
本冊子　　　ページを
ご覧になってお手続き
ください。

インターネット・店頭・「みなとdeグループアプリ」などで利用申込登録

簡易書留（転送不要）で到着
『ご利用情報のお知らせ』

初回設定

利用登録
利用申込到着

初回設定 完了！
ご利用開始

（一部サービスを除く）

（初回設定・利用申込・利用登録・パスワード再設定）

ご利用開始説明書

　　　　　初回ログイン時の操作方法について
・初回設定完了までの手順 〈ユーザネームと仮ログインパスワードをご準備ください〉
ハードトークン（パスワード生成機）の利用申込・利用登録方法について
・ハードトークン、ワンタイムパスワードとは？
・利用申込の手順
・利用登録の手順 〈ハードトークン（パスワード生成機）をご準備ください〉
　　　　 パスワード再設定のお申込をいただいたお客さまへ
・　仮ログインパスワード、仮取引パスワードを変更する手順
・　仮取引パスワードのみを変更する手順
　　　　　　　 通帳アプリ「スマホde通帳」もご利用ください
〈みなと〉ダイレクトバンキング サービス一覧
りそなデビットカードのご案内
お問い合わせ窓口「ヘルプデスク」のご案内
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加入協会

株式会社みなと銀行
登録金融機関　  近畿財務局長（登金）第２２号
日本証券業協会  一般社団法人金融先物取引業協会

新規振込・ペイジー（各種払込）等、一部の
取引以外のサービスをご利用いただけ
ます。

「スマホde通帳」から口座開設をお申込いただいたお客さまは、ハードトークンの
利用申込は不要です。約7～10日以内に一般郵便でお届けいたします。

ページ

ページ

3 ページ
3 ページ
4 ページ

ページ
ページ

ページ
7 ページ

ページ

再設定

スマホde通帳

初回設定

お申込からご利用開始までの流れ（初回設定）

初回設定・
利用登録 完了！
ご利用開始
（全てのサービス）

1 2

本冊子　ページをご覧に
なってお手続きください。

3
本冊子　ページを
ご覧になってお手続
きください。

4 利用申込後、約7～10日
で一般郵便にてお届け
します。

ハードトークン
 （パスワード生成機）

ハードトークン
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初回ログイン時の操作方法について初回設定

「ユーザネーム」と「仮ログインパスワード」をご準備ください。

同封の〈みなと〉ダイレクトバンキング『ご利用情報
のお知らせ』をご確認ください。

1

「ユーザネーム」

ユーザネーム
（重要）「仮ログインパスワード」

「みなとdeグループアプリ」でお申込のお客さま

利用開始申込時に仮ログインパスワードをお決めいただいています。
インターネットでお申込のお客さま

利用開始申込時に仮ログインパスワードをお決めいただいています。

お申込時にお渡ししました「お客さま控」をご確認ください。
店頭でお申込のお客さま

仮ログインパスワード お客さま控の「仮パスワード」のことです。
（アルファベット2文字＋数字4桁）

仮ログインパスワード アルファベット2文字（TS）＋数字4桁

ATM、「スマホde通帳」でお申込のお客さま

みなと銀行ホームページにアクセスして
ください。

①トップ画面左側の「みなとダイレクト
バンキング」の「ログイン」ボタン
をクリックしてください。

②「ユーザネーム」「仮ログインパス
ワード」を入力して「ログイン」ボタン
をクリックしてください。

https://www.minatobk.co.jp/ 
みなと銀行 検索

2

※ユーザネームは、英文字・数字とも半角
入力してください。
（@についても半角での入力が必要です。）

※仮ログインパスワードは、初回ログイン時
にのみ使用する仮のパスワードです。ログ
インパスワード欄に半角入力してください。

※スマートフォンをご利用のお客さまは、PCサイトに切替えいた
だきますと以下の手順にて操作いただけます。

クリック
1

クリック

入  力
2

仮ログインパスワード アルファベット2文字（TS）＋
お申込時のキャッシュカード暗証番号4桁
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初回の設定は完了です。

次回のログイン時より必要なパス
ワードです。
仮ログインパスワードと同じパス
ワードは設定できません。

お取引実行時や登録内容変更時に
必要なパスワードです。
ログインパスワードと同じパスワード
は設定できません。

3

4

新しいログインパスワードとは・・・

取引パスワードとは・・・

※パスワードは、英文字と数字をそれぞれ
1文字以上ご使用のうえ、8文字以上12文字
以内で半角入力してください。

〈例〉MB123478、Aa1Bb2Cc3

「トップページへ」をクリックし、「みなとダイレクト
バンキング」をご利用ください。

実際にお使いになる2種類のパスワードを正式に登録してください。

②「登録」ボタンをクリックしてく
ださい。

①「新しいログインパスワード」と「取引パス
ワード」をお決めいただき入力してください。

インターネットでお申込のお客さま

インターネットでお申込以外の
お客さま

入  力
1

クリック
2

インターネットでお申込以外の方は、
代表メールアドレスの入力項目があり
ます。お取引の受付時等にメールを送信
いたしますので、パソコンまたは携帯の
メールアドレスを入力してください。

※ 代表メールアドレス

入  力
1

クリック
2

代表メール
アドレス
入力

新しいログインパスワード・取引パスワードはお忘れのないようお客さまご自身で管理願います。ご注意

！

クリック

新規先へのお振込や振込限度額変更、ペイジー（各種払込）等、重要なお取引に必要な
ハードトークン（パスワード生成機）のご利用については、　　　ページをご覧ください。3 4
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ハードトークン（パスワード生成機）の
利用申込・利用登録方法について

ハードトークン（パスワード生成機）は、新規先へのお振込や振込限度額変更、ペイジー（各種払込）など、重要なお取引の際に必要と
なります。ワンタイムパスワードはお振込等を行う場合に、ランダムに生成する1回限りの使い捨てパスワードを利用して認証する
ものです。これによって、万一、ログイン用のユーザネームやログインパスワード、および取引パスワードが盗み取られた場合でも、
ワンタイムパスワードを入力しなければ取引が実行できなくなり、お客さまはより安全に取引を行っていただけます。なお当社では、
ハードトークンによるワンタイムパスワード（数字6桁）の発行を行っております。携帯アプリ等のソフトウェアトークンや電子メール
によるワンタイムパスワードの発行は行っておりませんので、ご了承ください。
※『ハードトークン』の青いボタンを押すと、ワンタイムパスワードが表示されます。表示されるワンタイムパスワードは、「利用登録」のお手続き
が完了するまでご利用いただけません。『ハードトークン』に、お客さまの個人情報は一切記録されておりません。

ハードトークン

ハードトークン、ワンタイムパスワードとは？

1 ハードトークンのご利用には、「利用申込」
および「利用登録」が必要です。
みなと銀行ホームページにアクセスしてくだ
さい。

①トップ画面左側の「みなとダイレクト
バンキング」の「ログイン」ボタン
をクリックしてください。

②「ユーザネーム」と1・2ページで登録
された「新しいログインパスワード」
を入力して「ログイン」ボタンをク
リックしてください。

https://www.minatobk.co.jp/ 
みなと銀行 検索

※ユーザネームおよびログインパスワードは、
英文字・数字とも半角入力してください。

クリック

クリック
1

入  力
2

入  力
4

2 ハードトークンの「利用申込」を行ってください。
①画面左側メニューの「セキュリティ
設定」をクリックしてください。
クリックすると、さらにメニューが
展開されます。

クリック

クリック

クリック

2
クリック

チェック
3

1

③表示された画面で、「同意」にチェック
を入れて「同意する」をクリックしてく
ださい。
④表示された画面で、郵便番号、住所を
確認し、取引パスワードを入力のうえ
「実行」ボタンをクリックすると、お申
込完了です。

②展開されたメニューから「ワンタイム
パスワード」をクリック、さらに「利用
申込」をクリックしてください。

〈見本〉
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みなと銀行

〈見本〉

ハードトークン（裏面）

××××××××××××
0000

3 お手元にハードトークンが届きましたら、
ハードトークンの「利用登録」を行ってください。

①画面左側メニューの「セキュリティ
設定」をクリックしてください。
クリックすると、さらにメニューが
展開されます。
②展開されたメニューから「ワンタイム
パスワード」をクリック、さらに「利用
状況照会・設定」をクリックしてく
ださい。

クリック

クリック
2

クリック
3

1

利用状況照会・設定

ワンタイムパスワード

利用登録

4

5

①お手元のハードトークン裏面のシール
に印字されている記号（トークンID
といいます）を入力してください。

①「取引パスワード」 ②「ワンタイム
パスワード」を入力してください。

②「次へ」ボタンをクリックしてください。

③「実行」ボタンをクリックし、パスワード
生成機利用登録ー完了画面が表示
されたら、「利用登録」のお手続は
完了です。

※トークンIDは、上段文字列12桁のみを、
半角英数文字で入力してください。

※トークン本体の色は、ご利用開始時期により青色と黒色、
いずれかをご利用いただいています。

※入力せずに30秒たちましたら再度
ボタンを押してください。新しく表示
された数字を入力してください。

トークンIDを入力してください。

ハードトークンのボタンを押して
表示された6桁の数字（ワンタイム
パスワードといいます）を②に入力
すればOK！

ワンタイムパスワードとは・・・

有効時間は
30秒です！

入  力
1

クリック
2

入  力
1

入  力
2

クリック
3

トークンID

③表示された画面の操作欄から「利用
登録」ボタンをクリックしてください。

「スマホde通帳」アプリより口座開設されたお客さま
手順 2 ハードトークンの「利用申込」は不要です。お手元にハードトークンが届きましたら、手順 3 以降を行ってください。

手順 1 の要領でログインしてください。
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○

1

2

再設定申込時に仮ログインパスワードをお決め
いただいています。

『ご利用情報のお知らせ』をご確認ください。

インターネットでお申込のお客さま

電話（ヘルプデスク）でお申込のお客さま

「仮ログインパスワード」と
「仮取引パスワード」をご準備ください。

「仮ログインパスワード」

インターネットでお申込のお客さまも、電話（ヘルプデスク）で
お申込のお客さまも『ご利用情報のお知らせ』をご確認ください。

「仮取引パスワード」

みなと銀行ホームページに
アクセスしてください。

トップ画面左側の「〈みなと〉ダイレクトバンキング」の「ログイン」
ボタンをクリックしてください。

①現在ご利用中の「ユーザネーム」と「仮ログインパスワード」
を入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。
※ユーザネームおよびログインパスワードは、英文字・数字
とも半角入力してください。

クリック

入  力
1

仮取引パスワード

仮ログインパスワード

みなと銀行から簡易書留でお送りしました〈みなと〉ダイレクトバンキング『ご利用情報の
お知らせ』をご準備いただき、「〈みなと〉ダイレクトバンキング」にログインしてください。

パスワード再設定のお申込をいただいた お客さまへ再設定

仮ログインパスワード、仮取引パスワードを変更する手順1

クリック

3 新しい「ログインパスワード」を設定してください。

クリック

入  力
1

※新しいログインパスワードは、仮ログイン
パスワードと同じものは使用できません。

※英文字と数字をそれぞれ1文字以上ご使用
のうえ、8文字以上12文字以内で半角入力
してください。

①「仮ログインパスワード」を入力し
てください。次に新しい「ログイン
パスワード」をお決めいただき、入力
して「登録」をクリックしてください。

クリック 右記　　　　へお進みください。2 - 2

https://www.minatobk.co.jp/ 
みなと銀行 検索
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1 みなと銀行ホームページにアクセスしてください。
トップ画面左側の「〈みなと〉ダイレクト
バンキング」の「ログイン」ボタンを
クリックしてください。 https://www.minatobk.co.jp/ 

みなと銀行 検索

クリック
①現在ご利用中の「ユーザネーム」と
「ログインパスワード」を入力して
「ログイン」ボタンをクリックしてく
ださい。
※ユーザネームおよびログインパスワードは、
英文字・数字とも半角入力してください。

2 新しい「取引パスワード」を設定してください。

※英文字と数字をそれぞれ1文字以上ご使用のうえ、
8文字以上12文字以内で半角入力してください。

※ログインパスワードと同じものは使用できません。

①「仮取引パスワード」を入力してください。 
（左記　　　 参照）次に新しい「取引パス
ワード」をお決めいただき、入力して「登録」
をクリックしてください。

1 - 1

新しいログインパスワード・取引パスワードはお忘れのないようお客さまご自身で管理してください。

パスワード再設定のお申込をいただいた お客さまへ
仮取引パスワードのみを変更する手順2

「スマホde通帳」とは、〈みなと〉ダイレクトバンキングの入出金明細をダウンロード
することにより、お持ちのスマートフォンで普通預金の入出金明細を長期間ご照会
いただけるアプリです。

スマホde通帳
通帳アプリ「スマホde通帳」もご利用ください

●「スマホde通帳」閲覧後、その他のお取引もできます。
《操作》アプリ起動後、｢その他取引を行う｣のボタンより、｢振込・振替｣等のお取引が可能です。

【 iPhone 】 【 Android 】

ダウンロードはこちらから

入  力
1

クリック

クリック

入  力
1

※画面を横にしていただくことで、残高もご覧いただけます。

ご利用には、〈みなと〉ダイレクトバンキングにて｢初期設定｣が必要となります。
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https://www.minatobk.co.jp/ 
●インターネットホームページ

みなと銀行 検索

（2022.02）

●詳しくは窓口またはヘルプデスクへお問い合わせください。

平日/ 9：00～21:00　土・日・祝日 / 9：00～17:00
（5月3～5日、12月31日、1月1～3日は除く）

「〈みなと〉ダイレクトバンキング」ヘルプデスク 0120-89-3710

●〈みなと〉ダイレクトバンキング サービス一覧

従来の書面でのお申込に代えて、インターネットより「〈みなと〉ダイレクトバンキング」のお申込
（PCのみ可）、ならびに、サービス利用口座の追加お申込（PC・携帯とも可）をすることができます。

新規ご利用申込／
サービス利用口座追加

ご登録いただいたご利用口座の残高が照会できます。残高照会
入出金明細照会

当行の本支店および他行の国内本支店あての電信扱いのお振込、または、ご登録いただいたご本人
名義の口座間でお振替（資金移動）ができます。
※平成26年3月17日より、新規先へのお振込には、ワンタイムパスワードが必要となります。
※1日あたりのお振込限度額は、500万円以内でご指定いただけます。 

ご登録いただいた普通預金の12ヶ月前までの入出金明細が確認いただけます。
※インターネットバンキングのご利用開始時（契約当初）は、契約日の前月月初以降分からとなります。

振込・振替

Pay-easy（ペイジー）マークが記載された税金、利用料金などの各種料金を払込できます。
※国・地方公共団体以外の払込には、ワンタイムパスワードが必要となります。

税金・各種料金の払込み

電気・NTT・ガス・水道・NHKのご利用料金の口座振替のお申込手続きができます。公共料金・自動支払申込
投資信託のご購入やご解約のほか、NISAお申込、お預り残高明細、取引履歴のご照会などができ
ます。なお、投資信託口座をお持ちでないお客さまは、〈みなと〉ダイレクトバンキングから口座開設
もお申込をいただけます。（一部書面をご郵送いただく必要がございます）

投資信託

●普通預金

●定期預金

円預金からの預入、ならびに円預金への引出ができます。外貨普通預金口座をお持ち
でないお客さまが、〈みなと〉ダイレクトバンキング上で外貨普通預金の預入をお申込
いただきますと、自動で新規口座が開設されます。
外貨定期預金の申込、ならびに、あらかじめご登録いただいた外貨定期預金の解約が
できます。

外貨預金

住宅ローンの繰上返済シミュレーションと、一部繰上返済のお申込ができます。
※全額繰上返済や毎月および増額月の返済額変更を伴う一部繰上返済は、〈みなと〉ダイレクトバンキングでは
お申込いただけません。

※その他、ローンの種類やお取引内容によってご利用いただけない場合があります。

住宅ローン

お取引関係書面を、電子書面で交付します。お客さまは、画面上で閲覧することができます。電子交付

サービス名 サービス概要

定期預金のお預入や解約（即日または満期日解約）ができます。
また、〈みなと〉ダイレクトバンキングでは、毎月の所定日に自動で積立を行う「積立定期預金」や、
セレクトパック、ねんきん定期もご利用いただけます。
なお、定期預金口座をお持ちでないお客さまも、〈みなと〉ダイレクトバンキングから定期預金の預
入をお申込いただけます。（※但し、総合口座に限る）

定期預金

Visaデビットカードとは、スーパー、コンビニ、ネットショッピングなど国内外のVisa加盟店で使える
キャッシュカードです。詳しくはプレミアム普通預金パンフレットをご確認ください。
プレミアム普通預金口座をお持ちの15歳以上のお客さまを対象に、ICキャッシュカードまたは磁気
ストライプカードからVisaデビット機能付きICキャッシュカードへ切替申込いただけます。

Visaデビットカード切替

現金不要！
いつものキャッシュカードでお買い物！

デビットカードで
お財布いらずの買い物を

海外のATM＊で
現地通貨引出し

メールでアプリですぐにお知らせ
安心、便利にいつでも確認

利用後はすぐに「みなとdeグループ
アプリ」やメールでお知らせ！
万一の時は、
「みなとdeグループアプリ」でりそな
デビットカード（Visa）の利用を停止
できます！

利用残高

2022年01月
コンビニ 200円
2022.01.01

99,800円

お財布に銀行を

りそな
デビット
カード

現金不要、使ったその場で引き落とし
かんたん、安心、キャッシュカードでお買い物

＊「Visa」あるいは「PLUS」マークの
ついた海外ATMでご利用いただ
けます。

国内でも海外でも
このカード1枚。
Visaマークのある
お店ならどこでも
使える。

VISAカードの
1回払いで


