
よくあるごよくあるごよくあるごよくあるご質問質問質問質問（Ｑ＆Ａ）（Ｑ＆Ａ）（Ｑ＆Ａ）（Ｑ＆Ａ）    

    

    

ごごごご利用環境利用環境利用環境利用環境についてについてについてについて    

ＱＱＱＱ    パソコンパソコンパソコンパソコンのののの機種機種機種機種やややや OS,OS,OS,OS,ブラウザソフトブラウザソフトブラウザソフトブラウザソフトのののの指定指定指定指定はありますかはありますかはありますかはありますか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    インターネットバンキングシステムインターネットバンキングシステムインターネットバンキングシステムインターネットバンキングシステムをごをごをごをご利用利用利用利用いただくためのいただくためのいただくためのいただくための環境環境環境環境ははははインターネットバインターネットバインターネットバインターネットバ

ンキングシステムンキングシステムンキングシステムンキングシステム（（（（個人個人個人個人 IBIBIBIB））））推奨環境一覧表推奨環境一覧表推奨環境一覧表推奨環境一覧表をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。        

    

ＱＱＱＱ    海外海外海外海外からもからもからもからも使使使使えますかえますかえますかえますか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    日本語表示日本語表示日本語表示日本語表示ができるができるができるができる上記上記上記上記ののののブラウザブラウザブラウザブラウザであればであればであればであれば海外海外海外海外からでもごからでもごからでもごからでもご利用利用利用利用いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。ただただただただ

しししし、、、、そのそのそのその国国国国・・・・地域地域地域地域のののの法律法律法律法律・・・・制度制度制度制度・・・・通信事情通信事情通信事情通信事情などによりごなどによりごなどによりごなどによりご利用利用利用利用いただけないいただけないいただけないいただけない場合場合場合場合がありがありがありがあり、、、、

そのそのそのその点点点点につきましてにつきましてにつきましてにつきまして当金庫当金庫当金庫当金庫ではではではでは責任責任責任責任をををを負負負負いかねますのでいかねますのでいかねますのでいかねますので、、、、ごごごご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。    

    

ＱＱＱＱ    １１１１台台台台のののの端末端末端末端末をををを複数複数複数複数のののの人人人人でででで使使使使うことはできますかうことはできますかうことはできますかうことはできますか？？？？            

    

ＡＡＡＡ    ごごごご利用利用利用利用いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。ただしただしただしただし、、、、ごごごご利用者利用者利用者利用者ごとにごごとにごごとにごごとにご自分自分自分自分のののの「「「「契約者契約者契約者契約者ＩＤ（ＩＤ（ＩＤ（ＩＤ（利用者番号利用者番号利用者番号利用者番号）」）」）」）」

をおをおをおをお使使使使いいただきますいいただきますいいただきますいいただきます。。。。またまたまたまた、、、、セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティのののの観点観点観点観点からおからおからおからお取引取引取引取引のののの中断中断中断中断・・・・終了時終了時終了時終了時にはにはにはには必必必必

ずずずずログアウトログアウトログアウトログアウトしてしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。            

    

ＱＱＱＱ    社内社内社内社内ＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮ経由経由経由経由でのでのでのでのサービスサービスサービスサービス利用利用利用利用はははは可能可能可能可能ですかですかですかですか？？？？            

    

ＡＡＡＡ    インターネットインターネットインターネットインターネットがごがごがごがご利用利用利用利用いただけるいただけるいただけるいただける環境環境環境環境にあればおにあればおにあればおにあればお使使使使いいただけますがいいただけますがいいただけますがいいただけますが、、、、社内社内社内社内ＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮ

のののの設定設定設定設定によってはによってはによってはによっては    ごごごご利用利用利用利用できないできないできないできない場合場合場合場合もありますのでもありますのでもありますのでもありますので、、、、事前事前事前事前におにおにおにお勤勤勤勤めめめめ先先先先ののののネットワーネットワーネットワーネットワー

クククク管理者管理者管理者管理者のののの方方方方にごにごにごにご確認確認確認確認されることをおされることをおされることをおされることをお勧勧勧勧めしますめしますめしますめします。。。。            

    

ＱＱＱＱ    利用利用利用利用できるできるできるできる携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話はははは何何何何ですかですかですかですか？？？？            

    

ＡＡＡＡ    ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴドコモドコモドコモドコモ    ｉｉｉｉモードモードモードモード、ａｕ、ａｕ、ａｕ、ａｕ    ＥＺ－Ｗｅｂ、ＳｏｆｔＢａｎｋＥＺ－Ｗｅｂ、ＳｏｆｔＢａｎｋＥＺ－Ｗｅｂ、ＳｏｆｔＢａｎｋＥＺ－Ｗｅｂ、ＳｏｆｔＢａｎｋ    Yahoo!Yahoo!Yahoo!Yahoo!ケータイケータイケータイケータイ

対応対応対応対応のののの携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話でごでごでごでご利用利用利用利用いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。            

    

    

    

    



セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティについてについてについてについて    

ＱＱＱＱ    「「「「新宮新宮新宮新宮しんきんしんきんしんきんしんきんインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキング」」」」ののののセキュリティセキュリティセキュリティセキュリティについてについてについてについて教教教教えてえてえてえて下下下下さいさいさいさい。。。。    

    

ＡＡＡＡ    新宮新宮新宮新宮しんきんしんきんしんきんしんきんインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングではではではでは、、、、以下以下以下以下のののの 7777 点点点点ののののセキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ対策対策対策対策をををを行行行行っっっっ

ておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、安心安心安心安心しておしておしておしてお取取取取りりりり引引引引きしていただけますきしていただけますきしていただけますきしていただけます。。。。    

    

1111．．．．契約者契約者契約者契約者ＩＤ（ＩＤ（ＩＤ（ＩＤ（利用者番号利用者番号利用者番号利用者番号））））でおでおでおでお客様客様客様客様をををを特定特定特定特定    

契約者契約者契約者契約者ＩＤ（ＩＤ（ＩＤ（ＩＤ（利用者番号利用者番号利用者番号利用者番号））））とはとはとはとは、、、、新宮新宮新宮新宮しんきしんきしんきしんきんんんんインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングをごをごをごをご利用利用利用利用のののの都度都度都度都度、、、、

確認確認確認確認させていただくさせていただくさせていただくさせていただく 11111111 桁桁桁桁のののの番号番号番号番号ですですですです。。。。口座番号口座番号口座番号口座番号とはとはとはとは別別別別のおのおのおのお客様固有客様固有客様固有客様固有のののの番号番号番号番号でありでありでありであり、、、、このこのこのこの番番番番

号号号号によりおによりおによりおによりお客様客様客様客様をををを特定特定特定特定いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

２２２２．．．．３３３３つのつのつのつの暗証番号暗証番号暗証番号暗証番号をををを確認確認確認確認    

新宮新宮新宮新宮しんきんしんきんしんきんしんきんインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングをごをごをごをご利用利用利用利用いただくいただくいただくいただく際際際際にはにはにはには、、、、契約者契約者契約者契約者ＩＤ（ＩＤ（ＩＤ（ＩＤ（利用者番利用者番利用者番利用者番

号号号号））））にににに加加加加ええええ、、、、おおおお取引取引取引取引のののの内容内容内容内容にににに応応応応じてじてじてじて、、、、以下以下以下以下のののの暗証番号暗証番号暗証番号暗証番号をををを入力入力入力入力していただきしていただきしていただきしていただき認証認証認証認証をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

・・・・ログインパスワードログインパスワードログインパスワードログインパスワード        ・・・・確認用確認用確認用確認用パスワードパスワードパスワードパスワード（（（（可変可変可変可変パスワードパスワードパスワードパスワード））））    

・・・・ワンタイムパスワードワンタイムパスワードワンタイムパスワードワンタイムパスワード（（（（ハードウェアトークンハードウェアトークンハードウェアトークンハードウェアトークン／／／／ソフトウェアトークンソフトウェアトークンソフトウェアトークンソフトウェアトークン））））    

    

３３３３．．．．256256256256 ビットビットビットビット SSLSSLSSLSSL にににに対応対応対応対応しているしているしているしている暗号通信方式暗号通信方式暗号通信方式暗号通信方式をををを採用採用採用採用    

SSLSSLSSLSSL とはとはとはとは、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット上上上上ででででデータデータデータデータ通信通信通信通信をををを行行行行うううう際際際際にににに利用利用利用利用されるされるされるされる暗号通信方法暗号通信方法暗号通信方法暗号通信方法のののの１１１１つですつですつですつです。。。。

新宮新宮新宮新宮しんきんしんきんしんきんしんきんインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングではではではでは、、、、そのなかでもそのなかでもそのなかでもそのなかでも、、、、現時点現時点現時点現時点でもっともでもっともでもっともでもっとも解読解読解読解読がががが困困困困

難難難難といわれているといわれているといわれているといわれている 256256256256 ビットビットビットビットにににに対応対応対応対応したしたしたした SSLSSLSSLSSL 方式方式方式方式をををを採用採用採用採用しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、インターネッインターネッインターネッインターネッ

トトトト上上上上でのおでのおでのおでのお客様客様客様客様とのとのとのとの情報情報情報情報のやりとりはのやりとりはのやりとりはのやりとりは安全安全安全安全にににに行行行行われますわれますわれますわれます。。。。    

なおなおなおなお、、、、Windows XP Windows XP Windows XP Windows XP においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、SSLSSLSSLSSL がががが機能機能機能機能しないしないしないしない脆弱性脆弱性脆弱性脆弱性がががが指摘指摘指摘指摘されているのでごされているのでごされているのでごされているのでご注意注意注意注意くくくく

ださいださいださいださい。。。。    

    

４４４４．．．．ログインパスワードログインパスワードログインパスワードログインパスワードのののの設定設定設定設定がががが可能可能可能可能    

新宮新宮新宮新宮しんきんしんきんしんきんしんきんインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングをごをごをごをご利利利利用用用用いただくいただくいただくいただく場合場合場合場合、、、、4444～～～～12121212 桁桁桁桁のののの英数字英数字英数字英数字からなからなからなからな

るるるるログインパスワードログインパスワードログインパスワードログインパスワードをををを、、、、おおおお客様客様客様客様ごごごご自身自身自身自身でででで設定設定設定設定していただきますしていただきますしていただきますしていただきます。。。。    

またまたまたまた、、、、設定設定設定設定されたされたされたされたログインパスワードログインパスワードログインパスワードログインパスワードはおはおはおはお客様客様客様客様のごのごのごのご希望希望希望希望によりによりによりにより、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも変更変更変更変更していただしていただしていただしていただ

くことがくことがくことがくことが可能可能可能可能ですですですです。。。。    

    

５５５５．．．．自動終了方式自動終了方式自動終了方式自動終了方式をををを採用採用採用採用    

一定時間以上一定時間以上一定時間以上一定時間以上、、、、端末端末端末端末のののの操作操作操作操作をされずにをされずにをされずにをされずに放置放置放置放置されますとされますとされますとされますと、、、、自動的自動的自動的自動的ににににシステムシステムシステムシステムをををを終了終了終了終了させていさせていさせていさせてい

ただくただくただくただく「「「「自動終了方式自動終了方式自動終了方式自動終了方式」」」」をををを採用採用採用採用していますしていますしていますしています。。。。            

        

    



６６６６....ＥＶＥＶＥＶＥＶ    ＳＳＬＳＳＬＳＳＬＳＳＬ証明書証明書証明書証明書のののの導入導入導入導入    

おおおお客様客様客様客様ががががＥＶＥＶＥＶＥＶ    ＳＳＬＳＳＬＳＳＬＳＳＬ対応対応対応対応ブラウザブラウザブラウザブラウザ（ＩＥ（ＩＥ（ＩＥ（ＩＥ７７７７．．．．００００以上以上以上以上））））ででででアクセスアクセスアクセスアクセスするとするとするとするとブラウザブラウザブラウザブラウザののののアドレアドレアドレアドレ

スバースバースバースバーがががが緑緑緑緑にににに変変変変わりますわりますわりますわります。。。。ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイトのののの実実実実在性在性在性在性をををを保証保証保証保証しししし、、、、フィッシングサイトフィッシングサイトフィッシングサイトフィッシングサイトからおからおからおからお客客客客

様様様様をををを守守守守りますりますりますります。。。。    

    

７７７７．．．．セキュアメールセキュアメールセキュアメールセキュアメールのののの採用採用採用採用    

ＥＥＥＥメールメールメールメールにににに電子証明書電子証明書電子証明書電子証明書をををを利用利用利用利用したしたしたした電子署名電子署名電子署名電子署名をををを付与付与付与付与しますしますしますします。（。（。（。（セキュアメールセキュアメールセキュアメールセキュアメールＩＤＩＤＩＤＩＤをををを導入導入導入導入））））メメメメ

ールールールールのののの送信元送信元送信元送信元のののの実在性実在性実在性実在性、、、、およびおよびおよびおよび電子電子電子電子メールメールメールメールのののの内容内容内容内容がががが通信途中通信途中通信途中通信途中でででで改改改改ざんされていないことのざんされていないことのざんされていないことのざんされていないことの

確認確認確認確認ができができができができ、、、、フィッシングフィッシングフィッシングフィッシング対策対策対策対策としてとしてとしてとして有効有効有効有効ですですですです。。。。    

    

ＱＱＱＱ    「「「「おおおお客様客様客様客様カードカードカードカード」」」」とはとはとはとは何何何何ですかですかですかですか？？？？            

    

ＡＡＡＡ    新宮新宮新宮新宮しんきんしんきんしんきんしんきんインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングをごをごをごをご利用利用利用利用いただくいただくいただくいただく際際際際にににに、、、、ごごごご本人様本人様本人様本人様のののの確認確認確認確認のたのたのたのた

めにめにめにめに使用使用使用使用するするするする専用専用専用専用ののののカードカードカードカードですですですです。。。。おおおお客様客様客様客様のののの大切大切大切大切なななな個人情報個人情報個人情報個人情報をををを守守守守るためにるためにるためにるために可変可変可変可変パスワーパスワーパスワーパスワー

ドドドドをををを採用採用採用採用していますしていますしていますしています。。。。    

可変可変可変可変パスワードパスワードパスワードパスワードはははは、、、、おおおお取引取引取引取引ごとごとごとごと毎回変毎回変毎回変毎回変わるわるわるわる数字数字数字数字でででで、「、「、「、「おおおお客様客様客様客様カードカードカードカード」」」」をごをごをごをご確認確認確認確認のうえおのうえおのうえおのうえお

取引取引取引取引をしていただきますをしていただきますをしていただきますをしていただきます。。。。    

    

ＱＱＱＱ    確認用確認用確認用確認用パスワードパスワードパスワードパスワードとはなんですかとはなんですかとはなんですかとはなんですか？？？？            

    

ＡＡＡＡ    ごごごご本人様本人様本人様本人様のののの確認確認確認確認のためにのためにのためにのために使用使用使用使用しますしますしますします。。。。確認用確認用確認用確認用パスワードパスワードパスワードパスワードはははは、、、、おおおお取引取引取引取引ごとごとごとごと毎回変毎回変毎回変毎回変わるわるわるわる４４４４

桁桁桁桁のののの数字数字数字数字（（（（可変可変可変可変パスワードパスワードパスワードパスワード））））でででで、「、「、「、「おおおお客様客様客様客様カードカードカードカード」」」」のののの裏面裏面裏面裏面をごをごをごをご確認確認確認確認のうえおのうえおのうえおのうえお取引取引取引取引をしてをしてをしてをして

いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。    

    

ＱＱＱＱ    システムシステムシステムシステム移行後移行後移行後移行後もももも現行現行現行現行システムシステムシステムシステムでででで使用使用使用使用しているしているしているしている、、、、利用者番号利用者番号利用者番号利用者番号、、、、ログオンパスワードログオンパスワードログオンパスワードログオンパスワード、、、、

確認用確認用確認用確認用パスワードパスワードパスワードパスワードはそのままはそのままはそのままはそのまま使使使使えますかえますかえますかえますか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    利用者番号利用者番号利用者番号利用者番号（（（（新新新新システムシステムシステムシステムでのでのでのでの名称名称名称名称はははは「「「「契約者契約者契約者契約者ＩＤ」）、ＩＤ」）、ＩＤ」）、ＩＤ」）、ログオンログオンログオンログオンパスワードパスワードパスワードパスワード（（（（新新新新システシステシステシステ

ムムムムでのでのでのでの名称名称名称名称はははは「「「「ログインパスワードログインパスワードログインパスワードログインパスワード」）、」）、」）、」）、確認用確認用確認用確認用パスワードパスワードパスワードパスワードはははは現行現行現行現行システムシステムシステムシステムとととと同同同同じものじものじものじもの

がががが使用使用使用使用できますできますできますできます。。。。    

    

    

    

    

    

    



申込関係申込関係申込関係申込関係についてについてについてについて    

ＱＱＱＱ    申込申込申込申込はどうすればいいのですかはどうすればいいのですかはどうすればいいのですかはどうすればいいのですか？？？？            

    

ＡＡＡＡ    新宮信用金庫新宮信用金庫新宮信用金庫新宮信用金庫のののの本支店窓口本支店窓口本支店窓口本支店窓口でででで申込用紙申込用紙申込用紙申込用紙をおをおをおをお受受受受けけけけ取取取取りくださいりくださいりくださいりください。。。。必要事項必要事項必要事項必要事項をごをごをごをご記入記入記入記入のののの    

うえうえうえうえ、、、、おおおお届届届届けけけけ印印印印をををを押押押押していただきおしていただきおしていただきおしていただきお申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。    

おおおお手続手続手続手続きのきのきのきの詳細詳細詳細詳細にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては新宮信用金庫新宮信用金庫新宮信用金庫新宮信用金庫ホームページホームページホームページホームページのののの「「「「利用申込予約利用申込予約利用申込予約利用申込予約」」」」をごをごをごをご参参参参

照下照下照下照下さいさいさいさい。。。。            

    

ＱＱＱＱ    申込申込申込申込ができないができないができないができない口座口座口座口座はありますかはありますかはありますかはありますか？？？？            

    

ＡＡＡＡ    下記下記下記下記のののの口座口座口座口座などなどなどなど、、、、一部一部一部一部サービスサービスサービスサービス利用口座利用口座利用口座利用口座としてごとしてごとしてごとしてご登録登録登録登録いいいいただけないただけないただけないただけない口座口座口座口座がございますがございますがございますがございます

のでのでのでので、、、、あらかじめごあらかじめごあらかじめごあらかじめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。        

    

例例例例））））電話投票制度専用口座電話投票制度専用口座電話投票制度専用口座電話投票制度専用口座（（（（競馬競馬競馬競馬、、、、競輪競輪競輪競輪、、、、競艇競艇競艇競艇    等等等等））））・・・・非居住者預金非居住者預金非居住者預金非居住者預金・・・・証書式定期預金証書式定期預金証書式定期預金証書式定期預金・・・・

納税準備預金納税準備預金納税準備預金納税準備預金・・・・財形預金財形預金財形預金財形預金、、、、通知預金通知預金通知預金通知預金、、、、福祉定期預金福祉定期預金福祉定期預金福祉定期預金    等等等等            

    

ＱＱＱＱ    法人法人法人法人もももも申申申申しししし込込込込めますかめますかめますかめますか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    法人名義法人名義法人名義法人名義のののの口座口座口座口座についてはごについてはごについてはごについてはご利用利用利用利用いただけませんいただけませんいただけませんいただけません。。。。    

（（（（おおおお申込申込申込申込はははは個人個人個人個人のおのおのおのお客様客様客様客様にににに限限限限らせていただいておりますらせていただいておりますらせていただいておりますらせていただいております。）。）。）。）    

    

ＱＱＱＱ    申込申込申込申込んでからどのんでからどのんでからどのんでからどの位位位位でででで利用利用利用利用できるようになりますかできるようになりますかできるようになりますかできるようになりますか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    おおおお申込書申込書申込書申込書をををを受受受受けけけけ取取取取ってからってからってからってから約約約約 2222～～～～3333 週間週間週間週間でおでおでおでお申込申込申込申込のごのごのごのご住所住所住所住所にににに「「「「おおおお客様客様客様客様カードカードカードカード」」」」をごをごをごをご郵送郵送郵送郵送

いたしますいたしますいたしますいたします。「。「。「。「ごごごご客様客様客様客様カードカードカードカード」」」」がおがおがおがお手元手元手元手元にににに届届届届きましたらきましたらきましたらきましたら「「「「新宮新宮新宮新宮しんきんしんきんしんきんしんきんインターネットインターネットインターネットインターネット

バキンングバキンングバキンングバキンング」」」」ののののサービスサービスサービスサービスをごをごをごをご利用利用利用利用いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。            

    

ＱＱＱＱ    手数料手数料手数料手数料はかかるのですかはかかるのですかはかかるのですかはかかるのですか？？？？            

    

ＡＡＡＡ    ごごごご利用手数料無料利用手数料無料利用手数料無料利用手数料無料でででで、、、、各種各種各種各種サービスサービスサービスサービスをごをごをごをご利用利用利用利用いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。    

なおなおなおなお、、、、振込手数料振込手数料振込手数料振込手数料やややや「「「「新宮新宮新宮新宮しんきんしんきんしんきんしんきんインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキング」」」」をごをごをごをご利用利用利用利用いただくいただくいただくいただく際際際際

のののの通信料通信料通信料通信料・・・・接続料接続料接続料接続料などはおなどはおなどはおなどはお客様客様客様客様のごのごのごのご負担負担負担負担になりますになりますになりますになります。。。。            

    

    

    

    



契約登録内容契約登録内容契約登録内容契約登録内容のののの変更変更変更変更についてについてについてについて    

ＱＱＱＱ    住所住所住所住所、、、、電話番号電話番号電話番号電話番号をををを変更変更変更変更するにはするにはするにはするには？？？？    

    

ＡＡＡＡ    書面書面書面書面によるによるによるによる手続手続手続手続きがきがきがきが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

        おおおお手数手数手数手数ですがですがですがですが、、、、当金庫窓口当金庫窓口当金庫窓口当金庫窓口までごまでごまでごまでご来店下来店下来店下来店下さいさいさいさい。。。。    

    

ＱＱＱＱ    利用限度額利用限度額利用限度額利用限度額をををを変更変更変更変更するするするするにはにはにはには？？？？            

    

ＡＡＡＡ    「「「「契約者情報変更契約者情報変更契約者情報変更契約者情報変更」／「」／「」／「」／「利用限度額変更利用限度額変更利用限度額変更利用限度額変更」」」」メニューメニューメニューメニューからからからからインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングでででで

おおおお手続手続手続手続きいただけますきいただけますきいただけますきいただけます。。。。    

    

ＱＱＱＱ    振込先口座振込先口座振込先口座振込先口座をををを追加追加追加追加するにはするにはするにはするには？？？？    

    

ＡＡＡＡ    「「「「振込振込振込振込」／「」／「」／「」／「振込先振込先振込先振込先メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス」」」」メニューメニューメニューメニューからからからから振込先口座振込先口座振込先口座振込先口座のののの登録手続登録手続登録手続登録手続きがきがきがきが可能可能可能可能ですですですです。。。。    

振込先登録口座振込先登録口座振込先登録口座振込先登録口座はははは、、、、９９９９９９９９口座口座口座口座までまでまでまで登録可能登録可能登録可能登録可能となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

またまたまたまた、、、、おおおお客様客様客様客様がががが窓口窓口窓口窓口でででで届出登録届出登録届出登録届出登録をしたをしたをしたをした口座口座口座口座についてもについてもについてもについてもＩＢＩＢＩＢＩＢシステムシステムシステムシステムのののの振込先口座振込先口座振込先口座振込先口座としとしとしとし

ておておておてお使使使使いくださいいくださいいくださいいください。。。。    

    

ＱＱＱＱ    EEEE メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスがががが変変変変わったのですがわったのですがわったのですがわったのですが、、、、変更変更変更変更できますかできますかできますかできますか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    「「「「契約者情報変更契約者情報変更契約者情報変更契約者情報変更」／「Ｅ」／「Ｅ」／「Ｅ」／「Ｅメールメールメールメール設定設定設定設定」」」」メニューメニューメニューメニューからからからからＥＥＥＥメールアドメールアドメールアドメールアドレスレスレスレスのののの変更手続変更手続変更手続変更手続きききき

がががが可能可能可能可能ですですですです。。。。    

    

ＱＱＱＱ    ログインパスワードログインパスワードログインパスワードログインパスワードのののの変更変更変更変更はできるのですかはできるのですかはできるのですかはできるのですか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    ログインパスワードログインパスワードログインパスワードログインパスワードについてはについてはについてはについてはインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングでででで「「「「契約者情報変更契約者情報変更契約者情報変更契約者情報変更」」」」メニメニメニメニ

ューューューューからからからから変更変更変更変更のののの手続手続手続手続きができますきができますきができますきができます。。。。    

なおなおなおなお、、、、セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティのののの観点観点観点観点からからからからパスワードパスワードパスワードパスワードはおはおはおはお客様客様客様客様のののの誕生日誕生日誕生日誕生日・・・・クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード番号番号番号番号・・・・

電話番号電話番号電話番号電話番号などなどなどなど、、、、他人他人他人他人にににに漏洩漏洩漏洩漏洩するするするする可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのある情報情報情報情報のののの使用使用使用使用はははは避避避避けけけけ、、、、こまめにこまめにこまめにこまめにパスワードパスワードパスワードパスワード

のののの変更変更変更変更をををを実施実施実施実施することをおすることをおすることをおすることをお勧勧勧勧めめめめ致致致致しますしますしますします。。。。    

    

ＱＱＱＱ    ログインパスワードログインパスワードログインパスワードログインパスワードはははは何回何回何回何回かかかか間違間違間違間違えてしまうとえてしまうとえてしまうとえてしまうとログインログインログインログインできなくなりますかできなくなりますかできなくなりますかできなくなりますか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    失効失効失効失効はされませんがはされませんがはされませんがはされませんが、、、、６６６６回連続回連続回連続回連続でででで誤誤誤誤ってってってって入入入入力力力力するとするとするとすると、、、、ログインパスワードログインパスワードログインパスワードログインパスワードががががロックロックロックロックささささ

れれれれログインログインログインログインできなくなりますできなくなりますできなくなりますできなくなります。。。。そのそのそのその場合場合場合場合、、、、金庫所定金庫所定金庫所定金庫所定のののの手続手続手続手続きによりきによりきによりきによりパスワードパスワードパスワードパスワード再発行再発行再発行再発行

がががが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります。。。。速速速速やかにおやかにおやかにおやかにお取引店取引店取引店取引店にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    



操作操作操作操作「「「「残高照会残高照会残高照会残高照会・・・・入出金明細照会入出金明細照会入出金明細照会入出金明細照会」」」」についてについてについてについて    

ＱＱＱＱ    どのどのどのどの口座口座口座口座のののの残高残高残高残高やややや入出金明細入出金明細入出金明細入出金明細がががが照会照会照会照会できますかできますかできますかできますか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    事前事前事前事前におにおにおにお申込書申込書申込書申込書でごでごでごでご登録登録登録登録いただいたいただいたいただいたいただいたサービスサービスサービスサービス利用口座利用口座利用口座利用口座のののの残高残高残高残高およびおよびおよびおよび入出金明細入出金明細入出金明細入出金明細がががが照会照会照会照会

できますできますできますできます。。。。    

    

ＱＱＱＱ    入出金明細入出金明細入出金明細入出金明細はどのぐらいのはどのぐらいのはどのぐらいのはどのぐらいの期間期間期間期間までまでまでまで照会照会照会照会できますかできますかできますかできますか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    照会日当日照会日当日照会日当日照会日当日をををを含含含含めめめめ過去過去過去過去６２６２６２６２日日日日のごのごのごのご照会照会照会照会がががが可能可能可能可能ですですですです。。。。    

    

ＱＱＱＱ    入出金明細照会入出金明細照会入出金明細照会入出金明細照会はははは最大何明細件最大何明細件最大何明細件最大何明細件までまでまでまで表示表示表示表示できまできまできまできますかすかすかすか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    １１１１回回回回のののの表示表示表示表示はははは１００１００１００１００明細明細明細明細ですですですです。。。。    

なおなおなおなお、、、、１００１００１００１００明細明細明細明細をををを超超超超えるえるえるえる場合場合場合場合もももも照会可能照会可能照会可能照会可能なななな期間期間期間期間のののの入出金明細入出金明細入出金明細入出金明細のののの表示表示表示表示がががが可能可能可能可能ですですですです。。。。    

    

    

操作操作操作操作「「「「振込振込振込振込についてについてについてについて」」」」    

ＱＱＱＱ    振込振込振込振込のののの上限上限上限上限はいくらですかはいくらですかはいくらですかはいくらですか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    都度振込限度額都度振込限度額都度振込限度額都度振込限度額（（（（一回一回一回一回あたりのあたりのあたりのあたりの振込限度額振込限度額振込限度額振込限度額））））はははは２００２００２００２００万円万円万円万円、、、、累計振込限度額累計振込限度額累計振込限度額累計振込限度額（（（（一日一日一日一日ああああ

たりのたりのたりのたりの振込限度額振込限度額振込限度額振込限度額））））はははは２００２００２００２００万円万円万円万円のののの範囲内範囲内範囲内範囲内でおでおでおでお客様客様客様客様はははは自由自由自由自由にににに上限金額上限金額上限金額上限金額をををを設定設定設定設定することすることすることすること

がががが可能可能可能可能ですですですです。。。。    

    

ＱＱＱＱ    振込先振込先振込先振込先はははは事前事前事前事前にににに信用金庫信用金庫信用金庫信用金庫にににに届届届届けけけけ出出出出がががが必要必要必要必要ですかですかですかですか？？？？            

    

ＡＡＡＡ    必要必要必要必要ございませんございませんございませんございません。。。。資金移動先資金移動先資金移動先資金移動先はおはおはおはお取引取引取引取引のののの都度都度都度都度、、、、ごごごご指定指定指定指定いただくことがいただくことがいただくことがいただくことが可能可能可能可能ですですですです。。。。    

またまたまたまた、、、、頻繁頻繁頻繁頻繁にににに資金移動資金移動資金移動資金移動されされされされるるるる先先先先はははは、、、、おおおお取引後取引後取引後取引後にににに画面上画面上画面上画面上でででで登録口座登録口座登録口座登録口座としてごとしてごとしてごとしてご９９９９９９９９口座口座口座口座まままま

でででで登録登録登録登録いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。    

    

操作操作操作操作「「「「税金税金税金税金・・・・各種料金各種料金各種料金各種料金のののの払込払込払込払込みみみみ」」」」についてについてについてについて    

ＱＱＱＱ    税金税金税金税金・・・・各種料金各種料金各種料金各種料金のののの払込払込払込払込みとはどのようなみとはどのようなみとはどのようなみとはどのようなサービスサービスサービスサービスですかですかですかですか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    事前事前事前事前におにおにおにお届届届届けいただいたごけいただいたごけいただいたごけいただいたご利用口座利用口座利用口座利用口座からからからから当金庫所定当金庫所定当金庫所定当金庫所定のののの官庁官庁官庁官庁、、、、企業企業企業企業、、、、自治体自治体自治体自治体などなどなどなど収納機収納機収納機収納機

関関関関にににに対対対対してしてしてして税金税金税金税金・・・・各種料金各種料金各種料金各種料金のののの払込払込払込払込みがみがみがみが行行行行えますえますえますえます。。。。詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、「、「、「、「PayPayPayPay----easyeasyeasyeasy（（（（ペイジーペイジーペイジーペイジー）」）」）」）」

ののののホームページホームページホームページホームページをごをごをごをご参照参照参照参照くださいくださいくださいください。。。。    

    



    

ＱＱＱＱ    本本本本サービスサービスサービスサービスをををを利用利用利用利用するためにするためにするためにするために別途手続別途手続別途手続別途手続きがきがきがきが必要必要必要必要ですかですかですかですか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    当金庫当金庫当金庫当金庫ののののインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングをごをごをごをご利用利用利用利用いただいているおいただいているおいただいているおいただいているお客様客様客様客様であればであればであればであれば必必必必要要要要ありありありあり

ませんませんませんません。。。。    

    

ＱＱＱＱ    税金税金税金税金・・・・各種料金各種料金各種料金各種料金のののの払込払込払込払込みをみをみをみを取消取消取消取消したいのですがしたいのですがしたいのですがしたいのですが・・・・・・・・・・・・    

    

ＡＡＡＡ    一度一度一度一度ごごごご依頼依頼依頼依頼いただきましたいただきましたいただきましたいただきました払込払込払込払込みにつきましてはみにつきましてはみにつきましてはみにつきましては、、、、おおおお取消取消取消取消いたしかねますのであらかいたしかねますのであらかいたしかねますのであらかいたしかねますのであらか

じめごじめごじめごじめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。    

    

ＱＱＱＱ    税金税金税金税金・・・・各種料金各種料金各種料金各種料金のののの払込払込払込払込みはみはみはみは何時何時何時何時までまでまでまで利用利用利用利用できますかできますかできますかできますか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    税金税金税金税金・・・・各種料金各種料金各種料金各種料金のののの払込払込払込払込みのみのみのみのサービスサービスサービスサービス時間内時間内時間内時間内にににに払込払込払込払込みをしていただければみをしていただければみをしていただければみをしていただければ当日扱当日扱当日扱当日扱いとないとないとないとな

りますりますりますります。。。。なおなおなおなお、、、、収納機関収納機関収納機関収納機関のおのおのおのお取扱取扱取扱取扱いいいい時間時間時間時間のののの変更変更変更変更などによりなどによりなどによりなどにより、、、、当金庫当金庫当金庫当金庫ののののサービスサービスサービスサービス時間内時間内時間内時間内

であってもおであってもおであってもおであってもお取扱取扱取扱取扱いができないいができないいができないいができない場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

ＱＱＱＱ    領収書領収書領収書領収書はははは発行発行発行発行されますかされますかされますかされますか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    当金庫当金庫当金庫当金庫はははは、、、、おおおお客様客様客様客様にににに対対対対しししし払込払込払込払込みにかかるみにかかるみにかかるみにかかる領領領領収書収書収書収書はははは発行発行発行発行いたしませんのであらかじめごいたしませんのであらかじめごいたしませんのであらかじめごいたしませんのであらかじめご

了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。    

    

ＱＱＱＱ    払込払込払込払込みみみみ結果結果結果結果のののの確認確認確認確認はできますかはできますかはできますかはできますか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    収納機関収納機関収納機関収納機関のののの請求内容請求内容請求内容請求内容およびおよびおよびおよび払込払込払込払込みみみみ結果結果結果結果などにつきましてはなどにつきましてはなどにつきましてはなどにつきましては、、、、直接直接直接直接、、、、収納機関収納機関収納機関収納機関におにおにおにお問問問問いいいい

合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。なおなおなおなお、、、、入出金明細照会入出金明細照会入出金明細照会入出金明細照会やややや取引履歴照会等取引履歴照会等取引履歴照会等取引履歴照会等でもでもでもでも払込払込払込払込みみみみ結果結果結果結果をごをごをごをご確認確認確認確認しししし

ていただけますていただけますていただけますていただけます。。。。    

    

ＱＱＱＱ    「「「「資金移動資金移動資金移動資金移動ロックロックロックロック・・・・ロックロックロックロック解除解除解除解除」」」」機能機能機能機能でででで、、、、モバイルモバイルモバイルモバイルからからからから実行実行実行実行するするするする資金移動資金移動資金移動資金移動（（（（振込振込振込振込、、、、払払払払

込込込込））））取引取引取引取引をををを規制規制規制規制（（（（ロックロックロックロック））））することはできますかすることはできますかすることはできますかすることはできますか。。。。    

    

ＡＡＡＡ    モバイルモバイルモバイルモバイルからからからから実行実行実行実行するするするする資金移動資金移動資金移動資金移動（（（（振込振込振込振込、、、、払込払込払込払込））））取引取引取引取引をををを規制規制規制規制することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。「。「。「。「資資資資

金移動金移動金移動金移動ロックロックロックロック・・・・ロックロックロックロック解除解除解除解除」」」」機能機能機能機能はははは、、、、パソコンパソコンパソコンパソコンからのからのからのからの資金移動取引資金移動取引資金移動取引資金移動取引がががが対象対象対象対象ですですですです。。。。    

    

    

    



そのそのそのその他他他他    

ＱＱＱＱ    契約者契約者契約者契約者ＩＤ（ＩＤ（ＩＤ（ＩＤ（利用者番号利用者番号利用者番号利用者番号））））ややややパスワードパスワードパスワードパスワードのののの不正使用不正使用不正使用不正使用のおそれがあるのおそれがあるのおそれがあるのおそれがある場合場合場合場合、、、、どうすればどうすればどうすればどうすれば

よいのですかよいのですかよいのですかよいのですか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    新宮信用金庫新宮信用金庫新宮信用金庫新宮信用金庫    業務部業務部業務部業務部（（（（0735073507350735----21212121----7924792479247924））））までまでまでまで速速速速やかにごやかにごやかにごやかにご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

    

ＱＱＱＱ    サービスサービスサービスサービスをををを緊急停止緊急停止緊急停止緊急停止するにはするにはするにはするには、、、、どうすればよいのですかどうすればよいのですかどうすればよいのですかどうすればよいのですか？？？？    

    

ＡＡＡＡ    新宮新宮新宮新宮しんきんしんきんしんきんしんきんインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングからからからから「「「「契約者情報変更契約者情報変更契約者情報変更契約者情報変更」／「ＩＢ」／「ＩＢ」／「ＩＢ」／「ＩＢ取引中止取引中止取引中止取引中止」」」」

メニューメニューメニューメニューからからからからＩＢＩＢＩＢＩＢサービスサービスサービスサービスのののの利用利用利用利用をををを緊急停止緊急停止緊急停止緊急停止することがすることがすることがすることが可能可能可能可能ですですですです。ＩＢ。ＩＢ。ＩＢ。ＩＢ取引中止実行取引中止実行取引中止実行取引中止実行

後後後後はははは、ＩＢ、ＩＢ、ＩＢ、ＩＢサービスサービスサービスサービスににににログインログインログインログインができなくなりますができなくなりますができなくなりますができなくなります。。。。    

またまたまたまた、、、、当金庫所定当金庫所定当金庫所定当金庫所定のののの「「「「停止停止停止停止・・・・解除依頼書解除依頼書解除依頼書解除依頼書」」」」にごにごにごにご記入記入記入記入・・・・ごごごご捺印捺印捺印捺印のうえのうえのうえのうえ、、、、おおおお取引店取引店取引店取引店のののの窓口窓口窓口窓口

にごにごにごにご提出提出提出提出いただくことでいただくことでいただくことでいただくことで、ＩＢ、ＩＢ、ＩＢ、ＩＢ取引取引取引取引をををを停止停止停止停止することもすることもすることもすることも可能可能可能可能ですですですです。。。。    

おおおお取引店取引店取引店取引店もしくはもしくはもしくはもしくは新宮信用金庫新宮信用金庫新宮信用金庫新宮信用金庫    業務部業務部業務部業務部（（（（0735073507350735----21212121----7924792479247924））））までごまでごまでごまでご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。            

    

ＱＱＱＱ    緊急停止緊急停止緊急停止緊急停止をををを解除解除解除解除するにはするにはするにはするには、、、、どうすればよいのですかどうすればよいのですかどうすればよいのですかどうすればよいのですか？？？？            

    

ＡＡＡＡ    当金庫所定当金庫所定当金庫所定当金庫所定のののの「「「「停止停止停止停止・・・・解除依頼書解除依頼書解除依頼書解除依頼書」」」」にごにごにごにご記入記入記入記入・・・・ごごごご捺印捺印捺印捺印のうえのうえのうえのうえ、、、、おおおお取引店取引店取引店取引店にごにごにごにご提出提出提出提出くだくだくだくだ

さいさいさいさい。。。。    

    

ＱＱＱＱ    ログインパスワードログインパスワードログインパスワードログインパスワードをををを忘忘忘忘れてしまったのですがれてしまったのですがれてしまったのですがれてしまったのですが？？？？            

    

ＡＡＡＡ    速速速速やかにおやかにおやかにおやかにお取引店取引店取引店取引店にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

所定所定所定所定のののの手続手続手続手続きによりきによりきによりきにより、、、、ログインパスワードログインパスワードログインパスワードログインパスワードをををを再発再発再発再発行行行行しますしますしますします。。。。    

    

ＱＱＱＱ    おおおお客様客様客様客様カードカードカードカードをををを紛失紛失紛失紛失したしたしたした場合場合場合場合はどうすればいいのですかはどうすればいいのですかはどうすればいいのですかはどうすればいいのですか？？？？            

    

ＡＡＡＡ    速速速速やかにおやかにおやかにおやかにお取引店取引店取引店取引店またはすぐにまたはすぐにまたはすぐにまたはすぐに新宮信用金庫新宮信用金庫新宮信用金庫新宮信用金庫    業務部業務部業務部業務部（（（（0735073507350735----21212121----7924792479247924））））にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡くだくだくだくだ

さいさいさいさい。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡がありがありがありがあり次第次第次第次第、、、、そのそのそのそのカードカードカードカードのののの情報情報情報情報がががが使使使使われないようにわれないようにわれないようにわれないように手続手続手続手続きいたしますきいたしますきいたしますきいたします。。。。            

なおなおなおなお、、、、見見見見つからないつからないつからないつからない場合場合場合場合、、、、カードカードカードカードのののの再発行再発行再発行再発行はできませんはできませんはできませんはできません。。。。解約手続解約手続解約手続解約手続きききき後後後後、、、、新規契約新規契約新規契約新規契約をををを

おおおお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    

    

    

    

    



ＱＱＱＱ    EEEE メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスやややや EEEE メールメールメールメールをををを受信受信受信受信するするするするタイミングタイミングタイミングタイミングをををを変更変更変更変更したいしたいしたいしたい。。。。    

    

ＡＡＡＡ    契約者情報変更契約者情報変更契約者情報変更契約者情報変更・・・・ＥＥＥＥメールメールメールメール設定設定設定設定のののの「Ｅ「Ｅ「Ｅ「Ｅメールメールメールメール通知通知通知通知、Ｅ、Ｅ、Ｅ、Ｅメールメールメールメール通知通知通知通知サイクルサイクルサイクルサイクル、、、、およびおよびおよびおよび金金金金

庫庫庫庫からからからからのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ((((ＥＥＥＥメールメールメールメール))))についてについてについてについて設定設定設定設定するするするする」」」」よりよりよりより、、、、アドレスアドレスアドレスアドレスまたはまたはまたはまたは、、、、通知通知通知通知サイクルサイクルサイクルサイクル

のののの変更変更変更変更をををを行行行行なってくださいなってくださいなってくださいなってください。。。。    

    

ＱＱＱＱ    キャッシュカードキャッシュカードキャッシュカードキャッシュカードをををを紛失紛失紛失紛失しましたしましたしましたしました。。。。    

    

ＡＡＡＡ    ＩＢＩＢＩＢＩＢサービスサービスサービスサービスにににに登録登録登録登録されているされているされているされている支払元口座支払元口座支払元口座支払元口座のののの通帳通帳通帳通帳・・・・印鑑印鑑印鑑印鑑・・・・カードカードカードカードをををを紛失紛失紛失紛失、、、、盗難盗難盗難盗難されたされたされたされた

ときはときはときはときは、、、、事故届事故届事故届事故届けをけをけをけを行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより、、、、そのそのそのその口座口座口座口座でのでのでのでの取引取引取引取引をををを規制規制規制規制することができますすることができますすることができますすることができます。。。。    

なおなおなおなお、、、、事故事故事故事故のののの正式正式正式正式なおなおなおなお届出届出届出届出はははは、、、、おおおお取引店窓口取引店窓口取引店窓口取引店窓口でででで手続手続手続手続きをきをきをきを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

    

                                                                                                                                            以以以以    上上上上 


