さがみ信用金庫

ＷＥＢ-ＦＢサービス

法人向けインターネットバンキングにおける
不正取引被害の補償に関するご案内
平素は、さがみ信用金庫のＷＥＢ-ＦＢサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当庫では全国銀行業界の申し合わせ（法人向けインターネットバンキングにおける不正な払戻
に関する補償の考え方）の主旨を踏まえ、法人向けインターネットバンキングの不正取引被害に
ついて、下記の通り被害補償に取り組んでいます。
※なお、補償内容及び補償条件については、下記の内容をご確認願います。また万が一不正取
引被害に遭われた場合の補償可否や具体的な補償内容については、お客様に下記の補償条件
に関するご利用状況やセキュリティ対策状況を個別に確認させていただいたうえで、判断さ
せていただきますのであらかじめご了承下さい。
記
１．対象となるお客様
法人向けインターネットバンキング 「ＷＥＢ－ＦＢサービス」 をご契約のお客様
２．補償の開始日
平成 27 年 9 月 1 日
※上記補償開始日以降に発生した不正取引被害が補償の対象となります。

３．被害補償の限度額
１契約あたり年間１，０００万円を上限として被害額を保証します。
ただし、下記の「被害補償の適用条件等」に記載しておりますとおり、補償の対象とならな
い（もしくは補償額が減額される）場合がございますので、予めご承知下さい。
また下記に記載している「被害補償の適用条件等」の内容（被害補償の限度額も含みます）
につきましては、お客様へホームページもしくはＥメール等によりご連絡した上で随時改定す
る場合がありますので予めご承知下さい。
４．被害補償の適用条件等
盗取されたお客様ＩＤ等の情報を用いて行われた本サービスによる不正払い出し（以下、
「当
該払い出し」）について、それがお客様の責によらず生じた場合、お客さまは当金庫に対して、
補償限度額 1,000 万円の範囲内で当該払い出しの損害(手数料を含みます。ただしお客さまが当
該払い出しを行った者から受けた損害賠償金または不当利得返還金、及び組戻し手続き等によ
り被害額の回収が行われた金額を除きます)の補償を請求することができるものとします。
ただし、該当払い出しが行われたことについて、さがみ信用金庫「ＷＥＢ-ＦＢサービス利用

規定」に記載されている被害補償の適用条件及び被害補償の減額条件に該当した場合、当金庫
は、被害補償額の全部または一部を補償しない場合（減額の範囲は当金庫の内部調査に基づき
決定します）があります。なお補償対象とならない事例、補償を減額する事例には主に以下の
ようなものがあります。
【補償対象とならない主な事例】
①当該払い出しの発生した翌日から30日以内に当金庫へ事故のお届けをいただけなかった場合
②当金庫の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていない場合
③警察署に被害届を提出していない場合、あるいは被害に遭ったことが確認できるものを当金庫に
対しお示しいただいていない場合
④不正被害の状況確認を目的とする当金庫からの捜査協力要請に対し、利用端末（パソコン、携帯
端末等）を警察に提供いただけなかった場合
⑤「電子証明書」サービスを利用されていない場合
⑥当金庫が提供している不正送金対策ツール（ＰｈｉｓｈＷａｌｌ）などのセキュリティ対策を利
用されていない場合
⑦本人確認情報であるログインＩＤ、各種パスワード、暗証番号等が適切に管理されていない場合
⑧セキュリティソフト（ウィルス対策ソフト等）を利用されていない場合、利用されていても最新
の状態で稼動されていない場合
⑨その他前記⑤～⑧に準ずるセキュリティ対策について、実施可能であるにも拘らず実施されてい
ない場合
⑩電子メールアドレス、ご住所、お名前等の変更に係る当金庫所定の手続きが行われていない場合
⑪お客様の故意もしくは重大な過失、または法令違反による損害の場合
⑫お客さまが日本国外にお住まい、または日本国外でインターネットバンキングを利用されている
場合
⑬お客さまの社内、ご家族、または使用人自らの行為、もしくは不正利用者に加担した盗用などに
よって生じた損害の場合
⑭お客様の顧客情報または端末機について、お客様に到達する前に生じたそれらの盗難または紛失
により生じた損害の場合
⑮重要な事項について、お客様より虚偽の説明がなされた場合
⑯第三者に強要されたインターネットバンキングサービスの不正使用であった場合
⑰戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用によって生じた損害の場合

【補償を減額する主な事例】
①当金庫が推奨するＯＳ(パソコン基本ソフト)、ブラウザ(インターネット閲覧ソフト)以外で本サ
ービスを使用している場合
②ＯＳやブラウザ等、パソコンにインストールされている各種ソフトウェアについて、製造・開発
元が提供する修正プログラムによるアップデート（状態の最新化）が行われていない場合
③ＯＳやブラウザ等、パソコンにインストールされている各種ソフトウェアを、製造・開発元のサ
ポート期限が終了した後も使用している場合

④フィッシング画面に不用意にパスワード等の情報を入力した場合

５．ご利用規定の改定につきまして
本内容（不正取引被害の補償に関する取り組み）の開始に伴い、別紙 1 の通り、さがみ信用金
庫「ＷＥＢ-ＦＢサービス利用規定」を改定しておりますのでご了承願います。
６．安全にご利用いただくために
より安全にご利用いただくため、セキュリティ対策を実施してください。
（１）電子証明書の利用について
当庫では、電子証明書をより多くのお客様に利用していただくため、平成２７年７月１日
より電子証明書の追加基本料（1,080 円）を無償とさせていただきました。また新規でのお
申し込みは電子証明書の利用を必須とさせていただいております。
現在、全国的に発生している不正取引被害については、ＩＤ･パスワード方式を使用されて
いるお客様が被害にあうケースが非常に多い状況となっております。このため同方式を利用
のお客様は、被害補償の対象外となりますので、セキュリティの高い電子証明書方式に変更
していただきますようお願いいたします。
なお電子証明書のご案内につきましては、当庫ホームページに平成２７年７月１日付けで
掲載しております参考資料をご確認ください。
（２）お客様でのセキュリティ対策について
被害を防ぐには、お客様自身でパソコンのセキュリティを維持し、ウイルス感染等を未然
に防止していただくことが不可欠です。
安全にご利用いただくため、電子証明書のほか、お客様自身でセキュリティソフト（ウィ
ルス対策ソフト）を利用するなど、各種のセキュリティ対策を行っていただくようお願いし
ます。
なお、補償条件に記載されております通り、上記のセキュリティ対策（電子証明書、及び
セキュリティソフト等）とは別に、当庫では不正送金対策ツール（ＰｈｉｓｈＷａｌｌ）を
ご用意しておりますのでご利用ください。ご利用は無料です。詳しくは別紙 2 の書類をご確
認下さい。
以

上

＜本件に関するお問合せ先＞
さがみ信用金庫ＦＢアドバイザー
フリーダイヤル 0120-426-614
一般ダイヤル
0465-24-3182

別紙 1

さがみ信用金庫

ＷＥＢ-ＦＢサービス利用規定

第 1 条 WEB-FB サービス
1.WEB-FB サービスとは
WEB-FB サービス（以下「本サービス」といいます。）とは、パーソナルコンピュータなどの機器（以下「端末」といいます。
）を用いたご契約者（以
下「ご契約先」といいます。）からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、総合振込・給与振込・賞与振込等の各データの伝送、その他当
金庫所定の取引を行うサービスをいいます。ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に
通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰
すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
（1）本サービスの利用を申込みされるお客様は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「しんきん WEB-FB サービス利用申込
書｣（以下「申込書」といいます。
）に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
（2）当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、
「申込書」
に偽造、変造その他記載事項の誤り、相違等があっても、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、
当金庫は責任を負いません。
（3）利用申込者は、ご契約先の安全確保のために本利用規定に示したお客様 ID、各種パスワード、電子証明書、秘密鍵の不正使用・誤使用などに
よるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込みをするも
のとします。
3.利用資格者
（1）ご契約先は、本サービスの利用に際してご契約先を代表する管理者（以下「管理者」といいます。）を当金庫所定の手続きにより登録するもの
とします。
（2）管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者（以下「利用者」といいます。）を、当
金庫所定の手続きにより登録するものとします。
（3）ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより変更登録するものとします。当金庫は、
ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものと
し、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
（4）管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。当金庫
は、ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理すること
ができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負
いません。
（5）本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。加えて、本人確認につき「電子証明書方式」を利用す
る場合には、当金庫所定の方法により、利用者端末に当金庫が発行する電子証明書と秘密鍵を取得・生成して、インストールしていただく必要が
あります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があり
ます。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.代表口座
ご契約先は、お申込み店舗に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座
（以下「代表口座」といいます。
）として申込書により届出るものとします。
7.手数料等
（1）本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料（以下「利用手数料」といいます。）および消費税をいただきます。当金庫は、利用手数
料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手
の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座（以下「引落口座」といいます。）から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。な
お、引落口座は代表口座とします。
（2）当金庫は、利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
（3）ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加
または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前 1 号と同様の方法により引き落とします。
第 2 条 本人確認
1.本人確認の手段
本サービスの利用資格者の本人確認については、｢電子証明書方式｣および｢ID・パスワード方式｣の 2 通りがあります。｢電子証明書方式｣または｢ID・
パスワード方式｣の選択は、ご契約先自身が決定のうえ、申込書により当金庫に届出るものとします。同一のご契約先において、電子証明書方式
と ID・パスワード方式の併用は出来ません。
なお平成 27 年 7 月 1 日からの新規申込については、電子証明書方式のみとなります。
（1）電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードによりご契約先ご本人であることを確認する方式。
（2）ID・パスワード方式
お客様 ID およびログインパスワードによりご契約先ご本人であることを確認する方式。
2.お客様 ID および各種パスワード
お客様 ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードおよび都度振込送信確認用パスワード（以下これらのパスワードを総

称して「各種パスワード」といいます。）は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。当金庫は、届出の内容に従い、
本サービスのお客様 ID および各種パスワードとして登録します。また、管理者は、本サービスのご利用開始前に端末より管理者および利用者の
お客様 ID、各種パスワードを当金庫所定の手続きにより登録します。
3.電子証明書の発行
電子証明書は、当庫所定の方法により、電子証明書方式を申し込んだご契約先の管理者に対して発行します。発行を受けた電子証明書の管理者か
ら利用者に対する交付は、ご契約先の責任において行っていただきます。
4.本人確認手続き
（1）取引の本人確認の方法
①「ID・パスワード方式」における取引時の本人確認は、第 2 条第 2 項により、すでにお客様 ID および各種パスワードを登録済みの管理者およ
び利用者が端末の画面上で入力したお客様 ID および各種パスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
②「電子証明書方式」における取引時の本人確認は、第 2 条第 3 項によりすでに電子証明書を受領し、かつ第 2 条第 2 項によりすでにお客様 ID
および各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が端末から当金庫に送信した電子証明書を解析してその正当性を確認し、かつ、かかる
管理者および利用者が端末の画面上で入力したログインパスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
（2）依頼内容の確認
当金庫は、前項に定める本人確認が異常なく完了したことをもって、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
①ご契約先の有効な意思による申込みであること。
②当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
③当金庫は、
「ID・パスワード方式」
・
「電子証明書方式」いずれの場合においても、1 項の方法に従って本人確認をした場合は、ご契約先本人の真
正な意思による有効な取引として取り扱います。またそのために生じた損害については、第 13 条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いま
せん。
5.各種パスワード等の管理
（1）お客様 ID および各種パスワードは、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、各種パスワ
ードは、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに定期的に変更手続きを行ってください。
（2）管理者がお客様 ID および各種パスワードを変更する場合には当金庫所定の手続きにより届け出てください。
（3）管理者がお客様 ID および各種パスワードを失念、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、すみやか
にご契約先ご本人から当金庫所定の手続きにより当金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講
じます。この届出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
（4）利用者がお客様 ID および各種パスワードを失念、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、ご契約先
の管理者にてご対応ください。
（5）本サービスの利用について届出と異なる各種パスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワ
ードの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当金庫に連絡のうえ所定の手続
きをとってください。
第 3 条 電子証明書の有効期間と更新手続き
1.電子証明書には有効期限があるため、「電子証明書方式」によるご契約先が、本サービスを継続して利用するには、有効期限終了前に当金庫所定
の方法で、電子証明書の更新手続きを行う必要があります。
2.前項による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、「電子証明書方式」によるご契
約者は、以後本サービスを利用することができません。
3.本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、または再発行等、電子証明書に関する各種手続きを行った場合は、発行済みの電
子証明書は、残存期間があっても当該終了日をもって失効します。
第 4 条 電子証明書・秘密鍵・端末の管理
1.電子証明書および秘密鍵は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
2.電子証明書および秘密鍵の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。
3.端末の譲渡・破棄等により電子証明書および秘密鍵の管理ができなくなる場合は、必ず電子証明書および秘密鍵の削除を行ってください。
4.端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の手続きにより電子証明書および秘密鍵を取得・生成し、再度利用者端末に
インストールしてください。
5.管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫に届け出てください。この
届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。
当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた電子証明書および秘密鍵の第三者による不正使用等による損害について責任を負いませ
ん。
（1）電子証明書および秘密鍵をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に電子証明書と秘密鍵の削除を行わなかった場合。
（2）電子証明書および秘密鍵をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
（3）電子証明書および秘密鍵に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。
第 5 条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
（1）ご契約先は、お申込み店舗に開設している口座（以下「サービス利用口座」といいます。）を、申込書により当金庫宛に届け出てください。
（2）当金庫は、届け出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類
および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
（3）届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
（4）届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。
（5）サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第 2 条に従った本人確認が終了後、ご契約先が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金

庫に伝達することにより行うものとします。当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。ただし料金収納サービスに際し、
ご契約先が各収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報の確認を行った上で、税金等の支払い方法として本サービスを選択し
た場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が当金庫の指定する方法に引き継がれます。
3.取引依頼の確定
（1）当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合には、
当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時
間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。なお、特
に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
（2）前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速
やかにご照会ください。この照会が行われず、または遅延したことによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第 6 条 資金移動
1.取引の内容
（1）本サービスによる資金移動取引とは、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日（以下「指定日」といいます。）に、ご
契約先の指定する代表口座もしくはサービス利用口座（以下「支払指定口座」といいます。）からご契約先の指定する金額を引落しのうえ、ご
契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関への国内本支店の預金口座（以下「入金指定口座」といいます。
）宛に振込依頼を
発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
（2）支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、
「振替」として取り扱います。支払指定口座と入金指定口座が異なる当金
庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、
「振
込」として取り扱います。
（3）依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費
税の合計金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
（4）支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカ
ードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
（5）次のいずれかに該当する場合、振込または振替はできません。
①振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる
金額（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。）を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。（振替のみ。）
⑥その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
（6）振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。ただし、振込・
振替依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が金融機関窓口休業日のときは、「翌
営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日（以下「翌営業日」といいます。）に「入金指定口座」宛振込・振替処理を行います。
3.振込および振替取引における依頼内容の訂正・組戻し
（1）本規定の第 5 条第 3 項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合（以下「訂正」といいます。
）、またはその依頼内容を取
りやめる場合（以下「組戻し」といいます。）には、当該取引の引落口座がある当金庫本支店の窓口において、訂正依頼書（依頼内容を訂正す
る場合）または組戻依頼書（依頼内容を取りやめる場合）に、当該取引の引落口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。
この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、第 1 項第 1 号の振込手数料および消費税は返却いたしません。
また、訂正組戻しについては、当金庫所定の訂正組戻し手数料および消費税をいただきます。訂正組戻し手数料および消費税の支払は、第 6 条
第 1 項第 4 号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
（2）前項の場合、当金庫は、訂正依頼書または組戻依頼書の内容に従って、それぞれ訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信
しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人
との間で協議してください。
（3）組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取証に届出の印鑑に
より記名押印の上、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
（4）組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻し手数料とあわせて店頭表示の振込手数料をいただき
ます。
（5）当金庫が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったう
えは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一ご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を
除き当金庫は責任を負いません。
（6）振込取引において、指定された振込先金融機関の振込口座へ入金できず、振込資金が返却された場合には、当金庫はご契約先にその旨お伝え
しますので第 1 号の手続きを取ってください。返却された振込資金は第３号により処理しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または
連絡がつかない等の場合には、組戻し依頼があったものとして、当金庫は振込資金を引落口座に入金処理することがあります。この場合、訂
正組戻手数料および消費税の支払は、第 6 条第 1 項第 4 号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
4.ご利用限度額
（1）当金庫は､「振替」
、「振込」について「支払指定口座」毎に 1 回あたりのご利用可能限度額を設けます。また、都度振込のご利用に際しては、
振込指定日 1 日あたりのご利用累計限度額を設けます。
なお、このご利用可能限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
（2）ご契約先は、前号に基づき定められた 1 回あたりのご利用可能限度額を限度として利用者毎に 1 回あたりの利用限度額を設定することができ

るものとします。
（3）利用限度額および利用累計限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第 7 条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、ご契約時に指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消
または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について当金庫は責任を負いません。
3.照会取引の時点
「照会取引」による口座情報は、第５条第３項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、提供される口座情報は、必ず
しも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。
第 8 条 データ伝送サービス
１.サービスの定義
（1）データ伝送サービス（以下「データ伝送」といいます。）とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との
取引に関するデータ（以下「伝送データ」といいます。）を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
（2）データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替にかかる取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店としま
す。
3.取扱方法
（1）給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。
（2）取扱時限、データの仕様等については、当金庫が定める方法によります。
（3）総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込資金、当金庫所定の振込手数料および消費税（以下「振込資金等」といいます。）は、当
金庫所定の日時までにご指定の口座に預入してください。振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、
通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
（4）伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、金庫所定の手続きにより取消し依頼を行ってください。当金庫は直ちにデータの取消し処理を行い
ますので、処理完了後、当金庫に再送を行ってください。
（5）当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
4.ご利用限度額
（1）当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込について伝送 1 回あたりのご利用可能限度額を設けます。なお、このご利用可能限度額はご契約先
に通知することなく、変更することがあります。
（2）ご契約先は、前号のそれぞれのデータ伝送種類ごとについて、前号に基づき定められた伝送 1 回あたりのご利用可能限度額を限度に、利用限
度額を設定することができるものとします。
（3）利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第 9 条 料金収納サービス
1.取引の内容
（1）本サービスによる料金収納取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、支払指定口座から税金、各種料金等のご契約先が指定す
る料金を引落しのうえ、ご契約先の指定する収納機関宛に払込みを行う取引をいいます。
（2）依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から払込み金額、当金庫所定の払込み手数料および消費税の合計金
額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で払込みの手続きをします。
2.サービス利用口座からの支払いの実施
（1）本サービスにおける払込み資金、当金庫所定の払込み手数料および消費税（以下「払込み資金等」といいます。）は、当金庫所定の日時までに
ご指定の口座に預入してください。払込み資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・
キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
（2）前号に定める取引において、引落しが成立しなかった場合（残高不足の他、当該口座の解約、貸付の延滞・差押による支払停止およびご契約
先からの申し出による支払停止の場合も含みます。）には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱いますのでご了承ください。
3.領収書（領収証書）
当金庫は、料金払込みにかかる領収書（領収証書）を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの
結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
4.取引内容の確認
本サービスによって行った取引について、ご契約先は照会取引により、当該取引の成立・不成立および当該取引の内容を確認するようにしてくだ
さい。なお、本サービスにより行った取引について、当金庫は取引の実施後に当該取引の明細を記載した書面の交付は行いません。
5.依頼内容の訂正・取消し
（1）本規定の第 5 条第 3 項により、料金収納にかかる取引依頼が確定した後は、料金収納の申込みを撤回することはできません。
（2）収納機関からの連絡により、料金収納が取り消されることがあります。
第 10 条 届出事項の変更等
本サービスにかかる印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面によ
り代表口座保有店宛に届け出るものとします。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 11 条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについて当金庫が保有している電磁的記録等の記録内容を正当なものとして
取り扱います。

第 12 条 海外からのご利用
海外からは、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第 13 条 不正な資金移動等
1.補償の請求要件
お客様 ID および各種パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた資金移動等の取引によ
る損害について、それがご契約先の責によらず生じた場合、ご契約先は当庫が別に定める基準に従い被害補償を請求することができます。
2.被害補償の限度額
本条第４項に定める被害補償の適用条件を全て満たし、かつ第５項に定める被害補償の減額条件の全てに該当しなかった場合、当金庫は１契約あ
たり年間１，０００万円を上限として被害額を補償します。また第４項に定める被害補償の適用条件を全て満たし、かつ第５項に定める被害補償
の減額条件に一つ以上該当した場合、当金庫は一契約あたり年額１，０００万円を上限として被害額を減額補償します。なお減額の範囲は別途当
金庫の内部調査に基づき決定します。またいずれにおいても損害額の算定にあたっては、支払手数料を含むものとし、かつご契約先が該当払い出
しを行った者から受けた損害賠償金、不当利得返還金、および組戻し手続き等により被害額の回収が行われた金額を除きます。
3.被害補償の開始日
平成２７年９月１日(火)
（注）上記補償開始日以降に発生した被害が補償の対象となります。
4.被害補償の適用条件
（1）当該払い出しの発生した翌日から 30 日以内に、当金庫への通知が行われていること。
（2）当金庫の調査に対し、ご契約先より十分な説明が行われていること。
（3）警察署に被害届を提出していること、および被害に遭ったことが確認できるものを当金庫に対し示していること。
（4）不正被害の状況確認を目的とする当金庫からの捜査協力要請に対し、利用端末（パソコン、携帯端末等）を警察に提供いただけること。
（5）「電子証明書」サービスを利用していること。
（6）当金庫が提供している不正送金対策ツール（ＰｈｉｓｈＷａｌｌ）などのセキュリティ対策を利用していること。
（7）本人確認情報であるログインＩＤ、各種パスワード、暗証番号等が適切に管理されていること。
（8）セキュリティソフト（ウィルス対策ソフト等）を利用されていること、また最新の状態で稼動されていること。
（9）その他前記（5）～（8）に準ずるセキュリティ対策について、導入可能な状況である場合、実施がされていること。
（10）電子メールアドレス、ご住所、お名前等の変更に係る当金庫所定の手続きが行われていること。
（11）ご契約先の故意もしくは重大な過失、または法令違反による損害ではないこと。
（12）ご契約先が日本国外にお住まいではないこと、および日本国外でインターネットバンキングを利用されていないこと。
（13）ご契約先の社内、ご家族、または使用人自らの行為、もしくは不正利用者に加担した盗用などによって生じた損害ではないこと。
（14）ご契約先の顧客情報または端末機について、ご契約先に到達する前に生じたそれらの盗難または紛失により生じた損害ではないこと。
（15）重要な事項について、ご契約先より虚偽の説明がなされていないこと。
（16）第三者に強要されたインターネットバンキングサービスの不正使用でないこと。
（17）戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用によって生じた損害でないこと。
５．被害補償の減額条件
（1）当金庫が推奨するＯＳ(パソコン基本ソフト)、ブラウザ(インターネット閲覧ソフト)以外で本サービスを使用している場合。
（2）ＯＳやブラウザ等、パソコンにインストールされている各種ソフトウェアについて、製造・開発元が提供する修正プログラムによるアップデ
ート（状態の最新化）が行われていない場合。
（3）ＯＳやブラウザ等、パソコンにインストールされている各種ソフトウェアを、製造・開発元のサポート期限が終了した後も使用している場合。
（4）フィッシング画面に不用意にパスワード等の情報を入力した場合。
第 14 条 利用停止等
本サービスを不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由
が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。
第 15 条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
（1）災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
（2）当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにも拘わらず、通信機器、専用電話回線、 公衆電話回線、
インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となったとき、または本
サービスの取り扱いが遅延したとき。
（3）一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされているセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱらご契約先の責め
に帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、お客様 ID、各種パスワード、電子証明書その他の本人確認に必要な情報および当金
庫とご契約者との取引に関する情報等が漏洩したとき。
（4）当金庫以外の金融機関または収納機関等の責めに帰すべき事由があったとき。
（5）第 14 条の利用停止等の措置を講じた場合。
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して
当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、ご契約先の責任において確保してください。当金庫は、当契約によ
り端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または意図
せず成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第 16 条 解約等

1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定
の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない「振込予約」または「振替予約」の依頼が
存在する場合は、当該取引依頼の取消を行ったうえでなければ本サービスの解約はできないものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
ご契約先が、以下の各号の一に該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとし
ます。
（1）1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
（2）利用手数料の支払いが遅延した場合。
（3）当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
（4）住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
（5）支払いの停止または破産、特別精算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
（6）営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
（7）手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
（8）当金庫の規定に違反するなど、当金庫がサービスの中止を必要とする相当の事由があったとき。
（9）相続の開始があったとき。
（10）不正アクセス、不正取引等が発生した場合。
5.解約後の取引の取り扱い
本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について当金庫は処理をする義務を負いませ
ん。またサービスの強制解約を実施した場合、もしくは不正アクセスや不正取引等の原因により解約した場合は、当庫は再度の新規契約を結ぶ義
務を負いません。
第 17 条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子
メールアドレス等を連絡先とします。なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届
出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したも
のとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害
等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 18 条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込
規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書等により取り扱います。
第 19 条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容をご契約先に事前に通知することなくホームページもしくはＥ-ＭＡＩＬ、またはその他相当の方法で公表することにより
任意に変更できるものとします。
変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
第 20 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、特にご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日から
さらに 1 年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第 21 条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第 22 条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当金庫本店所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所としま
す。
第 23 条 譲渡・買入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第 24 条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。
この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以上

別紙２

不正送金対策ツール「PhishWallプレミアム」のご案内

さがみ信用金庫では不正送金対策ツール「PhishWallプレミアム」を無料提供しております。
1．「PhishWallプレミアム」とは
「PhishWallプレミアム」は、当庫が現在ホームページ上で無料提供している偽サイト誘導対策
とMITB攻撃（※）対策の両方に対応したフィッシング対策ソリューションです。PhishWallクライア
ントをインストールしたPCが、「PhishWallプレミアム」導入企業にアクセスした時に、ブラウザに緑
の信号を点灯させることで、ひと目でそのウェブサイトが本物であることが確認できます。
また、真正なサイトの認証と同時に、PCがMITB攻撃型ウイルスに感染していないかをチェックし
ます。感染の徴候を発見した場合は、警告メッセージを表示して不正な画面への入力を防ぎま
す。

併せてウイルスを無効化する機能が搭載されており、PCがMITB攻撃型ウイルスに感染してい
る場合でもウイルスを無効化することで、MITB攻撃を受ける危険な状態を回避することができま
す。
MITB 攻撃検知画面

※MITB（マン・イン・ザ・ブラウザ）攻撃とは、インターネットバンキング利用者のパソコンがウイル
スに感染し特定のサイトへアクセスした際に偽のポップアップを表示して重要な情報（パスワード
等）を入力させ、その情報を盗み取ろうとするものです。

２．ご利用方法について
① 本サービスの利用には当庫のホームページからセキュアブレイン社のサイトへアクセスし、
「PhishWall」のインストールを行うことが必要となります。
当庫のホームページ内の「PhishWall」案内ページから同サイトに移動できます。（無料）
http://www.shinkin.co.jp/sagami/info/phishwall.shtml
② 従来の「PhishWall」をインストールされている場合には、再度ソフトをインストールする必要
はありません。
３．PhishWallプレミアムに関するお問い合わせ先について
セキュアブレイン テクニカルサポートセンター
PhishWallに関する技術的なお問い合わせを承ります

0120-988-131
(月～金曜日 9:00-12:00 13:00-17:00

土日祝祭日を除く）

※ダイヤル後、アナウンスに従いお使いいただいている製品の番号を押してください。

電子メールによるお問い合わせ

✉tech_support@securebrain.co.jp
※製品名、ご利用のOSを記載の上、ご連絡いただきますようお願いします。

＜ＷＥＢ－ＦＢサービスに関するお問合せ先＞
さがみ信用金庫 事務部
フリーダイヤル： ０１２０－４２６－６１４
直通ダイヤル ： ０４６５－２４－３１８２
受 付 時 間： 平日９：００～１７：００
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さがみ信用金庫

法人向けインターネットバンキング

ＷＥＢ‐ＦＢサービスの電子証明書の取扱いについて
平素は、さがみ信用金庫のＷＥＢ-ＦＢサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当庫ではセキュリティ強化の観点から、電子証明書をより多くのお客様に利用していただける
よう、電子証明書の追加基本料を平成 27 年 7 月 1 日より無料とさせていただくことに致しまし
た。また同日より WEB-FB サービスの新規申込の際は、電子証明書の取扱いを必須とさせていた
だきますのでご案内させていただきます。
１．内容
平成 27 年 7 月 1 日より電子証明書利用にかかる追加基本料 1,080 円を無料とさせていだだ
きます。また同日より WEB-FB サービスの新規申込の際は、電子証明書の利用を必須とさせて
いただきます。
なお電子証明書の特徴につきましては、別紙 1 の「電子証明書の特徴及び取得手続きについ
て」を参照願います。
※既に電子証明書をご利用のお客様につきましても、追加基本料 1,080 円を自動的に無料とさせていただ
きます。なお平成 27 年７月ご利用分（8 月 20 日口座引落分）より無料となりますのでご承知下さい。

２．お手続きについて
（1）電子証明書方式に変更をご希望のお客様
当金庫の営業店窓口にてお手続き下さい。なお、ご利用までの流れは、別紙 1 の「電子証
明書の特徴及び取得手続きについて」をご確認願います。
一度、電子証明書方式でログインを行っていただいた後は、ＩＤ・パスワード方式でのロ
グインが不可能となりますので予めご承知願います。
（2）ご新規でお申し込みのお客様
新規お申し込み時に電子証明書のご利用についてのお手続きは終了しております。
ＷＥＢ－ＦＢの画面から電子証明書の取得処理を行ってください。
なおご利用までの流れは別紙 1 の「電子証明書の特徴及び取得手続きについて」をご確認
ください。
＜安全にお使いいただくために＞
電子証明書を利用することでセキュリティは高まりますが、不正送金は、お客様の端末（パソコ
ン等）をウィルスに感染させ、パスワードを盗み取り、遠隔操作を行うケースや、偽サイトに誘導
するフィッシング詐欺など様々なケースがございます。
このような不正送金被害を防ぐには、お客様自身がご利用の端末（パソコン等）のセキュリティ
を維持し、ウィルス感染を未然に防止していただくことが不可欠です。
安全にお使いいただくために、各種セキュリティサービスのご利用をご検討ください。

＜本件に関するお問合せ先＞
さがみ信用金庫ＦＢアドバイザー
フリーダイヤル 0120-426-614
一般ダイヤル
0465-24-3182
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電子証明書の特徴及び取得手続きについて
１．電子証明書とは？
電子証明書とはお客様の情報を保有した電子的なデータのことで、インターネット上
でお客様ご本人であることを確認するために用いられます。
WEB-FBでは、ログイン時に電子証明書を使用して本人認証を行います。

２．電子証明書の特徴
（1）1 つのユーザ ID に対して 1 つの電子証明書しか発行されません。
→なりすましなど第三者による不正が防止できます。
（2）電子証明書をインストールしているパソコン以外からはご利用できません。
→WEB-FB を利用するパソコンを特定できるのでセキュリティが向上します。
３．電子証明書のご利用までの流れ
（1）電子証明書方式に変更をご希望のお客様
下記のご利用方法をご参照ください。
（2）ご新規でお申し込みのお客様
新規ＷＥＢ-ＦＢのお申込完了後、下記③の電子証明書の取得処理を行ってください。
＜ご利用方法＞
① 当庫ホームページまたは、営業店備え付けの「電子証明書認証サービス 利用申込書」
に必要事項をご記入のうえ、当金庫の取扱店窓口でお手続きください。
② 当金庫にて電子証明書の発行を行います。申込後、約 1 週間程度で電子証明書の取得
が可能となります。
③ WEB-FB 画面より電子証明書の取得処理を行ってください。取得処理後、電子証明書
でのログインが可能になります。なお、取得処理は申込から 1 カ月以内に行ってくださ
い。取得期限を過ぎますと最終的にはログインができなくなりますのでご注意願います。
※取得の前に別紙 2 の事前設定を行ってください。
※取得手順については別紙 3 をご覧ください。
④ WEB-FB 画面上の「電子証明書ログイン」ボタンよりログインを行ってください。

Ver. 1.0
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電子証明書取得の事前設定について
電子証明書の取得については、事前設定が必要となりますので以下の通り行ってください。
※すでに実施されている場合、本作業は必要ございません。

①信頼済みサイトの登録
①Internet 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」をクリックします。
※ツールのアイコン

※メニューに【ツール】ボタンや【歯車のマーク】
が見当たらない場合にはキーボートの「Alt ボタ
ン」を押すとメニューバーが表示されます。

②「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。
③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。
④「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。
⑤「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
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⑥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）
⑦ＵＲＬ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

⑧「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。
https://*.shinkin-ib.jp

⑨「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。
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②互換表示の設定

①さがみ信用金庫のホームページより当庫のイン
ターネットバンキングサービス「WEB-FB」のロ
グインページを開きます。

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、「互換表示
設定」をクリックします。
※ツールのアイコン

※メニューにツールボタンが見当たらない場合
には、キーボートの「Alt ボタン」を押すとメニ
ューバーが表示されます。
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③追加するWebサイトに「shinkin-ib.jp」が入力
されていることを確認し、「追加」ボタンをクリ
ックします。

④「互換表示に追加したWebサイト」に入力した
内容が表示されたことを確認し、「閉じる」ボタ
ンをクリックします。
※ 「すべてのWebサイトを互換表示で表示する」に
チェックが入っていないことを確認してください。

※IE のバージョンにより表示される文言等に若干の違いがありますが、実施方法は同じ手順です。
以上で事前設定は終了です。
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お客様 ID の電子証明書取得
①

②

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ます。
ＷＥＢ－ＦＢのログイン画面から、
電子証明書取得
をクリックします。

③

管理者の「ログインＩＤ」「ログイ
ンパスワード」を入力します。

④

取得

をクリックします。

⑤「電子証明書取得前処理中」画面が表示
されます。
電子証明書の取得前処理が完了後、自
動的に次画面が表示されます。

⑥

をクリックします。「Web
アクセスの確認」ダイアログが表示
されます。
取得
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⑦

更新する場合は、はいをクリック
します。
※本画面は、２度表示されますので、
それぞれはいをクリックします。

⑧「電子証明書発行処理中」画面が表示さ
れ、発行処理が行われます。

⑨ 発行処理の完了後、「Web アクセスの確
認」画面が表示され、更新する場合は、
はい をクリックします。自動的に「電
子証明書のインストールが完了しまし
た」画面が表示されます。

⑩ ご使用のパソコンに、取得された証
明書情報が表示されます。
このウィンドウを閉じる
をクリックして、
一度ブラウザを終了します。
以上で電子証明書の取得は終了です。
次回から電子証明書を使用してログイ
ンが行えます。
メモ

ＷＥＢ－ＦＢのログイン画面から、
【電子証明書
ログイン】が可能となります。

★電子証明書の取得後は、一度ブラウザを終
了する必要があります。
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