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１８．ＩＤメンテナンスをするには

  ＷＥＢ－ＦＢをご利用いただくお客様の利用者情報の登録・編集・削除および利用権限

  を変更する手順は次の通りです。

  ≪業務の流れ≫

２．メイン画面より管理機能を選択する

メイン画面より【管理機能】を選択していただきます。

４．利用者（PublicＩＤ）を登録・編集・削除および利

  用権限の変更を行う

ＷＥＢ－ＦＢをご利用いただくお客様の利用者情報（PublicＩＤ）を登録
します。
また、利用者情報（MasterＩＤまたは PublicＩＤ）の編集、利用者情報
（PublicＩＤ）の削除および利用権限変更を行います。

１．管理者がログインを行う

管理者（MasterＩＤ）がログインします。

３．サブメニューまたはご利用メニューよりＩＤメンテ

  ナンスを選択する

サブメニューまたはご利用メニューより【ＩＤメンテナンス】を選択して
いだだきます。

利用者登録
⇒≪P3-18-2≫

利用者情報編集
⇒≪P3-18-7≫

利用権限変更
⇒≪P3-18-12≫

利用者情報削除
⇒≪P3-18-15≫
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（１）利用者情報（PublicＩＤ）登録

≪詳細手順≫

利用者情報（PublicＩＤ）の登録

① グローバルメニューから【管理機能】をク
  リックします。

② サブメニューまたはご利用メニューから
  【ＩＤメンテナンス】クリックします。

★利用権限がないユーザの場合、サブメニュ
ー上は表示されません。
また、ご利用メニュー上は「※利用権限が
ありません」と表示し、選択が行えません。
→「第３章 １８．（３）利用権限変更」

  参照

メモ
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★    をクリックすると、選択した利用

者の利用者情報を照会の上、利用者情報を
編集することができます。
なお、管理者（MasterＩＤ）は、全てのお
客様ＩＤを可能とし、利用者（PublicＩＤ
）は自身の利用者情報のみ可能です。
→「第３章 １８．（２）利用者情報編集」

  参照

★            をクリックする

と、選択した利用者の利用権限を照会の上
、利用者権限を変更することができます。
なお、利用者権限の変更は、管理者（Master
ＩＤ）のみ可能とし、承認者権限または一
般者権限の利用者権限をお客様ＩＤ単位に
変更します。管理者（MasterＩＤ）の利用
権限は変更できません。

  →「第３章 １８．（３）利用権限変更」
  参照

★    をクリックすると、選択した利用

者情報（PublicＩＤのみ）を削除すること
ができます。
なお、利用者情報の削除は管理者（Master
ＩＤ）のみ可能です。

  →「第３章 １８．（４）利用者情報削除」
  参照

③ 利用者選択画面が表示されますので、

        をクリックします。新規登録

★利用者情報（PublicＩＤ）の登録は管理者
（MasterＩＤ）のみ可能とします。
管理者以外でログインした場合は、新規登
録はできません。

メモ

ポイント

利用権限の詳細を設定する

編集

削除
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④ 新規登録画面が表示されますので、新規登
  録する利用者情報を入力します。

（ア）お客様ＩＤ情報を入力してください。
  ◇お客様ＩＤ
   ６～１２桁の半角英数字で入力します。
   なお、英字および数字は必ず１文字以上
   使用することとします。

  ◇利用者名
   全角２０桁以内で入力します。

  ◇利用権限
   登録する利用者の権限を「一般者」また
   は「承認者」のどちらかから選択してく
   ださい。

  ◇初回ログインパスワード
   ６～１２桁の半角英数字で入力します。
   なお、英字および数字は必ず１文字以上
  使用することとします。

  ◇初回ログインパスワード（確認用）
   初回ログインパスワードと同じものを入
   力します。

  ◇初回登録確認用パスワード
   ６桁の半角数字で入力します。

  ◇初回登録確認用パスワード（確認用）

   初回登録確認用パスワードと同じものを

   入力します。

  ◇初回承認用パスワード
   利用権限が「承認者」の場合は、１０桁
   の半角数字で入力します。

  ◇初回承認用パスワード（確認用）

   初回承認用パスワードと同じものを入力

   します。

  ◇都度振込利用

   都度振込を利用可能とする場合はチェッ
   クし、利用不可とする場合はチェックを
   はずします。

  ◇初回都度振込送信確認用パスワード

   都度振込利用時、１０桁の半角数字で入

   力します。

  ◇初回都度振込送信確認用パスワード
（確認用）

   初回都度振込送信確認用パスワードと同
   じものを入力します。

  ◇都度振込取扱限度額

   都度振込利用時、都度振込の一回の取扱

   限度額を入力します。

（ア）

（ウ）

（イ）
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★     をクリックすると、入力した内

容を元の状態に戻します。

メモ

クリア

  ◇パスワード設定変更

   一定期間経過後にパスワード変更を促す

   場合、「強制変更あり」を選択します。

   パスワード変更機能を設定しない場合、

   「強制変更なし」を選択します。

  ◇変更期間

   「強制変更あり」を選択した場合、変更

   期間を「１ヶ月」「３ヶ月」「６ヶ月」「１

   年」より選択します。

   「強制変更なし」を選択した場合、変更

   期間の選択は必要ありません。

  ◇アラーム期間

   「強制変更あり」を選択した場合、変更

   期間が到来する何日前から変更を促すか

   「１０日前」「１ヶ月前」「２ヶ月前」「３

   ヶ月前」より選択します。

   「強制変更なし」を選択した場合、アラ

   ーム期間の選択は必要ありません。

  ◇電子証明書

   本項目を選択した場合は利用者作成時に

   電子証明書発行を自動的に行います。

   ・ＩＤ・パスワード方式をご利用のお客
    様または管理者に対して電子証明書が
    未発行の場合は本項目が表示されませ
    ん。
   ・管理者に対して電子証明書が発行され
    ている場合は本項目の選択を可能とし
    ます。
   ・管理者が電子証明書を取得している場

    合は本項目の選択を不可とします。

（イ）登録する利用者が利用可能な会社コード

   を選択します。

   利用可能な会社コードが複数ある場合は

   複数選択可能です。

（ウ）    をクリックします。登録
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⑤ 登録完了画面が表示され、利用者登録が完
  了します。

★         をクリックすると、③

の利用者選択画面に戻ります。

★新規登録画面で    をクリック後、

「現在証明書の発行ができません。金庫に
お問合せ下さい。」とメッセージが出力さ
れ、パブリックＩＤの新規発行がエラーと
なる場合は、当金庫にお問合せください。

★利用者（PublicＩＤ）は 99 件まで登録可
能です。

メモ

ＩＤメンテナンス

登録
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（２）利用者情報編集

≪詳細手順≫

利用者情報の編集

★管理者（MasterＩＤ）でログインした場合
は、利用者を１画面に１０件まで表示し、
１０件以上のデータがある場合には複数
ページに表示します。管理者は表示されて
いる利用者全ての情報を修正することが
できます。

★利用者（PublicＩＤ）でログインした場合
は、ログインしている利用者のみ表示され
、自身の利用者情報のみ修正できます。

★表示された利用者は「お客様ＩＤ」「利用
者名」「利用権限」から絞込検索することが
できます。

メモ

① 利用者選択画面（Ｐ３－１８－３）から修
  正する利用者を選択し、修正を行います。

（ア）修正を行う利用者を選択します。

（イ）    をクリックします。編集

（ア）

（イ）

★      をクリックすると、利用者

（PublicＩＤ）の新規登録ができます。
なお、利用者（PublicＩＤ）の登録は管理
者（MasterＩＤ）のみ可能です。
→「第３章 １８．（１）利用者情報登録」

  参照

★            をクリックする

と、選択した利用者の利用権限を照会の上
、利用者権限を変更することができます。
なお、利用権限の変更は、管理者（Master
ＩＤ）のみ可能とし、承認者権限または一
般者権限の利用者権限をお客様ＩＤ単位に
変更します。管理者（MasterＩＤ）の利用
権限は変更できません。

  →「第３章 １８．（３）利用権限変更」
  参照

★    をクリックすると、選択した利用

者情報（PublicＩＤのみ）を削除すること
ができます。
なお、利用者情報の削除は管理者（Master
ＩＤ）のみ可能です。

  →「第３章 １８．（４）利用者情報削除」
  参照

ポイント

利用権限の詳細を設定する

新規登録

削除
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  （注）画面は管理者が利用者（PublicＩＤ）の
     利用者情報を編集する例です。

（ア）

（ウ）

② 編集画面が表示されますので、修正を行い
  ます。

（ア）お客様ＩＤ情報が表示されます。
   変更する場合は、以下のとおり入力して
   ください。
  ◇お客様ＩＤ
   変更できません。

  ◇利用者名
   変更する場合は、全角２０桁以内で入力
   します。

  ◇利用権限
   管理者が利用者（PublicＩＤ）の利用権
   限を変更する場合は、「一般者」または
   「承認者」のどちらかから選択します。

  ◇現ログインパスワード
   ログインパスワードを変更する場合は、
   現在のログインパスワードを入力します。
   なお、本項目は編集者が自身の利用者情
   報を変更する場合に表示されます。

  ◇新ログインパスワード
   ログインパスワードを変更する場合は、

新ログインパスワードを６～１２桁の半
角英数字で入力します。

   なお、英字および数字は必ず１文字以上
   使用することとします。

  ◇新ログインパスワード（確認用）
   ログインパスワードを変更する場合は、

確認として新ログインパスワードと同じ
ものを入力します。

  ◇現登録確認用パスワード
   登録確認用パスワードを変更する場合は
   、現在の登録確認用パスワードを入力し
   ます。
   なお、本項目は編集者が自身の利用者情
   報を変更する場合に表示されます。

  ◇新登録確認用パスワード
   登録確認用パスワードを変更する場合
   は、新登録確認用パスワードを６桁の半
   角数字で入力します。

  ◇新登録確認用パスワード（確認用）

   登録確認用パスワードを変更する場合は

   、確認として新登録確認用パスワードと

   同じものを入力します。

  ◇現承認用パスワード
   承認用パスワードを変更する場合は、現
   在の登録確認用パスワードを入力します。
   なお、本項目は編集者が自身の利用者情
   報を変更する場合に表示されます。

（イ）
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  ◇新承認用パスワード
   承認用パスワードを変更する場合は、新
   承認用パスワードを１０桁の半角数字で
   入力します。
   承認用パスワードは、利用権限が「承認
   者」のみ設定します。

  ◇新承認用パスワード（確認用）

   承認用パスワードを変更する場合は、確

   認として新承認用パスワードと同じもの

   を入力します。

  ◇都度振込利用

   都度振込を利用可能とする場合はチェッ
   クし、利用不可とする場合はチェックを
   はずします。
   なお、管理者が自身の利用者情報を編集
   する場合は、本項目の編集は不可とします。
   また、本項目は利用者（PublicＩＤ）が
   自身の利用者情報を編集する場合には表
   示されません。

  ◇現都度振込送信確認用パスワード
   都度振込送信確認用パスワードを変更す
   る場合は、現在の都度振込送信確認用パ
   スワードを入力します。
   なお、本項目は都度振込利用が設定済か
   つ編集者が自身の利用者情報を編集する
   場合に表示されます。

  ◇新都度振込送信確認用パスワード

   都度振込送信確認用パスワードを変更す

   る場合は、新都度振込送信確認用パスワ

   ードを１０桁の半角数字で入力します。

   なお、本項目は都度振込利用が設定済の

   場合に表示されます。

  ◇新都度振込送信確認用パスワード
                （確認用）
   都度振込送信確認用パスワードを変更す
   る場合は、確認として新都度振込送信確
   認用パスワードと同じものを入力します。
   なお、本項目は都度振込利用が設定済の
   場合に表示されます。

  ◇都度振込取扱限度額

   変更する場合は、都度振込の１回の取扱
   限度額を入力します。
   なお、本項目は都度振込利用が設定済か

   つ管理者が利用者情報を編集する場合に

   表示されます。
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  ◇パスワード設定変更

   一定期間経過後にパスワード変更を促す

   場合、「強制変更あり」を選択します。

   パスワード変更機能を設定しない場合、

   「強制変更なし」を選択します。

   なお、本項目は管理者が利用者（Public
   ＩＤ）の利用者情報を編集する場合のみ

   表示されます。

  ◇変更期間

   「強制変更あり」を選択した場合、変更

   期間を「１ヶ月」「３ヶ月」「６ヶ月」「１

   年」より選択します。「強制変更なし」を

   選択した場合、変更期間は選択不要です。

   なお、本項目は管理者が利用者（Public
   ＩＤ）の利用者情報を編集する場合のみ

   表示されます。

  ◇アラーム期間

   「強制変更あり」を選択した場合、変更

   期間が到来する何日前から変更を促すか

   「１０日前」「１ヶ月前」「２ヶ月前」「３

   ヶ月前」より選択します。「強制変更な

   し」を選択した場合、アラーム期間は選

   択不要です。

   なお、本項目は管理者が利用者（Public
   ＩＤ）の利用者情報を編集する場合のみ

   表示されます。

  ◇電子証明書

   電子証明書の取扱いを変更する場合は以

   下のとおりとなります。

   なお、本項目は管理者が利用者（Public
   ＩＤ）の利用者情報を編集する場合のみ

   表示されます。

   また、本項目はＩＤ・パスワード方式を

   ご利用のお客様には表示されません。

   ・電子証明書未発行の利用者（PublicＩ

    Ｄ）に電子証明書を発行する場合は

    「発行する」をチェックします。

   ・電子証明書取得済の場合

    再発行する場合は「再発行する」を選

    択する。

    失効する場合は「失効する」を選択す

    る。

    取扱いを変更しない場合は「継続利用

    する（初期値）」を選択する。

   ・失効済となっている電子証明書を発行

    する場合は「発行する」をチェックし

    ます。

   ・電子証明書未取得（再発行済含む）の

    場合は電子証明書発行済のためチェッ

    クの必要はありません。
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  ◇電子証明書状況

   現在の電子証明書取得状況を表示します。

   また、本項目はＩＤ・パスワード方式を

   ご利用のお客様には表示されません。

  ◇電子証明書取得期限

   電子証明書の取得期限を表示します。

   また、本項目はＩＤ・パスワード方式を

   ご利用のお客様には表示されません。

  ◇電子証明書シリアルＩＤ

   現在の電子証明書のシリアルＩＤを表示

   します。

   また、本項目はＩＤ・パスワード方式を

   ご利用のお客様には表示されません。

（イ）利用者が利用可能な会社コードを変更す

   る場合は、利用する会社コードを選択し

   ます。

   利用可能な会社コードが複数ある場合は
   複数選択可能です。
   なお、本項目は管理者が利用者（Public
   ＩＤ）の利用者情報を編集する場合のみ
   編集できます。

（ウ）    をクリックします。登録

③ 登録完了画面が表示され、利用者情報の変
  更が完了します。

★         をクリックすると、①

の利用者選択画面に戻ります。

メモ

ＩＤメンテナンス

★     をクリックすると、入力した内

容を元の状態に戻します。

メモ

クリア
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（３）利用権限変更

≪詳細手順≫

利用権限の変更

★利用者（PublicＩＤ）の利用権限の変更は
管理者（MasterＩＤ）のみ可能とします。
なお、管理者（MasterＩＤ）の利用権限は
変更できません。

★利用者を１画面に１０件まで表示します。
１１件以上のデータがある場合には複数
ページに表示します。

★表示された利用者は「お客様ＩＤ」「利用
者名」「利用権限」から絞込検索すること
ができます。

メモ

① 利用者選択画面（Ｐ３－１８－３）から利
  用者を選択し、利用権限の変更を行います。

（ア）利用権限の変更を行う利用者を選択しま
   す。

（イ）             をクリック

   します。

利用権限の詳細を設定する

★      をクリックすると、利用者

（PublicＩＤ）の新規登録ができます。
なお、利用者（PublicＩＤ）の登録は管理
者（MasterＩＤ）のみ可能です。
→「第３章 １８．（１）利用者情報登録」

  参照

★    をクリックすると、選択した利用

者の利用者情報を照会の上、利用者情報を

編集することができます。
なお、管理者（MasterＩＤ）は、全てのお
客様ＩＤを可能とし、利用者（PublicＩＤ
）はログインしているお客様ＩＤのみ可能
です。
→「第３章 １８．（２）利用者情報編集」

  参照

★    をクリックすると、選択した利用

者情報（PublicＩＤのみ）を削除すること
ができます。
なお、利用者情報の削除は管理者（Master
ＩＤ）のみ可能です。

  →「第３章 １８．（４）利用者情報削除」
  参照

ポイント

新規登録

削除

編集

（ア）

（イ）
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（イ）

（ア）

（エ）

② 権限変更画面が表示されますので、利用権
  限の変更を行います。

（ア）選択した利用者のお客様ＩＤ・利用者名
   が表示されます。

（イ）選択した利用者の権限（承認者または一
   般者）が表示されます。

（ウ）選択した利用者に設定されている利用権
   限が表示されます。
   取引を利用可能とする場合はチェックし
   、利用不可とする場合はチェックをはず
   します。

（エ）    をクリックします。登録

★     をクリックすると、入力した内

容を元の状態に戻します。

メモ

クリア

★自動入力オプション（      をクリ

ック）を利用すると、表示中のお客様ＩＤ
権限で利用可能なもの（システムで決めら
れているもの）を全て選択します。

メモ

全て選択

（ウ）
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③ 利用権限登録完了画面が表示され、利用権
  限の変更が完了します。
  なお、変更後の利用権限は、そのお客様Ｉ

  Ｄでの再ログイン後に有効となります。

★         をクリックすると、①

の利用者選択画面に戻ります。

メモ

ＩＤメンテナンス
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（４）利用者情報削除

≪詳細手順≫

利用者情報の削除

★利用者（PublicＩＤ）の削除は管理者（Ma
sterＩＤ）のみ可能とします。
なお、管理者（MasterＩＤ）の削除はでき
ません。

★利用者を１画面に１０件まで表示します。
１１件以上のデータがある場合には複数
ページに表示します。

★表示された利用者は「お客様ＩＤ」「利用
者名」「利用権限」から絞込検索すること
ができます。

メモ

① 利用者選択画面（Ｐ３－１８－３）から削
  除する利用者を選択し、削除を行います。

（ア）削除を行う利用者を選択します。

（イ）    をクリックします。削除

（ア）

（イ）

★      をクリックすると、利用者

（PublicＩＤ）の新規登録ができます。
なお、利用者（PublicＩＤ）の登録は管理
者（MasterＩＤ）のみ可能です。
→「第３章 １８．（１）利用者情報登録」

  参照

★    をクリックすると、選択した利用

者の利用者情報を照会の上、利用者情報を
編集することができます。
なお、管理者（MasterＩＤ）は、全てのお
客様ＩＤを可能とし、利用者（PublicＩＤ
）はログインしているお客様ＩＤのみ可能
です。
→「第３章 １８．（２）利用者情報編集」

  参照

★            をクリックする

と、選択した利用者の利用権限を照会の上
、利用者権限を変更することができます。
なお、利用権限の変更は、管理者（Master
ＩＤ）のみ可能とし、承認者権限または一
般者権限の利用者権限をお客様ＩＤ単位に
変更します。管理者（MasterＩＤ）の利用
権限は変更できません。

  →「第３章 １８．（３）利用権限変更」
   参照

ポイント

利用権限の詳細を設定する

新規登録

編集
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③ 削除完了画面が表示され、利用者（Public 
  ＩＤ）の削除が完了します。

★         をクリックすると、①

の利用者選択画面に戻ります。

メモ

ＩＤメンテナンス

② 削除画面が表示されますので、内容確認後、

     を クリックします。削除


