
WEB－FB(法人向けインターネットバンキングサービス） 

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／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）から平成２４年１１月２５日（日）の３日間、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 

新システムにログインしていただくためのＵＲＬの変更、ＩＤ／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。 
 

※なお電子証明書をご利用のお客様は、電子証明書をご利用のお客様へのお知らせも必ずご確認ください。 
 

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 



 

 

WEB-FB(法人向けインターネットバンキング)サービス 
臨時休止のお知らせ 

 
 

当金庫の法人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、引き続き法人インター

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）～平成 24 年 11 月 25 日（日）は、３日間とも終日

休止させていただきます。 
 

平成24年 11月 

22（木） 23（金・祝） 24（土） 25（日） 26（月） 

午後９時まで

は通常通りご

利用いただけ

ます。 

   

 

 
 

以 上 
 
 
 

サービスをご利用いただけません。 
午前8時以降は、通常通り

ご利用いただけます。 



 
 

WEB-FB(法人向けインターネットバンキング)サービス 
新システムログインに関する留意点 

 
 
１．お気に入りへの登録について 

新システムのログイン画面のＵＲＬは、新システム移行に伴い変更されますので、当金

庫ホーム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ＵＲＬ 

 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。 
 
 

以 上  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

WEB-FB（法人向けインターネットバンキング）サービス 
操作／機能の変更について 

 

 新システムへの移行に伴い操作／機能の主な変更についてご案内いたします。 

 

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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

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@shinkin-webfb.jp 及び  
web-fb@sagami-shinkin.co.jp 

hib_shinkin@ssc.facetoface.ne.jp 及び 
web-fb@sagami-shinkin.co.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。 
 

２．提携会計ソフトとの連携 

入出金明細照会画面より、提携会計ソフトに取り込み可能な入出金明細ファ

イル（ＣＳＶファイル）の出力ができます。 

発売元 提携会計ソフト名 備考 

「会計王１３」 
ソリマチ株式会社 

「みんなの青色申告１３」 

「ツカエル会計８」 
ビズソフト株式会社 

「ツカエル青色申告 ２０１２」 

平成２４年１１月

下旬から１２月上

旬にかけて、最新ア

プリにバージョン

アップする予定で

す。 

 

 【入出金明細照会】 

 

 

 
新規追加 



 
 

 
 

３．ＦＡＸ通知の廃止について 

新システム移行に伴い、振込集計表通知、振込明細表通知等の処理結果通

知方法のうちＦＡＸ通知を廃止し、E メール通知へ移行させていただきます。 

 

※処理結果通知方法について、「ＦＡＸ」または「Ｅ－Ｍａｉｌ及びＦＡＸ」

を選択しているお客様におかれましてはシステムの変更前に以下の手順で

｢E－Ｍａｉｌ｣に設定変更をお願いいたします。 

 

【設定変更の手順】 

 

 

（２） 

（１） 

「ＷＥＢ－ＦＢ」にログイン

し、メニューの「契約情報登

録・照会」－「企業情報照会」

画面で口座を選択し「照会」

ボタンを押下します。 
 
次に 
（１）メールアドレス変更、 
（２）処理結果の通知方法変

更の順に変更します。 

（１）メールアドレス変更 
 
メールアドレスを登録し更

新ボタンを押下します。 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

４．口振返還ファイルの取得期間の短縮  

口振返還ファイルは、 大 13 カ月前まで取得可能となっておりましたが、

過去 3 ヶ月分のみを取得可能とさせていただきます。 
 
  ※口座振替サービスを契約されているお客様のみが対象です。 
   口座振替サービスとは、契約者様の依頼により、支払い指定日に電気・

ガス・水道・電話などの料金等を当庫の預金者の口座から自動的に引き落

として契約者様（徴収者様）の口座に振り込み、支払いを済ませるサービ

スです。 
 

以 上  

 

（２）処理結果の通知方法変更 
 
「Ｅ－Ｍａｉｌ」を選択し、

更新ボタンを押下します。 



 

 
 

WEB-FB(法人向けインターネットバンキング)サービス 

推奨環境と設定について 
 
 WEB-FB（法人向けインターネットバンキング）サービス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、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  
  以下の Windows パソコンのみでのご利用となり、スマートフォンやタブレ

ットは推奨環境対象外です。（Window8 については現状では推奨環境対象外です。） 

OS 
Internet 

Explorer 

Windows XP SP3 (32bit 版) 8.0 

Windows Vista SP2 (32bit 版) 8.0、9.0 

Windows 7 (SP なし)(32bit 版/ 64bit 版) 

・更新プログラム KB974431 が必要 

8.0、9.0 

Windows 7 SP1(32bit 版/ 64bit 版) 8.0、9.0 

※各種帳票を印刷する場合 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。 

 ※Windows7(SP なし)につきましてはセキュリティ向上のため SP1 のご使用をお勧めい

たします。 

 ※電子証明書をご利用される場合は、Internet Explorer8.0、9.0 の 64Bit 版は推奨環

境対象外です。 

 
 



 

 
 

２．パソコンの設定概要  
本サービスをご利用いただくには管理者／利用者共に、以下の設定が必要になります。 

 

 

 

 

電子証明書方式の場合 ＩＤ・パスワード方式の場合 

2.1.1 セキュリティの設定を行う 

2.1.3 ブラウザの再起動 

2.1 ブラウザの設定 

（ア）インターネットゾーンのセキュリティレベルの確認 

（イ）信頼済みサイトへの登録 

（電子証明書を利用する場合） 

    ※WindowsXP の場合は IE のバー

ジョンに関係なく不要  

2.1.2 プライバシーの設定を行う 

（ア）Cookie（クッキー）の受入れ設定 

（イ）特定 URL からのポップアップ画面の許可の設定 

2.2 ネットワーク環境を確認する 

2.3 WindowsXP SP3 の場合の対応事項 



 

 
 

 

2.1 ブラウザの設定 

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。  

①Internet Explorer（ブラウザ）を起動します。  
②Internet Explorer のメニューの【ツール】（または歯車マーク）をクリックし、

「インターネットオプション」を表示します。  
 
2.1.1 セキュリティの設定を行う 

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。  
・電子証明書を利用する場合で、WindowsVista および Windows7 をご利用の方は、  

信頼済みサイトへの登録が必要です。  
 

（ア）インターネットゾーンのセキュリティレベルの確認 

 ①「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。 

 



 

 
 

 

（イ）信頼済みサイトへの登録（WindowsVista および Windows7 で電子証明書を利

用する場合） 

WindowsVista および Windows7 で、電子証明書をご利用される場合、下記の

通りＵＲＬを信頼済みサイトへ登録してください。 

なお、「信頼済みサイト」のセキュリティレベルは既定のレベルである「中」

に設定されている事をご確認ください。 

 

 ①  「セキュリティ」タブを選択し、信頼済み

サイトを選択します。 

②  信頼済みサイトのゾーンのセキュリティ

レベルが「中」になっている事を確認しま

す。 

※ 信頼済みサイトのゾーンのセキュリテ

ィレベルが「中」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」に変更されます。 

③  「保護モードを有効にする」が無効（チェ

ックが入っていない）であることを確認し

ます。(ただし、Windows XP では表示され

ません。) 

④  「信頼済みサイト」から サイト をクリック

します。 

⇒「信頼済みサイト」画面が表示されます。 

 

 

⑤ 「この Web サイトをゾーンに追加する」の

入力欄に以下の『「信頼済みサイト」へ登

録するＵＲＬ』を追加します。（半角） 

 

⑥ ＵＲＬを入力後、追加をクリックします。 

※ 設定を取り止める場合は、 閉じる をクリックし

ます。 

 

●「信頼済みサイト」へ追加するＵＲＬ 

https://*.shinkin-ib.jp（法人インターネットバンキングサービスをご利用の場合） 

 https: / / *. shinkin -ib . jp 

https: / / *. shinkin .jp 



 

 
 

 

 

⑦ 「Web サイト」欄に、入力した URL が

追加されたことを確認し、閉じるを

クリックします。 

 ⑧ OK をクリックします。 

※ 「保護モードを有効にする」にはチェッ

クが入っていないことを確認してくださ

い。 

（ただし、Windows XP では表示されませ

ん） 

 

※ 設定を取り止める場合は、キャンセル をク

リックします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
h ttps: / / *. shinkin -ib . jp 



 

 
 

 

2.1.2 プライバシーの設定を行う 

プライバシーの設定として以下を確認します。  
・Cookie（クッキー）の受入れ設定  
・特定 URL からのポップアップ画面の許可の設定  

 
（ア）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、既定レベルは「中」です。 

 

 

① 「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。 

 

② 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。 

 



 

 
 

 
（イ）特定 URL からのポップアップ画面の許可の設定 

ご利用になるパソコンについて、以下の設定を行ってください。 

 

 

① 「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。 

 

② 「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。 

 

③ 「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。 



 

 
 

 

④ 「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。 

 
 
2.1.3 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。 

 
 

2.2 ネットワークの設定を確認する 

信頼済みサイトへ登録した場合であってもログオン画面が表示されない等の不具合

が発生した場合は、お客様のネットワーク環境において、ブラウザで設定した信頼済

サイト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。 

なお、ファイヤーウォールの設定詳細については、お客様のネットワーク管理者にご

確認ください。 

 
 

2.3 Windows XP(SP3)の場合の対応事項 

Windows XP(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確認／設

定をお願いします。 

・信頼済みサイトに以下のＵＲＬが登録されていないこと  
  https://*.shinkin-ib.jp 

 

 
 



 

 
 

・SmartScreen フィルター機能を有効にする設定  
 

（ア）SmartScreen フィルター機能を有効にする設定（ IE8） 

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。 

 

 

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 

 

 




