
インターネットバンキングサービス（個人向け） 
新システム移行並びに臨時休止のお知らせ 

 

インターネットバンキングシステムは新システムへ移行します。 
 

いつもさがみ信用金庫のインターネットバンキングをご利用いただき、誠にありがとうございます。 
当庫のインターネットバンキングは、新システムへ移行を行うこととなりましたので、ご連絡をさせていた

だきます。 
新システムへの円滑な移行のために、必要な事項を以下のとおり取りまとめましたので、ご理解とご協力を

お願いします。 
 

1. 臨時休止期間 
平成２４年１１月２３日（金・祝）午前０：００から平成２４年１１月２６日（月）午前７：００ま

で臨時休止します。詳細は、臨時休止のお知らせをご参照ください。 
 

2. 新システムへのログイン 
新システムにおけるサービス利用時間と新システムにログインしていただくためのＵＲＬの変更、Ｉ

Ｄ／パスワード等のご案内です。 詳細は、新システムログインに関する留意点をご参照ください。 
 

3. 操作／機能の変更について 
新システム移行に伴う、主な操作／機能変更についてのご案内です。 詳細は、操作／機能の変更につ

いてをご参照ください。 
 

4. 推奨環境と設定について 
新システムを利用するための推奨環境および必要となる環境設定手順です。 詳細は推奨環境と設定に

ついてをご参照ください。 
 
 

お客様にはご迷惑をおかけしますが、当金庫では今後も一層サービスの向上に努めてまいりますので、引き

続きインターネットバンキングをご愛顧くださいますようお願い申し上げます。 
 
 
 お問合わせ先 

さがみ信用金庫 事務部 

TEL 0120－426－614（フリーダイヤル） 

    0465－24－3182（直通ダイヤル） 

受付時間：平日 9：00 ～ 17：00 



  

  

インターネットバンキングサービス（個人向け） 
臨時休止のお知らせ 

 
 

当金庫のインターネットバンキングは、新システムへの移行作業のため下記のとおりサー

ビスを臨時休止させていただきます。 

お客様には何かとご不便とお手数をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお

願い申し上げます。 

当金庫では、今後も一層サービスの向上に努めてまいりますので、引き続きインターネッ

トバンキングをご愛顧くださいますようお願い申し上げます。 
 

記 
 
１．臨時休止期間 

平成 24 年 11 月 23 日（金・祝）午前 0 時から平成 24 年 11 月 26 日（月）午前 7 時  
 

平成24年 11月 

22（木） 23（金・祝） 24（土） 25（日） 26（月） 

通常通り    

 

 
  ※休止期間中はご利用に伴うＥ-ＭＡＩＬの通知につきましても休止となります。 

    ※休止日にＥ-ＭＡＩＬ通知サイクルを指定している場合、翌週に通知されます。 
あらかじめご承知ください。 

 
以 上 

 
 
 

サービスをご利用いただけません。 

AM7:00 
午前７時以降通常通り 

ご利用いただけます。 

AM0:00 



 
 

 
 

インターネットバンキングサービス（個人向け） 

新システムログインに関する留意点 
 
１.サービス利用時間の変更 

新システムへの移行に伴いサービス利用停止時間は以下のとおり変更を予定して

おります。 
サービス利用停止時間 

    
   【現行システム】 
    サービス利用停止期間 
    毎週日曜日 0：00～8：00 
    毎日 0：00～10 秒程度 
    毎日 5：00～5：30 
    1 月 1 日～3 日および 5 月 3 日～5 日の 3 日間 
   
    
   【新システム移行後】 
    サービス利用停止期間 
    毎週日曜日 0：00～8：00 
    毎週月曜日 0：00～7：00 
    ※その他、システムメンテナンス等により、サービスを停止 

する場合があります。 
 
２．ＵＲＬの変更について 

新システムのログイン画面のＵＲＬは、ブラウザ、モバイルともに新システム移行

に伴い変更になりますので、当金庫ホームページや携帯サイトのトップページからロ

グインをお願いします。 
ログイン画面をブラウザのお気に入りや携帯電話のブックマークに登録してご利

用されているお客様は、新システムに移行後のログイン画面を「お気に入り」に登録

し直していただくようお願いします。 
 
  ※なお、旧ログイン画面のＵＲＬを指定された場合でも、当面、自動的に新しいＵ 
   ＲＬへ転送（リダイレクト）いたしますが、お客様のパソコン内に古いログイン 
   画面情報（一時ファイル）が残っている場合、正しいログイン画面が表示されな 

いこともありますので、新システムに移行後のログイン画面を「お気に入り」に

登録し直していただくようお願いします。 
 
 



 
 

 
 

３．契約者ＩＤ、ログインパスワード 
新システムではセキュリティ強化のためブラウザ用ログインパスワードとモバイル用ログイン

パスワードは同一のものが使用できなくなります。現在ブラウザとモバイルで同一のログインパ

スワードを使用しているお客様におかれましては、移行時は同一のログインパスワードをそのま

ま引き継ぎますので、同一のログインパスワードを利用することが可能ですが、新システム移行

後にログインパスワードを変更する場合、同一のログインパスワードが設定できなくなりますの

で予めご了承ください。 

以 上 



 
 

インターネットバンキングサービス（個人向け） 
操作／機能の変更について 

 

 新システムへの移行に伴う操作／機能の主な変更等についてご案内いたしま

す。 

 

1．資金移動ロック・ロック解除機能 

2．Ｅメール設定／利用限度額変更時の資金移動用パスワードの入力 

3．Ｅメール関係 

・電子署名の付与 

・追加となる通知 

・不達発生時のメッセージ表示 

・送信元Ｅメールアドレスの変更 

4．ログイン直後の残高表示の抑止 

5．スマートフォン対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

１．資金移動ロック・ロック解除（新機能） 

お客様がブラウザから実行する資金移動取引(振込および税金・各種料

金の払込み)を携帯電話からロック・ロック解除することが可能です。 

【資金移動ロック・ロック解除】※【サンプル用画面】実際の画面内容とは異なります。 

 

 

                  変更可能なステータス 

 

 

 

 

 

 

 

利用場面としましては以下の様なケースが考えられますので、お客様の

環境に合わせて、ご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在のステータス 変更可能ステータス
ロックなし ロック

ロック中
一時ロック解除／
ロック解除

一時ロック解除
ロック実行／
ロック解除

  ※「一時ロック解除」ステータス

振込を行うか、振込を行わな

いまま３０分経過すると再び

ロックとなる 

＜使用例＞ 

①携帯電話のみを利用されるお客様 

→ブラウザのロックを行うことでセキュリティがより高まります。 

②セキュリティをより高めたいお客様 

→セキュリティ確保のためブラウザは常にロックし、使用する場合に限りロック

を解除することでセキュリティがより高まります。 

 



 
 

２．Ｅメール設定／利用限度額変更時の資金移動用パスワードの入力 

新システムでは、契約者情報変更メニューからＥメール設定／利用限度

額変更を行う際、資金移動用パスワードを入力することでセキュリティレ

ベルを強化しました。 

【Ｅメール設定（ブラウザ画面）】※【サンプル用画面】実際の画面内容とは異なります。 

 

 

    

 

 

【利用限度額変更（ブラウザ画面）】 

 

 

 

 

 

 

 

○○信用金庫 
① 

② 

①契約者情報変更

メニューの選択 

 

②Ｅメール設定の

選択 

 

③必要事項を入力

後、資金移動用パ

スワードを入力 

③ 

○○信用金庫 ① 

② 
①契約者情報変更

メニューの選択 

 

②利用限度額変更

の選択 

 

③必要事項を入力

後、資金移動用パ

スワードを入力 

③ 



 
 

３．Ｅメール 

（１）Ｅメールへの電子署名の付与 

Ｅメールに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。 

    画面例（Outlook Express の場合）※【サンプル用画面】実際の画面内容とは異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）追加となったＥメール 

    下表のとおりＥメール通知が追加されます。 

通知種類 概要 

ログインパスワード変更 お客様がログインパスワード変更を実行した時に、お客

様宛にログインパスワード変更があった旨の E メール

を送信する。 

利用限度額変更 お客様が利用限度額変更を実行した時に、お客様宛に利

用限度額変更があった旨の E メールを送信する。 

資金移動ロック解除 お客様が資金移動ロック解除を行った場合に、お客様宛

にロック解除があった旨のメールを送信する。 

資金移動一時ロック解除 お客様が資金移動一時ロック解除を行った場合に、お客

様宛に一時ロック解除があった旨のメールを送信する。 

振込予約取消 お客様が振込予約取消を行った場合、お客様宛に Eメー

ルを送信する。 

住所変更 お客様が住所変更を実行した時に、お客様宛に住所変更

（一次受け）があった旨の E メールを送信する。 

 

 

 



 
 

 

（３）Ｅメール不達発生時のメッセージ表示 

お客様へのＥメール通知が何らかの理由により不達が発生した場合、

ログイン後の画面にメッセージを表示してお知らせします。 

お客様におかれましては、メニューから「契約者情報変更／Ｅメール

設定」を選択し、Ｅメールアドレスを再登録するようお願いいたします。 

 

【新システム ログイン後の画面】※【サンプル用画面】実際の画面内容とは異なります。 

 

 

 

 

 

（４）送信元Ｅメールアドレスの変更 

現行システム 新システム移行後 

info@sagami-shinkin.co.jp kib_shinkin@ssc.facetoface.ne.jp 

    ※新システム移行後から送信元アドレスを変更いたしますので、E メ

ールアドレスの受信制限設定をされているお客様は、新しい送信元

アドレスの受信許可設定をお願いします。 
 

○○信用金庫 



 
 

 

４．ログイン直後の残高表示の抑止 

現行システムではログオン後の画面に代表口座の残高を表示していま

すが、新システムでは代表口座の口座情報を表示するのみとなります。 

代表口座の残高照会を行う場合、「残高照会」ボタンをクリックしてく

ださい。 

【新システム ログイン後の画面】※【サンプル用画面】実際の画面内容とは異なります。 

     

 

 

 

 

 

 

 

５．スマートフォン対応 

新システムではスマートフォンで個人ＩＢのブラウザとしての利用が可

能となります。 

ＩＤ、パスワード、表示画面、画面遷移等は、ブラウザ画面を利用する場

合と同じとなります。 

 

以 上  

○○ 



 
 

 
 

インターネットバンキングサービス（個人向け） 
推奨環境と設定について 

 
 新システムにおけるインターネットバンキングサービス（個人向け）の推奨

環境は以下のとおりです。 
 
 推奨環境には、開発元のサポートが終了し、セキュリティ更新プログラム等

の提供が行われていないＯＳやブラウザは含まれません。 
また、推奨環境については動作確認をしておりますが、パソコンの機種や設

定において多くの差異が存在します。そのため、ＩＢシステムの動作等に不具

合や一部制約が生じる可能性があることから、完全な動作保証はできないこと

をご理解下さい。 
なお、推奨環境対象外のＯＳやブラウザをご利用される場合は、お客様の責

任においてご使用いただくようお願いいたします。 
 
１．推奨環境 
（１）パソコン（ＰＣ） 

①Ｗｉｎｄｏｗｓ ＯＳ       ②Ｍａｃ ＯＳ 

OS 
Internet 

Explorer 
OS Safari 

Windows XP SP3（32bit） 8.0 Mac OS 10.5 3.X、4.X、 

5.X 

WindowsVistaSP2(32bit) 8.0、9.0 Mac OS 10.6 5.X 

Windows 7(SP なし/SP1) 

(32/64bit 版) 

8.0、9.0 
Mac OS 10.7 5.X 6.X 

※入出金明細照会結果を印刷する場合 Adobe Acrobat Reader が必要となります。 

 （バージョンが古い場合帳票を閲覧できない場合があります。） 

※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いたします。 

※Safari5.1.4、5.1.5 ではインターネットバンキングにログインができない事象が

報告されています。当該事象は Safari5.1．6 へのバージョンアップにより解消さ

れます。 

※Windows8 については現状では、動作確認ができていないため推奨環境対象外とな

ります。 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
（２）携帯電話 

キャリア サービス 

NTT docomo ｉモード 

au EZweb 

SoftBank Yahoo!ケータイ 

【留意事項】 

*1 以下の機種については利用できません。（2012/7 現在） 

キャリア 製品名 メーカー 製品発売日 備考 
ＮＴＴドコモ FOMA D2101V 三菱電機 2002/3/1 EV SSL 未対応機種 

 
 
（３）スマートフォン 

OS ブラウザ 

Android 2.2、2.3 

iOS4、iOS5 

デフォルトのブラウザ 

（初期搭載されているブラウザ） 

 ※セキュリティ上の脆弱性を防止するため、各キャリアが提供している最新のセキ

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い

たします。 

 ※スマートフォンからは「資金移動ロック・ロック解除」は利用できません。 

  携帯電話を使用していたお客様が、スマートフォンに機種変更される場合、予め、

資金移動ロック解除が必要です。 

 ※ブラウザ版で利用可能な以下の操作に関しては、スマートフォン版での利用はで

きません。 

  ・ソフトウェアキーボード   ・「印刷」ボタン 

  ・「ダウンロード」ボタン    ・カレンダーからの日付指定 

  ・「お気に入り登録」ボタン 

 ※タブレット端末は推奨環境対象外です。 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

２．設定 

Ｗｉｎｄｏｗｓパソコンをご利用の場合 
ＩＥ８、ＩＥ９のブラウザにおいて、以下の手順でインターネット オプシ

ョンを設定します。 
 
・Internet Explorer（ブラウザ）を起動します。 

・Internet Explorer のメニューの【ツール】またはツールのアイコン（※）

をクリックし、「インターネットオプション」を表示します。 

 
（※）ツールのアイコン 

 

 

①セキュリティの設定 

セキュリティの設定として以下を確認します。 

・インターネットゾーンのセキュリティレベルが「中高」（規定レベル）に

なっていること。 

 ア)「セキュリティー」タブを選択し、

「このゾーンのセキュリティレ

ベルが「中高」であることを確認

します。 

 

※セキュリティレベルが「中高」

でない場合、既定のレベルをク

リックすると、セキュリティレ

ベルが「中高」に変更されます。 

変更後、適用をクリックし、 

OK をクリックします。 

 
 
②プライバシーの設定 

プライバシーの設定として以下を確認します。 

ⅰ) Cookie（クッキー）の受入れ設定 



 
 

 
 

ブラウザの Cookie について、プライバシーレベルを「中‐高」以下（「す

べての Cookie をブロック」、「高」以外）にする必要があります。 

なお、規定レベルは「中」です。 

 ア)「プライバシー」タブを選択し、

「すべての Cookie をブロック」

または「高」以外に設定されてい

ることを確認します。 

※「すべての Cookie をブロック」また

は「高」に設定されている場合、正常

に動作しません。 

※スライダのつまみを移動して、設定を

変更してください。 

 

イ) 適用をクリックし、OK をクリ

ックします。 

※ 設定を変更していない場合は、OK の

みクリックします。 

※ 設定を取り止める場合は、キャンセ

ルをクリックします。 

 

ⅱ) 特定 URL からのポップアップ画面の許可の設定 

セキュリティ上の脆弱性を防止するため、各キャリアが提供している

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。 

 

 

ア)「プライバシー」タブを選択し、

「ポップアップブロックを有

効にする」にチェックを入れ

て、設定をクリックします。 

⇒「ポップアップブロックの設

定」画面が表示されます。 



 
 

 
 

 

イ)「許可する Web サイトのアドレ

ス」に、 

「http://www.shinkin.co.jp」の

URL を入力し、 

追加をクリックします。 

 

ウ)「許可されたサイト」に入力し

たURLが表示されたことを確認

し、閉じるをクリックします。 

 

エ)「プライバシー」タブ画面の

OK をクリックします。 

※ 設定を取り止める場合は、キャン

セルをクリックします。 

 

③ブラウザの再起動 

インターネットオプションの設定内容を反映するため、全てのブラウザ 

を閉じてから再起動してください。 



 
 

 
 

 
  ④ネットワークの設定を確認する 

ログイン画面が表示されない等の不具合が発生した場合、お客様のネッ 

トワーク環境において、ブラウザで登録・設定したＵＲＬがファイヤーウ

ォール等でブロックされていないかご確認ください。 

 

  ⑤WindowsＸＰ（ＳＰ3）の場合の対応事項 

 WindowsXP SP3 をご利用のお客様につきましては、上記設定の他に以下の設定が

必要です。 

・SmartScreen フィルター機能を有効にする設定 
インターネットバンキングのログイン画面にアクセスした際に、ブラウザの

アドレスバーを緑色に表示するため、「SmartScreen フィルター機能」を有効に

します。 

 ＜例：ＩＥ8の場合＞ 

 

① コマンドバーの「セーフティ」

のメニューより「SmartScreen フ

ィ ル タ ー 機 能 」 を 選 択 し 、

「SmartScreen フィルター機能

を有効にする」をクリックしま

す。 

⇒「Microsoft SmartScreen フィ

ルター機能」ダイアログが表

示されます。 

※「SmartScreen フィルター機能」

を選択した後、「SmartScreen

フィルター機能を無効にす

る」と表示されることがあり

ます。（SmartScreen フィルタ

ー機能を有効にしている場

合） 

 

② 「SmartScreen フィルター機能を

有効にする(推奨)」にチェックを

入れて、OK をクリックします。 

 

以 上  




