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第１章 法人向けインターネットバンキングのご利用にあたって 
 
１．特徴 
  本サービスは、インターネットを利用してお客様のパソコンから総合振込、給与・賞与 
  振込、都度振込等の法人向け取引を行っていただくことができるインターネットバンキ 
  ングサービスです。 
 
２．利用条件 
  本サービスをご利用する条件は次のとおりです。 
（１）利用端末 

  インターネットに接続できるパソコンで、下記の推奨環境を満たすブラウザがインス 

 トールされたパソコンとなります。 

 
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、法人向けインターネットバンキングシステムの動

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

とをご理解お願いいたします。 
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。 
   
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。 

OS*1 
Internet 

Explorer*1 
プラグインソフト 

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*2 

8.0*3、9.0*3 

Windows 7 SP1(32bit 版/ 64bit 版) 8.0*3、9.0*3 

Adobe Reader *4 

（本サービスにて作成す

る帳票を閲覧する場合）

※Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における

登録商標または商標です。 

※Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。（Adobe 

Acrobat Reader は、Adobe Reader と名称を変更しました。） 
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【留意事項】 

*1 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。 

*2 Windows7 (SP なし)につきましては、更新プログラム KB974431 が必要です。セキュ

リティ向上のため、Windows7 SP1 をご使用することをお薦めいたします。（KB974431

は含まれています。） 

*3 電子証明書をご利用する場合は、Internet Explorer8.0/Internet Explorer9.0 の

64bit 版は、推奨環境対象外です。 

*4 古いバージョンの場合、帳票を閲覧できない場合がありますので最新版にアップデ

ートするようお願いします。 

*5 Windows 8 は、動作確認ができていないため推奨環境対象外です。 

 

No 留 意 事 項 

１ 

パスワードが長い場合、パスワード欄には入力可能ですが、パスワードが全

桁表示されません。 

なお、パスワード欄でカーソルを移動させることにより桁数等の確認はでき

ます。 

２ 

本サービスにて作成する帳票（ＰＤＦ）において、出力内容には問題ありま

せんが、ウィンドウのタブに「エラー」と表示される場合があります。 

なお、アドビシステムズ社からリリースされている Vista 対応のアップデー

ト版「AdobeReader8.1」においても本事象は発生する可能性があります。 

３ 
複数のインターネットタブを表示している場合、「ウィンドウを閉じる」ボタ

ンを押下しても、ＷＥＢシステムのインターネットタブが閉じるだけでイン

ターネットのウィンドウは閉じません。 

４ 
環境依存文字（ＪＩＳ第３水準、第４水準漢字等）を使用した場合、画面上

文字化けし、登録すると文字化けした漢字がそのままデータベースに登録さ

れ、画面上や帳票（ＰＤＦ）で文字化けした漢字が出力されてしまいます。

５ 
外部ファイル指定時のテキストボックスがグレーとなり、文字の入力ができ

ませんが、「参照」ボタン押下により対象ファイルを指定することはできま

す。 

 

（２）通信環境 

   インターネットに接続できる通信環境であれば回線の種類に制限はありませんが、通 

   信環境により画面表示に時間がかかる場合がありますので、ＩＳＤＮ、ＡＤＳＬ、光 

   ファイバー回線でのご利用を推奨いたします。 

 

（３）Ｅメールアドレス 

   完了通知や異常通知等の重要な連絡をＥメールにて通知するため、Ｅメールアドレス 
   をご用意ください。 
   なお、携帯電話でのメール受信も可能です。ただし、電子証明書関連の通知について 
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   は携帯電話へのメール通知は送信しませんので、電子証明書をご利用になるお客様は 
   注意が必要です。 
 
（４）プリンタ 
   各種帳票印刷や画面のハードコピーをするためにプリンタが必要となります。 
 
 
３．利用者管理 
  本サービスでは、１契約で複数の利用者を設定することができ、それぞれの利用者が各 
  種取引をご利用いただくことができます。また、利用者ごとに利用権限を設定すること 
  で、業務に合った形で、しかも安全に取引を行うことができます。 
  本サービスの利用者は、３種類の利用権限（「管理者」「承認者」「一般者」）によりお客 
  様ＩＤとして管理していただきます。 
（１）管理者とは 
   本サービスの利用責任者で、本サービスに用意されているすべてのサービスをご利用 
   いただけます。 
   管理者は１契約１名で、当金庫から『MasterＩＤ』を１ＩＤ発行いたします。 
 
（２）承認者および一般者とは 
   承認者とは主に振込データの承認処理を行う利用者とし、一般者とは主に振込データ 
   の作成処理を行う利用者とします。 
   承認者および一般者のお客様ＩＤ（PublicＩＤ）は、合わせて最大９９個まで管理者 
   により発行できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管理者（MasterＩＤ） 会社コード

会社コード

会社コード
管理者により発行 

一般者（PublicＩＤ） 

一般者（PublicＩＤ） 

承認者（PublicＩＤ） 

利用できる会社コードを任

意に割り当てできます！！ 

（注）会社コードとは、決済口座に付与された番号とします。 
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４．権限管理 
  利用権限別のサービスは次のとおりとします。 
  なお、管理者は承認者および一般者の利用権限をお客様ＩＤ単位に変更できますので、 

  利用者に応じた管理を行っていただけます。 
＜利用権限別サービス一覧＞ 

利用権限 
カテゴリ サービス 

管理者 承認者 一般者

残高照会 ○ ○ ○ 

入出金明細照会 ○ ○ ○ 

総合振込 ○ ○ ○ 

給与・賞与振込 ○ ○ ○ 

各種照会 
取引状況 

照会 
都度振込 ○ ○ ○ 

総合振込 ○ ○ ○ 

給与･賞与振込 ○ ○ ○ 

都度振込 ○ ○ ○ 

総合振込 ○ ○ × ＷＥＢ承認 

業務 給与・賞与振込 ○ ○ × 

総合振込 ○ ○ ○ 

振込・口座振替 

外部ファイ 

ル登録 給与・賞与振込 ○ ○ ○ 

手数料照会 振込手数料照会 ○ ○ × 

企業情報照会 ○ ○ ○ 

総合振込 ○ ○ ○ 振込契約 

情報 給与・賞与振込 ○ ○ ○ 
契約情報登録・照会 

利用開始登録 ○ × × 

総合振込 ○ ○ ○ 
明細情報登録・照会 

振込先明細

登録 給与・賞与振込 ○ ○ ○ 

ＩＤメンテナンス ○ ○ ○ 

ＩＤロック解除 ○ × × 

カレンダー管理 ○ ○ × 

利用履歴照会 ○ × × 

管理機能 

ＷＥＢ－ＦＢ取引停止 ○ × × 

                           ○：利用可能  ×：利用不可 

 
 
５．ＷＥＢ承認業務 
  作成された総合振込、給与・賞与振込データを承認者がチェックする機能としてご利用 

  いただけます。作成されたデータに不備がある場合は差戻し処理を行い、データの修正 

を行うことができます。 

  なお、総合振込および給与・賞与振込の外部ファイル登録にて 1,000～2,000 明細の持込 

を行った場合は、ＷＥＢ承認の前に承認予約処理が必要となります。 
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６．セキュリティ 
  本サービスでは、お客様のデータをインターネット上で安全に授受するために、最新の 
  セキュリティ対策を行っています。 
  主なセキュリティ対策は以下のとおりです。 
（１）ログイン時の認証 

ログイン時の認証方式を、「電子証明書方式（注１）」および「ＩＤ・パスワード方式

（注２）」から選択ができます。（店頭にて申込時に選択します） 
  （注１）ログイン認証時に「電子証明書」と「ログインパスワード」を用いて認証を行 
      います。 
      電子証明書方式では、あらかじめ利用者端末にインストールされている電子証 
      明書を提示した後、電子証明書提示者のログインパスワードにより本人認証を 
      行います。そのためフィッシング等の被害によりパスワードが漏洩した場合で 
      も、ＩＤとパスワードのみでのログインができません。 

また、正規のユーザであっても電子証明書がインストールされていない端末か 
らのログインができないため、利用者の端末を特定することができます。 

      なお、電子証明書方式をご利用になる場合はパソコンの動作環境が異なります 
      ので、「第 1章１２．電子証明書の動作環境」を参照してください。 
  （注２）ＩＤ・パスワード方式では、お客様ＩＤとログインパスワードにより本人認証 
      を行います。 
 
（２）認証管理 
   お客様ＩＤ毎に設定した４種類のパスワードによる認証管理を行います。 

パスワード種類 利用シーン 
ログインパスワード ログインで使用します。 
登録確認用パスワード 振込データの登録で使用します。 
承認用パスワード ＷＥＢ承認業務で使用します。 
都度振込送信確認用 
パスワード 

都度振込データの登録で使用します。 
（都度振込は承認用パスワードでの認証は不要） 

 
   ■パスワード誤入力について 

    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、該当の 

    パスワードがロックされ、ロックされたパスワードを使用する取引のご利用ができ 

    なくなります。 

    ＜対応方法＞ 

パスワード種類 ＩＤ種別 解除方法 

MasterＩＤ

（管理者）
お取引店に連絡してください。 

・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 

PublicＩＤ

（承認者・

  一般者）

企業の管理者により解除を行って対応し

てください。 
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   ■重複ログイン規制について 

    同一の利用者ＩＤによる重複ログインはできません。 
 
（３）通信暗号化技術 
   インターネット通信時における通信暗号化技術として「SSL 128bit」を採用し、 

   第３者への通信内容の漏洩防止を図っております。 

   また、Cookie 機能も必須とします。 

   （注１）SSL：Secure Socket Layer 

   （注２）Cookie からの第３者への漏洩を防止するため、認証情報や顧客情報の 

       Cookie への書込みは行いません。 

 

（４）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 

   サービスの利用ができなくなります。 

   継続してサービスを利用するためには再度ログインを行ってください。 
 
（５）ブラウザ操作における禁止操作 
   本サービスでは、画面間でのデータや認証情報の整合性を保つため、ブラウザ標準機 

   能を利用した画面遷移は原則禁止としています。 

   そのため、万が一使用された場合はエラー画面を表示し、以降のサービス利用ができ 

   なくなりますので、再ログインしてください。 

 

   ■「お気に入り」および「履歴」を使用した画面遷移 

    ログイン後のサービス画面では「お気に入り」および「履歴」を使用した画面遷移

を禁止します。ただし、ログイン画面は上記操作を使用した画面遷移を可能としま 

すが、接続失敗については、お客様の利用環境に依存するため、動作保証は行いま 

せん。なお、上記操作にはキーボードのファンクションキーによる操作も含みます。 

 

   ■標準ボタンを使用した画面遷移 

    標準ボタン（  ：「進む」、  ：「戻る」、  ：「中止」、  ：「更新」）による 

    画面遷移を禁止します。 

    なお、上記操作にはキーボードのファンクションキーによる操作も含みます。 

 

   ■右クリックの禁止 

    ウィンドウ上でマウスの右クリックを利用した操作を禁止します。 

 

   ■ＵＲＬ直接入力による画面遷移 

    ＵＲＬを直接入力した場合の画面遷移を禁止します。 

   （注）ＵＲＬ：Uniform Resource Locator の略で、インターネット上に存在する情報 
          資源（文書や画像など）の場所を指し示す記述方式。 
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（６）ソフトウェアキーボードの利用 

本サービスでは、ログインパスワードを入力する際に、通常のキーボード以外にソフ

トウェアキーボードを利用した入力ができます。ソフトウェアキーボードは、呼び出

した専用画面上のキーボードをマウス操作するため、キーボードの入力を盗み取るタ

イプのスパイウェア対策として有効です。 
ソフトウェアキーボードを利用する場合は、ソフトウェアキーボードのリンクをクリ

ックします。 
≪ログイン画面≫ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

≪呼出し後画面≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キー配置は毎回異なります。 
① クリックすると、数字が入力できます。 
② クリックすると、小文字の英字が入力できます。 
③ クリックすると、大文字の英字が入力できます。 
④ クリックすると、入力した文字を１文字クリアします。 
⑤ クリックすると、入力した文字を全てクリアします。 
⑥ クリックすると、ソフトウェアキーボードを閉じます。 
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≪文字の非表示≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カーソルが枠内にある場合は文字を表示しません。 
 

≪キー配置の並び替え≫ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠外でクリックするとキー配置を並び替えます。 
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７．メイン画面構成 
  メイン画面とは、ログインした後に表示される画面で、各サービスメニューや取引状況 
  等を表示します。 
 ≪メイン画面イメージ≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ア）ヘッダー表示部 
   ログイン情報やメニュー情報等を表示
   します。 
   なお、ヘッダー表示部は全取引画面に
   表示されます。 
 
  ① グローバルメニュー 
    法人インターネットバンキングにて
    取扱いできるサービスを分類したメ
    ニューを表示します。 
 
  ② サブメニュー 
    各グローバルメニューに分類されて
    いるサービスを表示します。 
    なお、利用不可のサービスメニュー
    はクリックできません。 
 
（イ）マルチペイメントサービスリンク 
   ＷＥＢ－ＦＢでのマルチペイメントサ
   ービス利用金庫については、マルチペ
   イメント（税金・各種料金の払込み）
   へのリンクを表示します。 
   リンクをクリックすることでマルチペ
   イメントサービス画面を表示すること
   ができます。 
 
（ウ）レポート表示部 
   エラーメッセージやお客様が設定した
   メモ情報等を表示します。 
   メモ情報はカレンダー管理機能にて設
   定します。（詳細は「第１章８．レポー
   ト表示」参照） 
 
（エ）お知らせ表示部 
   当金庫からのお知らせを表示します。
 
（オ）契約口座一覧表示部 
   契約している口座でご利用いただける
   サービスのショートカットメニューを
   表示します。 
   ショートカットのボタンをクリックす
   ることで各業務画面を表示することが
   できます。 
 
（カ）取引状況表示部 
   エラー状況（詳細は「第１章９．エラ
   ー通知」参照）、為替の処理状況、承認

待ちの状況を表示します。 
 
（キ）画面内容の最新化 
   メイン画面を最新表示する場合にクリ
   ックします。 

（ア）

①
②

（ウ）

（オ）

（エ）

（カ）

（イ） （キ）
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８．レポート表示 
  メイン画面にエラーメッセージやお客様が設定したメモ情報を最大５件まで表示し、５ 

  件以上のメッセージ通知対象情報がある場合は、「更にレポートを見る」から別画面を開 

  き閲覧することができます。 

  なお、レポート表示は指定日の新しいものから表示し、いつくかのメッセージが同日付 

  で存在した場合、優先順位の高いものから表示します。 

＜レポート出力メッセージと表示優先順位＞ 

順位 通知メッセージ 通知条件 表示期間 
１ Ｎ件の振込データについて承

認期限が迫っています。 
企業承認の必要な「承認待ち」

データが存在します。 
（総合振込） 
指定日５営業日前～当

日期限時間以内まで 
（給与・賞与振込） 
指定日５営業日前～１

営業日前まで 
２ ＭＭ－ＤＤ分の振込データに

ついて、Ｎ件の持込がエラーに

なっています。 

振込指定日当日、為替の発信最

終時刻までに振込処理が正常

に完了しなかったデータが存

在します。 

指定日当日～５営業日 

３ ＭＭ－ＤＤ分の都度振込デー

タについて、Ｎ件の持込がエラ

ーになっています。 

振込指定日当日、為替発信処理

で振込処理が正常に完了しな

かったデータが存在します。 

指定日当日～５営業日 

４ Ｎ件の振込データについて振

込指定日までに承認が行われ

ませんでした。取引状況照会に

より、振込指定日の変更を行っ

てください。 

振込指定日までに承認されな

かった企業承認の必要なデー

タが存在します。 

（総合振込） 
当日期限時間以降～翌

営業日 
（給与・賞与振込） 
当日～翌営業日 

５ ＭＭ－ＤＤは振込基本料の徴

求予定日です。 
徴求予定の振込基本料が存在

します。 
手数料徴求日５営業日

前～当日 
６ ＭＭ－ＤＤは振込手数料の徴

求予定日です。 
徴求予定の振込手数料が存在

します。 
手数料徴求日５営業日

前～当日 
７ ＭＭ－ＤＤ分の振込（都度振

込）データについて、Ｎ件の振

込取引が正常に発信されまし

た。 

決済処理が完了し、正常に為替

発信が行われている振込デー

タが存在します。 

発信当日～５営業日 

８ （カレンダー登録内容） カレンダー管理機能で登録し

たデータが存在します。 
カレンダー当日 

９ 前回、ログインパスワードを変

更してから※※日経過してい

ます。ＹＹ－ＭＭ－ＤＤまでに

ログインパスワードの変更を

行ってください。 

ログインパスワードの変更期

限を迎える場合。 
変更期間内（前回のログ

インパスワード変更日

～変更期間内） 

 
 
 
 
 



1-11 

９．エラー通知 
  メイン画面の取引状況表示部にお取引のエラー状況をお知らせします。企業承認前エラ 
  ーは「エラー状況（承認前）」、企業承認後エラーは「エラー状況（承認後）」に表示しま 
  す。なお、企業承認不要としている場合は「エラー状況」に表示します。 
（１）表示するエラーの種類とエラー表示消去のタイミング 

画面出力メッセージ 出力タイミング 消去タイミング 
資金不足 資金決済・確保時点で資金

不足となり、エラーとなっ

た時点。 

資金不足が解消し、資金決済・確

保が正常終了した時点。 

【為替】エラー 持込時点 金庫側にてエラー補正を行い持込

単位のエラーが解消された時点。

（金庫運用にてエラー解除されな

かった場合は指定日の 1 ヶ月後の
翌営業日） 

＊利用者画面の自動更新は行われないので、エラーが解除された後、「画面の最新化」

を行ってください。 
 
（２）【為替】エラーの詳細 
① 持込エラー内容 

№ 種別 エラー 
１ 二重持込 
２ 振込指定日（期限過ぎエラー含む） 
３ 仕向店舗番号 
４ 預金種目 
５ 口座番号 
６ 合計件数 
７ 

為替振込 

合計金額（限度額含む） 
 
 
② 明細エラー内容 

№ 種別 エラー 
１ 被仕向金融機関名 
２ 被仕向支店名 
３ 預金種目 
４ 口座番号 
５ 預金者名 
６ 振込金額 
７ 

為替振込 

明細番号 
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１０．ユニバーサルツール 
  ユニバーサルツールとは、画面デザイン（文字の大きさや行間の変更）を任意に調整可 
  能な機能とし、ログイン画面にて設定します。 
  ≪設定手順≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 金庫ホームページより法人向けインターネッ
  トバンキングに接続してください。 
 
② ログイン画面が表示されます。 
  ログイン画面左にあるユニバーサルツールバ 
  ーから文字の大きさと行間をそれぞれ３段階 
  から選択します。 
 
 ＜文字の大きさ＞ 
  画面上の文字の大きさ（フォントサイズ）を 
  調整します。 
  なお、初期値は「小さい」が選択されていま 
  す。 
 
 ＜行間＞ 
  画面上の行間を調整します。 
  なお、初期値は「狭い」が選択されています。 

★パソコン（特にディスプレイ）やＯＳ、ブ
 ラウザの環境やバージョンによっては文字
 サイズや行間隔の変化が見えにくい場合が
 あります。 
 また、一部の文字や画像中の文言について
 固定サイズのものもあります。 

メモ 

 
  ヘルプ（？）をクリックするとユニバーサル 
  ツールの使用方法を説明した画面が表示され 
  ます。 

？
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１１．カレンダーによる日付選択 
   振込指定日や入出金明細照会の日付入力欄において、カレンダー表示ボタンをクリッ

クし、表示されたカレンダーから日付選択をすることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ＜カレンダー表示詳細＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カレンダー情報 文字の色 概 要 

営業日（①） 黒 
「当日」は背景色を「緑」（④） 

選択時は背景色を「黄色」（⑤） 

休業日（②） 青 背景色は「灰色」 

休日・メンテナンス日（③） 赤 背景色は「灰色」 

＜＜（⑥） － 
前月へ移動します。 

前月が指定できない場合は非表示。 

＞＞（⑨） － 
翌月へ移動します。 

翌月が指定できない場合は非表示。 

年月 － クリックすると現在の月へ戻ります。 

× （⑧） － カレンダーウィンドウを閉じます。 

① 

⑤ 

③ 

④ 
② 

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
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１２．電子証明書 
  ◎電子証明書とは 
   電子証明書とは、個人および利用するパソコンを特定するための電子的な身分証明書 
   のことです。電子証明書をご利用のパソコンに登録し、ログイン時に電子証明書を提 
   示することで、お客様ご自身であることを確認いたします。電子証明書方式をご利用 
   することにより、利用するパソコンを特定することができるので、パソコンの不正利 
   用防止に効果があります。 

 

 

（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。 

 

■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。 

・信頼済みサイトへの登録（電子証明書を利用する場合） 

 ※Windows Vista および Windows 7 をご利用の方が対象です。 

 

■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。 
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■信頼済みサイトへの登録（電子証明書を利用する場合） 

Windows Vista および Windows 7 で電子証明書をご利用される場合、次の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 

https://*.shinkin-ib.jp 

https://*.shinkin.jp 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://*.shinkin.jp 
https://*.shinkin-ib.jp 
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■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 

 

■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。 
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■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。 
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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。 

 

 

■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）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イ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。 

 

 

（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 

https://*.shinkin.jp 

・SmartScreen フィルター機能を有効にする設定 
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■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。 

 

 

 


