、「照会」をク
リックしてください。

❷取引履歴照会の入力

お取引履歴の確認が行えます。取引内容の詳細をご覧になる
場合は、「詳細」をクリックしてください。

❸取引履歴照会の確認

お取引履歴の詳細が表示されますので、ご確認ください。印
字を行う場合は「払込結果の印刷」をクリックしてください。

「閉じる」をクリックし、終了してください。

ご利用方法33
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役職名

3 枚目（信用金庫控）に
ご捺印ください。

3 枚目（信用金庫控）に
ご捺印ください。

3 枚目（信用金庫控）に
ご捺印ください。

（お客様控）

申込日（西暦）20　 年　　月　　日信用金庫　御中

申込区分

所属部署

科目支店名
（支店番号）

口座のお届出印を
ご捺印ください

□　普通
□　総合振込
□　都度振込
□　給与・賞与振込
□　口座振替

□　総合振込
□　都度振込
□　給与・賞与振込
□　口座振替

□　総合振込
□　都度振込
□　給与・賞与振込
□　口座振替

□　総合振込
□　都度振込
□　給与・賞与振込
□　口座振替

□　当座

□　普通

□　当座

□　普通

□　当座

□　普通

□　当座

口座番号 利用サービス口座名義人（漢字）

サ
ー
ビ
ス
利
用
口
座

代
表
口
座

新規 変更 解約 加入 未加入 変更 解約電子証明書申込 振込手数料先方負担

代表者名 役職名

あり なし

フリガナ

〒 お申込印

3 枚目（信用金庫控）
のみご捺印ください。

3 枚目（信用金庫控）に
ご捺印ください。

都 道
府 県

－

おなまえ
（会社名等）

おところ

Ｅメールアドレス

フリガナまたは
大文字・小文字

※お手数ですが、誤読しやすい文字の上に、「フリガナ」「英大」「英小」などの補記をお願いします。（アンダーバーは「下線」等）

※第1 希望のお客様ＩＤが採番できない場合は、第2 希望のお客様ＩＤとさせていただきます。
※ご送付または持ち込まれた申込書に訂正印や印刷部分の修正が確認された場合は、当金庫の判断により、届け出住所への返送・廃棄その他適宜処理をさせていただくことが
　ありますので、あらかじめご了承ください。
※しんきん法人インターネットバンキングサービス利用開始に必要な情報は、お届けされたＥメールアドレスに通知いたしますのでご注意ください。
※この申込書には、お客様ＩＤ、各パスワードが記載されていますので、大切に保管してください。

SIS XXXXX－1 X 1/3

代表電話番号 （　　　　　　）

しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書

●サービス利用口座を以下の通り届け出ます。各サービス利用口座の名義人は、しんきん法人インターネットバンキング利用規定の内容に同意し、サービス利用口
　座への登録を了承の上、確認のため届出印を捺印し届け出ます。

●「しんきん法人インターネットバンキング利用規定」に同意のうえ、次の通り申し込みます。

連絡先電話番号 ＦＡＸ番号フリガナ

おなまえ

●以下の者をしんきん法人インターネットバンキングサービス責任者として届け出ます。サービス責任者の行う取引は、当社を代表した取引としてお取扱いください。

●しんきん法人インターネットバンキングサービスのご契約内容を以下の通り届け出ます。

会社コード

お客様ＩＤ（第1 希望）
フリガナまたは大文字・小文字

お客様ＩＤ（第2希望）
フリガナまたは大文字・小文字

初回ログインパスワード

初回登録確認用パスワード
（6 桁の数字でご記入ください )
初回承認用パスワード
（１０桁の数字でご記入ください )
初回都度振込送信確認用パスワード
（１０桁の数字でご記入ください )

フリガナまたは大文字・小文字

1.会社コードは、しんきん法人インターネッ 
　トバンキングサービスを既にお取扱いされ
　ているお客様のみ記入してください。
2.お客様ＩＤおよび初回ログインパスワード
　は6～12桁の英数字で、英字・数字をそれ
　ぞれ1 文字以上使用してご記入ください。
　（英字は大文字・小文字を区別します。）
3.初回登録確認用パスワードは6桁の数字、
　初回承認用パスワードは10 桁の数字、初
　回都度振込送信確認用パスワードは10 桁
　の数字でご記入ください。
4.都度振込契約のみのお客様は初回登録確認
　用パスワード、初回承認用パスワードのご
　記入は不要です。
5.セキュリティの関係から、お届けされた各
　パスワードは、初回ログイン時に変更して
　いただくこととなります。
6.お客様ＩＤ、各パスワードはそれぞれ異な
　る英字・数字をご記入ください。

（注）

お客様にご記入いただきましたお名前・ご住所などの個人情報は、当金庫のしんきん個人インターネットバンキングサービスおよびこれに付随する各個別のサービス、取引、機能等に関す
る申込受付け、本人認証、お取引の実施・管理、ご案内書面等の送付、問合せ対応その他お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のために利用いたします。

個人情報の利用目的
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申込書記入例

申込書記入例

●本申込書は 3 枚複写となっております。ボールペンで強くはっきりとご記入ください。
●お申込印・届出印は 3 枚目（信用金庫控）に押印ください。また、ご訂正箇所には必ず押印ください。
　（但し、ID・初期パスワード欄の訂正はできませんのでご注意ください。）
●1 枚目の（お客様控）は送付せずに大切に保管ください。
●ご送付または持ち込まれた申込書に訂正印や印刷部分の修正が確認された場合、当金庫の判断により、      
　届け出住所への返送・廃棄その他適宜処理をさせていただくことがありますので、あらかじめご了承　
　ください。

ご利用するサービスを
お選びください。

・お申込内容にあわせて「新規」「変更」
「解約」のいずれかの区分に○印をつ
けてください｡
・おところは必ず当金庫お届けのご住
所を正しくご記入ください。
・おなまえは必ず当金庫お届けの口座
名•会社名を正しくご記入ください。

・代表口座は頻繁にご利用になる口座
をご記入ください｡
・サービス利用口座は申込代表口座と
同一店内･同一名義･同一住所の口座
のみご指定可能です。
・サービス利用口座として登録いただ
いた口座の届出印を３枚目に押印して
ください。

・WEB-FBサービスのご利用責任者を
ご記入ください。（サービス責任者の
行う取引は、御社を代表した取引とし
て取扱います）
・メールアドレスへ利用開始登録のため
の番号を送信いたしますので必ずご記
入ください。

・会社コードは、FBサービスを既にお取
扱いされているお客様のみご記入くだ
さい。
・お客様IDおよび初回ログインパスワー
ドは6～12桁の半角英数字で、英字･数
字をそれぞれ1文字以上使用してご記
入ください。英字にはフリガナ欄に大
文字・小文字をご記入ください。
・お客様IDとログインパスワードは異
なるものをご記入ください。
・第1希望のお客様IDが採番できない場
合、第2希望のお客様IDとさせていた
だきます。
・初回登録確認用パスワードは6 桁の
半角数字、初回承認用パスワード・初
回都度振込送信確認用パスワードは
10桁の半角数字でご記入ください。
＊お届けのパスワードは、初回サービ
スご利用時に正規パスワードに変更し
ていただきます。

Ｑ＆Ａ・ご注意事項

利用申込書を提出してから利用開始までの流れを教えてください。

利用開始までの流れは次のようになります。

～以上でWEB‐FBサービスの利用が可能となります。

申込書に記入する「お客様ID」「初回ログインパスワード」「初回登録確認用パスワード」「初回承認
用パスワード」「初回都度振込送信確認用パスワード」とはどのシーンで使用するのですか？
また、「初回」とはどういう意味ですか？

ご利用シーン毎の使用IDは次の通りです。なお、申込書にご記入いただいた「お客様ID」以外の
各パスワードは、初回ログイン時に正式なパスワードに変更していただきます。
「お客様ID」「ログインパスワード」：ログイン時および電子証明書取得時
「登録確認用パスワード」：振込・振替情報登録時
「承認用パスワード」：お客様承認時
「都度振込送信確認用パスワード」：都度振込登録時
「ワンタイムパスワード」：当日扱い都度振込み、ペイジー振込時

WEB‐FBで取引した内容は確認できますか？

WEB‐FBをご利用いただいたお取引の状況を、お客様のメールアドレスにご通知することが
できます。また、ご利用のパソコンで「取引状況照会」メニューにて過去３ヶ月分をご確認いただけ
ます。

総合振込の登録をしたが、登録の状況や振込が実行されているかはどのように確認できますか？

WEB‐FBをご利用いただいたお取引の状況は、メイン画面から｢取引状況照会｣メニューの｢総合
振込｣をお選びいただくと、お客様が登録した持込情報の最新状態がご確認いただけます。

1 利用申込書を窓口へご提出いただきます。
2 当金庫のWEB‐FBサービスサイトよりログインしていただき、各パスワードの変更手続き
　を行っていただきます。
3 当金庫において、お客様のWEB‐FB契約の新規登録を行い、お客様の利用開始番号（＊）を
　利用申込書にご記入いただいたメールアドレスにご通知します。
  ＊WEB‐FBの利用開始にあたって必要な番号です。
4 メールにてご連絡した利用開始番号により、利用開始登録を行っていただきます。
　（利用開始登録は、ご通知後10営業日のうちに行ってください。）

Ｑ＆Ａ・ご注意事項
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振込先および口座振替の明細を登録・削除したいのですが？

振込先の登録・削除はご利用のパソコンから行っていただけます。
メイン画面から｢明細情報登録・照会｣メニューを選択し振込先、口座振替の各々の明細の登録・
削除を行ってください。
なお、お客様から届出をいただいている事前登録先の変更・削除については当金庫所定の手続き
が必要です。

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

A.1

A.2

A.3

A.4

Q.5

A.5



Page 38Page 37

使用しているパソコンが壊れた場合はどうしたら良いですか？

パソコンの修理、ブラウザまたはOSの再インストールを行った場合は、電子証明書が失われ
ますので、再発行の手続きが必要です。
詳しくは、当金庫お問い合わせ窓口までご連絡ください。

電子証明書方式の場合で1人の利用者が複数のパソコンで利用したい場合はどのようにしたら良いですか？

パソコン1台につき1ID・1枚の電子証明書の発行となりますので、複数のパソコンで利用したい
場合は、パソコン台数分の利用者ID登録および電子証明書の取得を行ってください。

電子証明書がインストールされたパソコンを紛失した場合、どうしたら良いですか？

電子証明書の失効手続きを行ってください。失効処理を行った電子証明書は利用できなくなり、
該当電子証明書を利用したログインはできません。詳しくは、当金庫お問い合わせ窓口までご連
絡ください。

電子証明書方式とID・パスワード方式の併用は可能ですか？

併用はできません。

電子証明書の有効期限はありますか？

お客様が電子証明書を取得した日から1年間が有効期間です。期限経過した電子証明書は利用が
できなくなりログインが行えなくなりますので、有効期限前に更新を行ってください。

電子証明書の更新はいつまでに行えば良いですか？Q.18
電子証明書の更新は有効期限30日前から有効期限までに行うことが可能です。A.18

予約している都度振込用資金の入金はいつまでにするべきですか？

振込指定日の前営業日までにご入金ください。なお、振込日当日に残高の不足が発生した場合、
為替発信時間内にご入金していただきますと、再度振込処理を行います。また、振込日当日の都
度振込（即時発信）にて、お振込時に残高不足が発生した場合は、振込処理は行ないませんの
で、ご注意ください。

振込通知等の登録メールアドレスを変更したいのですが？Q.6
登録したメールアドレスの追加・変更・削除はご利用のパソコンから行えます。メイン画面から
｢契約情報登録・照会｣メニューを選択し登録情報の変更を行ってください。なお、メールアドレス
は携帯電話用を含め最大10箇所まで登録できます。

A.6

パスワードを変更したいのですが？Q.7
パスワードの変更は、各利用者（管理者、承認者、一般者）ID毎にご利用のパソコンから行えます。
メイン画面の｢管理機能｣メニューから変更を行ってください。なお、利用者権限により変更でき
ない場合もございます。

A.7

パスワードがロックされた場合はどうすればいいのですか？Q.8
利用者（承認者または一般者）IDがロックされた場合は、管理者の方がロックの解除を行えます。
また、管理者（管理者用ID利用者）の場合は、当金庫所定の手続きが必要です。詳細につきまして
は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

A.8

総合振込のWEB承認後の振込予約取消はどうすればできますか？Q.9
当金庫所定の手続きが必要です。詳細につきましては、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、為替発信がなされた振込の指定日当日の取消は、お手数ですが当金庫所定の書式（「振込・
送金組戻依頼書」等）をお取引店窓口へご提出ください。

A.9

給与振込のWEB承認後の振込予約取消はどうすればできますか？Q.10
当金庫所定の手続きが必要です。詳細につきましては、お取引店窓口までご連絡ください。A.10

都度振込の確認後の取消はどうすればできますか？Q.11
当日振込と予約振込の指定日当日は取消できません。お手数ですが当金庫所定の書式（「振込・
送金組戻依頼書」等）をご提出ください。また、指定日前の予約振込は、ご利用時間内であれば
「取引状況照会」から取消すことができます。

A.11

Q.12

A.12

Q.13

A.13

Q.14

A.14

Q.15

A.15

Q.16

A.16

Q.17

A.17

電子証明書の有効期限が迫った場合、更新を促す案内はありますか？

あります。通知方法はメール通知およびログイン後の画面表示にて行います。メール通知では、有
効期限の30日前と10日前に登録されているメールアドレス宛に通知いたします。画面表示で
は、有効期限の30日前より、ログイン後の画面にて通知いたします。

Q.19

A.19

無効な電子証明書を選択した際、エラーメッセージ画面が表示された。どうしたら良いですか？

一度ブラウザをすべて終了させてから再度ログインを行ってください。ブラウザを終了せずに再
ログインを行った場合、同様のエラーメッセージが表示されます。
なお、本人と異なるユーザIDまたは電子証明書にてログインした場合も同様となります。

Q.20

A.20

Ｑ＆Ａ・ご注意事項37
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