みなとビジネスWeb
操作マニュアル

【はじめに】
このたびは、
「みなとビジネスＷｅｂ」
「みなとビジネスＷｅｂアンサー」
をお申込みいただき、
誠にありがとうございます。

昨今、
複数の金融機関で、法人向けインターネットバンキングの認証情報盗取やパソコン遠隔操作による不正送金が発生しております。
このようなウィルス感染等による不正送金の被害を防ぎ、サービスを安全にご利用いただくため、パソコンのご利用にあたって、以下の点
に十分ご注意いただきますようお願い申し上げます。

法人インターネットバンキングの不正送金にご注意ください。

＜ご注意事項＞

◆ウイルスに感染しないために
●ウイルス対策ソフトを常に最新の状態に更新し、定期的にウイルススキャンを実施してください。

ウイルス感染の主な手口

不審なメール

閲覧等されず、
速やかに削除してください。

不審なサイト

アクセス等は、
行わないでください。

銀行を装って送付されたＣＤ-ＲＯＭ

インストール等は、
行わないでください。

◆有効な対策
対策

効果とご留意点

・
「電子証明書方式」のご利用

パソコンを限定して利用できるためセキュリティ強度がアップ
（Ｍａｃパソコン等は利用できませんのでご注意ください。
注）
※電子証明書の有効期限は1年ですので、
期限内の更新をお願いいたします。
有効期限切れとなった場合は依頼書のご提出が必要な場合があります。
（依頼書へのご記入・お届け印のご捺印が必要です）

・
「都度振込」のご利用停止

書面でのお届先以外に振込･振替できなくなり不正送金を防止
（あらかじめ「振込・振替入金口座申込書」によるお届出が必要となりますので事前
にご準備必要となります。
）

注）
Windows 10、
8.1のパソコンで、ブラウザ「Internet Explorer」が電子証明書を利用できます。

◆お客さまに実施していただきたいセキュリティ対策
⑴

当行が導入しているセキュリティ対策を着実に実施していただきますようお願いします

⑵ インターネットバンキングで使用するパソコンに関し、インストールされている基本ソフト
（ＯＳ）やウェブブラウザ等の各種ソフト
ウェアを最新の状態に更新してください
⑶ パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等を使用
されないようにお願いします
⑷ パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、
最新の状態に更新したうえで、
インターネットバンキングを利用してください
⑸

インターネットバンキングに係るパスワードを定期的に変更してください

⑹

電子証明書をご利用されているお客さまは、必ず当行が指定した正規の手順でご利用願います

◆お客さまに推奨するセキュリティ対策
⑴ 「電子証明書」の導入、
「当日都度振込」の利用停止・ワンタイムパスワードの導入など、
セキュリティ強化策を実施願います
⑵

インターネット接続時のパソコンの利用目的は、可能な限りインターネットバンキングに限定してご利用ください

⑶

パソコンや無線ＬＡＮのルータ等について、未使用時は可能な限り電源を切断してください

⑷

取引の申請者と承認者とで異なるパソコンを利用していただきますようお願いします

⑸

振込・払戻し等の限度額は、必要な範囲内でできるだけ低く設定してください

⑹

不審なログイン履歴や身に覚えのない取引履歴、取引通知メールがないかを定期的に確認していただくようお願いします
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２．
「みなとビジネスWeb」
をクリックしてください。

ご利用になるには
初期設定
（マスターユーザの場合）
「みなとビジネスWeb」をご利用いただくためには、ログイン
ID・電子証明書を取得していただきます。
また、初回ログイン時にパスワードの変更・連絡先の登録を
行っていただきます。

●事前準備
ご利用いただけるOS・ブラウザは当行ホームページでご確認
いただけます。
また、
OS・ブラウザについては最新のものをご利用ください。
※当行ホームページ「法人・個人事業主のお客さま」からご確認
いただけます。
「みなとビジネスWebについて」

ボタンをクリック後、
「 ご利
用環境」ボタンからご確認ください。

３．
「ログインID取得」
のボタンをクリックしてください。

【ご注意事項】
1．電子証明書方式でお申込のお客さまはInternet Explorer
のみ電子証明書の取得が可能となります。
ログインID取得の前に、ご利用のブラウザをご確認くださ
い。
2．タブレットおよびスマートフォンからのご利用は動作確
認対象外となります。

ログインIDの取得
お申し込み後、
「サービス開始のお知らせ」が届きましたら、
「み
なとビジネスWeb」をご利用いただくことができます。
最初に代表口座情報、ログインIDと各パスワードの登録を行っ
ていただきます。
ご利用の前に「申込書(控)」、
「サービス開始のお知らせ」
「取扱マ
ニュアル」をお手元にご用意ください。
なお、初期設定完了後も、
「申込書（控）」サービス開始のお
知らせ」は保管をお願いいたします。

１．当行ホームページの「法人･個人事業主のお客様」をクリッ
クしてください。
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◆仮確認用パスワード

サービス開始登録

「サービス開始のお知らせ」
の仮確認用パスワードを入力してく
ださい。

４．
「口座情報登録」画面が表示されます。
お届けいただいた代表口座の支店番号（3ケタ）、科目、口座
番号（7ケタ）と、ログインパスワード、確認用パスワードを
入力し、
［次へ］ボタンをクリックしてください。

◆以 下の3種類の文字列をあらかじめお考えいただき、ご用意
ください。
なお、ログインID・新しいログインパスワード・新しい確認用
パスワードはそれぞれ異なるものをご用意ください。

「ソフトウェアキーボードを開く」ボタンをクリックすると、画
面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを
入力することができます。
※仮パスワードの英字は大文字で入力してください。
英字は大文字・小文字を区別します。

内

ログインID
◆仮ログインパスワード
「申込書
（控）
」の仮ログインパスワード（MB+数字4桁）を入力
してください。

容

電子証明書の取得時に利用します。
（ID・パスワード方式の場合は、ログイン
の都度入力）
※ロ グインID取得時にお客さまご自身で
お決めいただきます。
「申込書

（控）
」や
「サービス開始のお知ら
せ」
には記載されておりません。

新しいログイン
サービス利用画面に入るためのパスワード
パスワード
新しい確認用
パスワード

振込の発信、総合振込や給与振込等、また
外国為替WEBの承認時などに入力するパ
スワード

※1．英字
（半角）と数字
（半角）を必ず混在させてください。
（英
字は大文字と小文字の区別をいたします。
）
※2．6桁～ 12桁で入力してください。
（ セキュリティのため
8桁以上での登録をお勧めします。
）
※3．仮 ログインパスワード、仮確認用パスワードとは異なる
ものを設定してください。
※4．入力されたログインIDが既に他のお客さまにより登録さ
れている場合、
新たに登録できません。
※5．画面上で入力された新しいログインパスワード・新しい
確認用パスワードは銀行でお調べすることができません
ので、
お忘れにならないようご注意下さい。
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5．
「サービス開始登録」画面が表示されます。

◆電子証明書方式のお客様の場合

利用者名、メールアドレス、ログインID、新しいログインパ

・ロ グインIDは電子証明書の発行時及び再取得時に利用し

スワード、新しい確認用パスワードを入力し、
［次へ］ボタン

ます。

をクリックしてください。

※電 子証明書方式のお客様のログインIDは一度取得すると
変更できません。
なお、
「ID・パスワード方式」⇔「電子証明書方式」の変更には、
所定の変更申込書が必要となります。
原則として、セキュリティ対策上、
「電子証明書方式」での
ご利用をお願いいたします。
「電子証明書方式」
対象外のパソコンに限り
「ID・パスワー
ド方式」
への変更を受付いたします。
（くれぐれもウィルス対策を励行願います。
）

7．
「サービス開始登録結果」
画面が表示されます。
ご確認後、
「ログインへ」
ボタンをクリックしてください。
クリックすると７ページ３の画面に進みます。

6．
「サービス開始登録確認」画面が表示されます。
内容をご確認後、
［登録］ボタンをクリックしてください。

◆ID・パスワード方式のお客様の場合
・ログインIDは一度取得すると再取得できませんが、初回ロ
グイン以降は変更できます。
・ロ グインIDは、
「 管理」→「利用者管理」→「利用者情報の管
理」
で変更できます。
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3．
「ログイン」
画面が表示されます。

電子証明書取得

［電子証明書発行］
ボタンをクリックしてください。

「みなとビジネスWeb」をはじめてご利用のお客さまは、
「 電子
証明書発行」を行う前に、必ず「ログインIDの取得」を行ってく
ださい。
1．当 行ホームページの「法人・個人事業主のお客さま」をク
リックしてください。

2．
「みなとビジネスWeb」
の
［ログイン］
ボタンをクリックして
ください。
4．
「証明書取得認証」
画面が表示されます。
「証明書発行アプリのダウンロード」ボタンをクリックして
ください。

アプリcc0562setup.msiがダウンロードされますので「ファ
イルを開く」
をクリックしてインストールを実行してください。

「電子証明書発行アプリ」は電子証明書の発行、更新の際に利用
しますので最初に必ずインストールしてください。
（インストー
ル は 最 初 に1度 だ け で 毎 回 は 不 要 で す。
）イ ン ス ト ー ル し た
Windowsユーザーのみ利用可能です。
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5．インストーラが起動しますのでセットアップウイザードに

8．イ ンストール終了画面が表示されたら「完了」ボタンをク

従って操作してください。初期画面から「次へ」ボタンをク

リックしてください。

リックしてください。

9．
「証明書取得認証」画面より
「証明書発行アプリの起動」ボタ
ンをクリックしてください。

6．インストールフォルダが表示されますのでそのまま「次へ」
ボタンをクリックしてください。

10．注 意表示画面が出れば「OK」ボタンをクリックしてくだ
さい。証明書発行アプリがダウンロードされていなけれ
ば９の「証明書取得認証」画面より「証明書発行アプリの
ダウンロード」
を行ってください。

7．準 備完了画面が表示されたら「インストール」ボタンをク
リックしてください。

✓を入れて
11．証明書アプリより右の実行要求された場合は□
「開く」
ボタンをクリックしてください。
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12．
「証明書取得」画面が表示されますので「証明書発行」ボタ

ログイン

ンをクリックしてください。

1．当 行ホームページの
「法人・個人事業主のお客さま」をク
リックしてください。

13．
「証明書取得結果」画面が表示されますので「ログイン
ID」、
「ログインパスワード」を入力して「認証して発行」ボ
タンをクリックしてください。
2．
「みなとビジネスWeb」
の
［ログイン］
ボタンをクリックして
ください。

14．
「証明書発行結果」画面が表示されます。
電子証明書の発行とインストールが完了しましたの表示
をご確認のうえ
「閉じる」
ボタンをクリックしてください。

3．
「ログイン」
画面が表示されます。

ブラウザが閉じますので、
一度全てのブラウザを閉じてください。
再度ブラウザを立ち上げ、当行ホームページから「法人・個人事
業主のお客さま」をクリックし、
「みなとビジネスWeb」の［ログ
イン］
ボタンをクリックしてください。
※一度全てのブラウザを閉じることで、電子証明書が有効とな
ります。
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「ログイン」画面が表示されますので、ログインパスワードを入

電子証明書方式のお客さまの場合

力し、
［ログイン］
ボタンをクリックしてください。

後ほど、ワンタイムパスワード（カメラ付トークン）の設定が
必要となりますので、お手元にカメラ付トークンをご準備く
ださい。
［電子証明書ログイン］ボタンをクリックし、証明書を選択の上
「OK」
ボタンを押してください。

ログインパスワードは、ログインID取得時に入力していただい
た文字列を入力してください。
「ソフトウェアキーボードを開く」ボタンをクリックすると、画
面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを
入力することができます。

ID・パスワード方式のお客さまの場合
後ほど、ワンタイムパスワード（カメラ付トークン）の設定が
必要となりますので、お手元にカメラ付トークンをご準備く
ださい。
ログインIDおよびログインパスワードを入力し、
［ログイン］ボ
タンをクリックしてください。

＜Windows10をご利用のお客さま＞
Windows10をご利用のお客さまにつきましては、以下2点
の事象が起こることがあります。
ブラウザの仕様に伴うものであり、当行ビジネスWebの操
作に支障はありませんが、参考「Windows10をご利用のお
客さま」
（189ページ）の操作をお願いいたします。
1．電子証明書ログインを押下後、
「証明書の選択」画面が表
示されない
2．電 子証明書が1台のパソコンに複数枚登録されている
が、1つしか表示されない

「みなとビジネスWeb」では、よりセキュリティ強度の高い電子
証明書による認証を推奨しております。
［ログイン］ボタンをクリックすると、ダイアログが表示されま
すので、メッセージをご確認のうえ、
［OK］ボタンをクリックし
てください。
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ログインIDおよびログインパスワードは、ログインID取得時に

6．
「トップページ」
画面が表示されます。

入力していただいた文字列を入力してください。

「トップページ」画面からは、過去3回のご利用履歴（ログイ
ン日時やログインユーザ名）や当行からのお知らせを確認

「ソフトウェアキーボードを開く」ボタンをクリックすると、画
面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを
入力することができます。

することができます。

4．下記
「トランザクション認証利用開始登録」画面が表示され
ますので、トランザクション認証（カメラ付きトークン）の
初期設定をしてください。詳細ははじめてご利用のお客さ
ま
（マスターユーザ）
（17ページ）を参照ください。
また、
「 ワンタイムパスワード利用開始登録（ハードトーク
ン）
」画面が表示された場合は、ワンタイムパスワード（ハー
ドトークン）の利用開始登録をしてください。詳細はワンタ
イムパスワード
（ハードトークン）のご利用開始登録（24
ページ）を参照ください。

5．
「ログイン時お知らせ」画面が表示されます。
ご確認後、
［次へ］ボタンをクリックしてください。
※設定により本画面が表示されない場合があります。手順
［6.］へお進みください。
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3．
「ログイン」
画面が表示されます。

初期設定（管理者ユーザ・一般ユーザの場合）

［電子証明書発行］
ボタンをクリックしてください。

複数ユーザでご利用する場合は事前に「利用者情報登録」画面
（25ページ参照）にて、利用者の設定を行って下さい。
「みなとビジネスWeb」をご利用いただくためには、ログイン
ID・電子証明書を取得していただきます。
また、初回ログイン時にパスワードの変更を行っていただきま
す。

電子証明書取得
「みなとビジネスWeb」をはじめてご利用のお客さまは、
「 電子
証明書発行」を行ってください。
1．当 行ホームページの「法人・個人事業主のお客さま」をク
リックしてください。

4．
「証明書取得認証」
画面が表示されます。
「証明書発行アプリのダウンロード」ボタンをクリックして
ください。

2．
「みなとビジネスWeb」
の
［ログイン］
ボタンをクリックして
ください。

アプリcc0562setup.msiがダウンロードされますので「ファ
イルを開く」
をクリックしてインストールを実行してください。

「電子証明書発行アプリ」は電子証明書の発行、更新の際に利用
しますので最初に必ずインストールしてください。
（インストー
ル は 最 初 に1度 だ け で 毎 回 は 不 要 で す。
）イ ン ス ト ー ル し た
Windowsユーザーのみ利用可能です。
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5．インストーラが起動しますのでセットアップウイザードに

8．イ ンストール終了画面が表示されたら「完了」ボタンをク

従って操作してください。初期画面から「次へ」ボタンをク

リックしてください。

リックしてください。

9．
「証明書取得認証」画面より
「証明書発行アプリの起動」ボタ
ンをクリックしてください。

6．インストールフォルダが表示されますのでそのまま「次へ」
ボタンをクリックしてください。

10．注 意表示画面が出れば「OK」ボタンをクリックしてくだ
さい。証明書発行アプリがダウンロードされていなけれ
ば９の「証明書取得認証」画面より「証明書発行アプリの
ダウンロード」
を行ってください。

7．準 備完了画面が表示されたら「インストール」ボタンをク
リックしてください。

✓を入れて
11．証明書アプリより右の実行要求された場合は□
「開く」
ボタンをクリックしてください。
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初回ログイン（お客さま情報の登録）

12．
「証明書取得」画面が表示されますので「証明書発行」ボタ
ンをクリックしてください。

1．
「ログイン」
画面が表示されます。

電子証明書方式のお客さまの場合
［電子証明書ログイン］ボタンをクリックし、証明書を選択の上
「OK」
ボタンを押してください。

13．
「証明書取得結果」画面が表示されますので「ログイン
ID」、
「ログインパスワード」を入力して「認証して発行」ボ
タンをクリックしてください。

14．
「証明書発行結果」画面が表示されます。
電子証明書の発行とインストールが完了しましたの表示
をご確認のうえ
「閉じる」
ボタンをクリックしてください。

ブラウザが閉じますので、
一度全てのブラウザを閉じてください。
再度ブラウザを立ち上げ、当行ホームページから「法人・個人事
業主のお客さま」をクリックし、
「みなとビジネスWeb」の［ログ
イン］
ボタンをクリックしてください。
※一度全てのブラウザを閉じることで、電子証明書が有効とな
ります。
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ID・パスワード方式のお客さまの場合

＜Windows10をご利用のお客さま＞

ログインIDおよびログインパスワードを入力し、
［ログイン］ボ

Windows10をご利用のお客さまにつきましては、以下2点

タンをクリックしてください。

の事象が起こることがあります。
ブラウザの仕様に伴うものであり、当行ビジネスWebの操
作に支障はありませんが、参考「Windows10をご利用のお
客さま」
（189ページ）の操作をお願いいたします。
1．電子証明書ログインを押下後、
「証明書の選択」画面が表
示されない
2．電 子証明書が1台のパソコンに複数枚登録されている
が、1つしか表示されない
「ログイン」画面が表示されますので、ログインパスワードを入
力し、
［ログイン］ボタンをクリックしてください。

「みなとビジネスWeb」では、よりセキュリティ強度の高い電子
証明書による認証を推奨しております。
［ログイン］ボタンをクリックすると、ダイアログが表示されま
すので、メッセージをご確認のうえ、
［OK］ボタンをクリックし
てください。

ログインパスワードは、ログインID取得時に入力していただい
た文字列を入力してください。
「ソフトウェアキーボードを開く」ボタンをクリックすると、画
面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを
入力することができます。

ログインIDおよびログインパスワードは、ログインID取得時に
入力していただいた文字列を入力してください。
「ソフトウェアキーボードを開く」ボタンをクリックすると、画
面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを
入力することができます。
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2．
「トランザクション認証利用開始登録選択」画面が表示され

新しいログインパスワードおよび新しい確認用パスワードは、

ます。

お客さまが任意の文字列をお決めいただいて入力してくださ

操作方法は、
「 はじめてご利用のお客さま」または、
「 他の

い。

ユーザが利用しているトークンをご利用のお客さま」をご
参照ください。

・半角英数字記号6文字以上12文字以内で入力してください。
・英字は大文字と小文字を区別します。
「ソフトウェアキーボードを開く」ボタンをクリックすると、画
面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを
入力することができます。
4．
「パスワード変更結果」
画面が表示されます。
ご確認後、
［確認］
ボタンをクリックしてください。

3．下 記の画面「パスワード強制変更」画面が表示された場合
は、現在のパスワードおよび新しいパスワードを入力し、
〔実行〕ボタンをクリックしてください。
な
 お、
「パスワード強制変更」画面は、マスターユーザ様が利
用者情報登録時に[ログイン時に強制変更する]にチェック
をした場合のみ表示されます。

5．
「トップページ」
画面が表示されます。
「トップページ」画面からは、過去3回のご利用履歴（ログイ
ン日時やログインユーザ名）や当行からのお知らせを確認
することができます。
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トランザクション認証（カメラ付きトークン）の設定
トランザクション認証とは、トークン上に表示された取引情報
（振込金額や振込先口座情報など）を利用者が確認して認証を行
う方法です。
MITB
（Man In The Browser）攻撃による被害を未然に防ぎ、
インターネット上の取引を非常に安全に行うことができます。

●概要
トランザクション認証用トークンとは、取引情報を元に生成さ
れた二次元コードを読み取り、暗証番号（トランザクション認証
番号）
を表示させる、小型の端末です。
本トークンは、以下のような特徴を持っています。
・小型なため、持ち運びが便利です。
・耐久性があり、壊れにくくなっています。
・電池を交換することで、長期間のご利用が可能です。

・中央ボタンの長押し（2秒）は電源OFFとなるので注意してく
ださい。
・自 動電源OFFとなるまでの時間は、
40秒、
60秒、90秒と表
示されている画面によって異なります。
・カ メラが起動後、約20秒の間に二次元コードを読み取らな
かった場合は、
エラー画面に切り替わります。
●トランザクション認証（カメラ付きトークン）の入力タイミング
以下の操作時に入力が必要となります。
・都度振込
（新規振込先へのお振込）
・振込先管理
（振込先の登録・変更）
・総合振込、
給与振込
（口座指定時、
ファイル受付時、
承認時）
・ペイジー
（税金、
各種料金の払込み）
・ユーザ・トークン管理
・みなと外為WEB仕向送金
（承認時）

はじめてご利用のお客さま（マスターユーザ）
ご利用開始日以降の初回ログイン時に
「ご利用開始登録」
（初期
設定）
が必要です。
以下は、企業内ではじめて「カメラ付きトークン」をご利用
になる場合の説明となります。
ご操作に誤りがありますと、当行にて「初期化」が必要とな
る場合がありますので、十分ご注意のうえ、操作をお願いい
たします。
なお、他のユーザが新たに別のトークンをご利用いただく
場合は、
「 ◎はじめてご利用のお客様
（管理者ユーザ・一般
ユーザ）」を、他のユーザがご利用中のトークンを
「共用」す
る場合は「◎他のユーザが利用しているトークンをご利用
のお客さま」
をご参照ください。
また、
「法人インターネットバンキング」－「お知らせ」－
「み
なとビジネスWebにて「トランザクション認証」の取扱を開
始しました」内に操作マニュアルを掲示しておりますので、
併せてご参照ください。
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1．ビジネスWebへログイン後に「トランザクション認証利用

3．
「カメラ付きトークン」に下記画面
（
［DP002］の画面）が表

開始登録」画面が表示されるので、カメラ付きトークン裏面

示されます。

に表示のシリアル番号を2回入力してください。

そのまま「Continue（右ボタン）」を40秒以内に押してくだ
さい。
【ご注意】
「カメラ付きトークン」
は何も操作されないまま一定時間
（最短40秒）経過すると、自動的に電源が切れますので、
電源が切れないうちに操作をお願いいたします。
なお、
万一自動的に電源が切れた場合は、
改めて最初から
操作をお願いすることがございます。
ご注意ください。

2．
「カメラ付きトークン」を最初にご利用される際は電池ボッ
クスに付いている白いビニールをゆっくりと引き抜いて下
さい。
その後「カメラ付きトークン」の中央ボタンを長押し（2秒
程度）し、電源をONにする。
（下記の画面が表示されます）
4．
「カメラ付きトークン」のカメラが起動しますので、みなと
ビジネスWebの画面の「トークン認証」欄の「トークン認証
コード」欄に表示されている
「二次元コード」にカメラをか
ざして読み取って下さい。
※カメラで二次元コードをうつす
（かざす）と自動で読み取
ります。
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5．
【この操作は90秒以内に行ってください】

7．
【この操作は40秒以内に行ってください】

「二次元コード」を読み取ると、
「 カメラ付きトークン」に

6.で
「Done」
（右ボタン）を押すと、
［DP008］の画面が表示

「トークン認証コード」
（12桁）が表示されますので、みなと

されますので、そのまま「Continue」
（右ボタン）を押してく

ビジネスWebの「トークン認証コード」欄に入力し、みなと
ビジネスWebの
「トークン認証」ボタンをクリックしてく
ださい。
その後、みなとビジネスWebの画面が変わり、再度「二次元
コード」が表示されるのを、確認してください。
「二次元コード」が表示されたのを確認されたら、
「カメラ付
きトークン」の「Done」
（右ボタン）を押してください。

ださい。

【ご注意】
90秒経過しますと、
「 カメラ付きトークン」の電源が切
れますので、ビジネスWebを一旦ログアウト・再ログイ
ンのうえ再度2.（電源を入れる）から操作をお願いいた
します。この場合、シリアル番号の再入力は不要です。

8．
「カメラ付きトークン」のカメラが起動しますので、再度、ビ
ジネスWebの
「トランザクション認証番号」欄に表示され
ている「二次元コード」にカメラをかざして、読み取ってく
ださい。

6．
【この操作は40秒以内に行ってください】
5.で
「Done」
（右ボタン）を押すと、
［DP007］の画面が表示
されますので、そのまま「Yes」
（ 右ボタン）を押してくださ
い。
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9．
「カメラ付きトークン」に「トランザクション認証番号」
（８

12．ビ ジネスWeb画面の「登録完了」にチェックを入れ、
「 認証

桁）が表示されますので、ビジネスWebの「トランザクショ

確認」
ボタンをクリックしてください。

ン認証番号」欄に画面に表示された「トランザクション認証
番号」
（8桁）を入力してください。
その後、
90秒以内に
「カメラ付きトークン」の「Done」
（右ボ
タン）を押下してください。

13．ビ ジネスWebの画面に
「ご確認願います！！」という画面
が表示されます。表示されている内容をご確認の上、
「OK」
ボタンをクリックしてください。
この後、ビジネスWebの画面に「ログイン後のお知らせ」ま
たは「トップページ」が表示されれば「ご利用開始登録」
（初期
設定）は完了となり、
「トランザクション認証」をご利用いた
だける状態になります。

10．
【この操作は40秒以内に行ってください】


「カメラ付きトークン」に［DP011］の画面が表示されます
ので、
「Yes」
（右ボタン）を押してください。

11．
「カメラ付きトークン」

に下記文言が表示されるのを確認し
てください。
な お、下 記 文 言 が 表 示 さ れ な い 場 合 は、表 示 さ れ る ま で
「Continue」
（右ボタン）を押下してください。
表示される文言：The device is activated

14．こ こで操作を終了される場合は、
「 カメラ付きトークン」の
「中央ボタン」を長押し
（2秒以上）し、電源をOFFしてくだ
さい。
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4．カメラ付きトークンに
［DP017］の画面が表示されますの

●トランザクション認証番号の入力誤りがあったときは

で、
再度
「Yes」
（右ボタン）
を押下してください。

以下は、◎はじめてご利用のお客さま（マスターユーザ）の
9.で
「トランザクション認証番号」
（8桁）が表示され、入力誤
りとなった場合の説明となります。
1．
「トランザクション認証番号」
（8桁）の入力誤りがあった場
合は、エラー番号［BZBE011301］が表示されます。
このエラー画面が表示された場合は、ビジネスWebを一旦
「ログアウト」し、その後再度「ログイン」してください。

5．下 記の文言が表示されます。文言を確認の上、
「Continue」
（右ボタン）
を押下してください。
表示される文言：The activation was delete successfully

2．再 度「ログイン」を行うと、
「 トランザクション認証」画面が
表示され、二次元コードが表示されます。
「 カメラ付きトー
クン」のトークン」の
「Continue」
（ 右ボタン）を押下してく
ださい。
6．
「カメラ付きトークン」
の画面に
「トークン認証番号」
（12桁）
が表示されますので、
「 トランザクション認証番号」欄に表
示された「トランザクション認証番号」を入力し、
「トークン
認証」
をクリックしてください。

3．カメラが起動しますので、ビジネスWebの画面に表示され
ている
「二次元コード」にカメラをかざすと、
「 カメラ付き
トークン」に［DP004］の画面が表示されますので、
「Yes」
（右ボタン）を押下してください。

7．以 降は、
「 ◎はじめてご利用のお客さま（マスターユーザ）
」
の6.以降の登録をしてください。
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2．
「トランザクション認証利用開始登録」画面が表示されます

はじめてご利用のお客さま（管理者ユーザ・一般ユーザ）

ので、マスターユーザと同様に利用開始登録を行ってくだ
さい。

以下は、他のユーザさまが新たに別のトークンをご利用いた

詳細は◎はじめてご利用のお客さま（マスターユーザ）
（17
ページ）
を参照ください。

だく場合の手順です。
企業内ではじめてトークンを利用される場合は、◎はじめて
ご利用のお客さま（マスターユーザ）を、他のユーザが利用中
のトークンを「共用」される場合は、◎他のユーザが利用して
いるトークンをご利用のお客さまをご参照ください。

1．
「みなとビジネスWeb」
にログインすると、
「トランザクショ
ン認証利用開始登録選択」画面が表示されます。
「トークン選択」欄にある［新規トークン］を選択し、
［トーク
ン選択］ボタンをクリックしてください。
なお、前記
「●トランザクション認証（カメラ付きトークン）
の入力タイミング」に記載の利用権限があるユーザのみ表
示されます。
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4．
「みなとビジネスWeb」にログインをすると、
「 トランザク

他のユーザが利用しているトークンをご利用のお客さま

ション認証利用開始登録選択」
画面が表示されます。
「利用開始登録済トークン」を選択し、前記3.確認した「トー
クンコード」を選択のうえ、
「次へ」ボタンをクリックしてく
ださい。
なお、企業内でご利用中のカメラ付きトークンが１個の場
合は、
「トークンコード」
の選択は不要です。

以下は、マスターユーザ等他のユーザ様が利用中のカメラ付
きトークンを「共用」される場合の手順です。
他のユーザさまが別のカメラ付きトークンをご利用になる場
合は、◎はじめてご利用のお客さま（管理者ユーザ・一般ユー
ザ）
（22ページ）を参照ください。
1．共 用するトークンコードを確認します。カメラ付きトーク
ンの電源がオフとなっている状態で、
「 左ボタン」を押下し
たまま、
「中央ボタン」を長押ししてください。
なお、企業内でご利用中のトークンが１個の場合は、トーク
ンコードを確認する必要ありませんので、下記4.のログイ
ンまでお進みください。

5．
「カメラ付きトークン」の
「Back」
（左ボタン）を押下してく
ださい。

2．画 面に「Token info」が選択されていることをご確認のう
え、
「OK」
（右ボタン）を押下してください。
6．
「▲▼」
（左ボタン）で「

」を選択し、
「OK」ボタン
（右ボタン）
を押下してください。
カ メ ラ が 起 動 し ま す の で、ビ ジ ネ スWebの「 ト ラ ン ザ ク
ション認証番号」欄に表示されている
「二次元コード」にカ
メラをかざして読み取ってください。

3．
「カメラ付きトークン」
に
「トークンコード」
が表示されます。
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7．
「カメラ付きトークン」に「トランザクション認証番号」
（８

ワンタイムパスワード
（ハードトークン）
の設定

桁）が表示されますので、
「トランザクション認証番号」欄に
入力のうえ、
［認証確認］ボタンをクリックしてください。

●ワンタイムパスワード
（ハードトークン）
とは
「ワンタイムパスワード

（ハードトークン）
」とは、専用機器
（ハードトークン）に生成・表示される1分ごとに変化する使
い捨てのパスワードです。
１分後には使えなくなることから、お客さまはより安全にお
取引いただけます。

この後、ビジネスWebの画面に「ログイン後のお知らせ」
または「トップページ」が表示されれば、ご利用開始登録
は完了となり、トランザクション認証が利用出来る状態
となります。

●ワンタイムパスワードの入力タイミング
以下の操作時に入力が必要となります。
・
「都度振込」
実行時
・
「総合振込・給与振込」
承認時
・
「ペイジー」
（税金・各種料金の払込み）
実行時
・
「ユーザ・トークン管理」時（ユーザの追加・変更・権限設
定/トークン紛失など）
・
「みなと外国為替WEB仕向送金」承認時
（みなと外国為替
WEBをご利用のお客さまのみ）

ご利用開始登録
ご利用開始日以降の初回ログイン時に、
「ご利用開始登録」
（初期
設定）
が必要です。
ただし、前記●ワンタイムパスワードの入力タイミングに記載
の利用権限があるユーザのみ表示されます。
1．みなとビジネスWebへログイン後に「ワンタイムパスワー
ド利用開始登録
（ハードトークン）
」画面が表示されるので、
以下の内容を入力後、
〔認証確認〕
ボタンをクリックする。

トランザクション認証(カメラ付きトークン）の起動について
1．
「カメラ付トークン」の「中央ボタン」を長押し（２秒）すると
電源がONになります。
「ご利用開始登録」
（初期設定）が完了していると、カメラが
起動します。

シリアル番号

ハードトークン裏面の
「シリアル番号」
（数字
8 ～ 12桁）

ワンタイム
パスワード

ハードトークン表面に表示されているワンタ
イムパスワード
（数字6桁）

2．ビジネスWebの画面上に表示されている二次元コードにカ
メラをかざし、
「 カメラ付きトークン」に表示されているト
ランザクション認証番号を入力してください。

お手元に専用機器（ハードトークン）が届いていない場合は、
［トークン利用開始登録の省略］ボタンをクリックしてくださ
い。
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2．ワ ンタイムパスワードの利用登録が完了すると、次の画面
へ遷移しますので、引き続き初期設定、または操作をご継続
ください。

管

2．
「作業内容選択」
画面が表示されます。

理

［利用者情報の管理］
ボタンをクリックしてください。

複数ユーザでのご利用（利用者情報）
「みなとビジネスWeb」では、マスターユーザを含む管理者が、
他の利用者の方
（
「一般ユーザ」といいます）のログインID等を
追加することにより、複数のユーザでご利用いただくことがで
きます。
また、利用できるサービスや口座の制限を設定することもでき
ます。
マスターユーザを含め、最大100名までご利用いただくことが
できます。
◆ユーザについて
ユーザ名

利用権限など

１企業に対して１人のみ登録できます。
サービス開始時、初めにログインID取得を
行った利用者を示します。
マスターユーザ マスターユーザ自身を含むすべての利用
者を管理できます。
管理者ユーザの登録はマスターユーザの
みができます。
管理者ユーザ

パスワードご失念時の再設定、手数料の変
更、一般ユーザの登録、利用パソコンの変
更などに伴う電子証明書の失効が利用で
きます。

一般ユーザ

照会や振込操作等マスターユーザまたは
管理者ユーザが設定した作業のみ利用で
きます。

3．
「利用者一覧」
画面が表示されます。
［新規登録］
ボタンをクリックしてください。

利用者情報登録
1．
［管理］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、
［利用者管理］ボタン
をクリックしてください。
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4．
「利用者登録[基本情報]」画面が表示されます。

5．
「利用者登録[権限]」
画面が表示されます。

一般ユーザのログインID、ログインパスワード、利用者名、

必要なサービスの利用権限を設定し、
［ 次へ］ボタンをク

メールアドレスを設定し、
［次へ］ボタンをクリックしてく

リックしてください。

ださい。

ログインIDおよびログインパスワードは、管理者ユーザが任意
の文字列をお決めいただいて入力してください。
・半角英数字記号6文字以上12文字以内で入力してください。
・英字は大文字と小文字を区別します。
・入 力されたログインIDが既に他のお客さまにより登録され
ている場合、新たに登録できません。
・
「ログイン時に強制変更する」のチェックについて：
初
 回ログイン時にパスワード強制変更をご希望でないお客さ
まはチェックを外して下さい。
「ソフトウェアキーボードを開く」ボタンをクリックすると、画
面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを
入力することができます。

各種利用権限の詳細は巻末の用語集
「利用権限」
をご参照くださ
い。

マスターユーザが利用者情報登録を行う場合にのみ、新たに登
録するユーザに管理者権限を付与することができます。
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7．
「利用者登録確認」
画面が表示されます。

6．
「利用者登録[口座]」画面が表示されます。
利用可能口座を選択のうえ、限度額を入力し、
［登録］ボタン

内容をご確認後、確認用パスワードおよびトランザクショ

をクリックしてください。

ン認証番号を入力のうえ、
［ 実行］ボタンをクリックしてく
ださい。
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利用者情報変更・削除
ログインID、パスワード、ユーザー名、メールアドレス、利用者
権限、
利用限度額などを変更・削除できます。
1．
［管理］
メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、
［利用者管理］ボタン
をクリックしてください。

2．
「作業内容選択」
画面が表示されます。
［利用者情報の管理］
ボタンをクリックしてください。
トランザクション認証番号は、画面に表示される内容と、トラン
ザクション認証用トークンに表示される
①登録対象者のログインID
②利用者区分
が同じであることを確認し、入力してください。

ワンタイムパスワード
（ハードトークン）をご利用の場合、トラ
ンザクション認証番号入力欄は表示されず、ワンタイムパス
ワード入力欄が表示されます。
［ソフトウェアキーボードを開く］ボタンをクリックすると、画
面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを
入力することができます。
8．
「利用者登録結果」画面が表示されます。
ご確認後、
［ ホームへ］ボタンをクリックすると、
「 トップ
ページ」画面へ戻ることができます。
［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示さ
れます。
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3．
「利用者一覧」画面が表示されます。

4．
「利用者変更[基本情報]」
画面が表示されます。
変更する項目を設定し、
［次へ］ボタンをクリックしてくだ

変更するユーザを選択し、
［変更］ボタンをクリックしてく
ださい。

さい。

［削除］ボタンをクリックすると、マスターユーザおよび操作者
自身を除く一般ユーザを削除することができます。
［照会］ボタンをクリックすると、該当ユーザの情報を照会する
ことができます。

一般ユーザがログインパスワードおよび確認用パスワードを一
定回数以上連続して間違えた場合、そのユーザはサービスが利
用できなくなります。
管理者ユーザが、該当の一般ユーザのログインパスワードおよ
び確認用パスワードを変更することにより、利用を再開させる
ことができます。
「ログイン時に強制変更する」にチェックを入れると、一般ユー
ザの初回ログイン時にログインパスワードの変更が必要になり
ます。
「ソフトウェアキーボードを開く」ボタンをクリックすると、画
面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを
入力することができます。
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5．
「利用者変更[権限]」画面が表示されます。

6．
「利用者変更
［口座］
」
画面が表示されます。

変更する項目を設定し、
［次へ］ボタンをクリックしてくだ

変更する項目を設定し、
［変更］ボタンをクリックしてくだ

さい。

さい。

各種利用権限の詳細はこちらをご参照ください。
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7．
「利用者登録確認」画面が表示されます。
内容をご確認後、確認用パスワードおよびトランザクショ
ン認証番号を入力のうえ、
［ 実行］ボタンをクリックしてく
ださい。

トランザクション認証番号は、
画面に表示される内容と、トラン
ザクション認証用トークンに表示される
①登録対象者のログインID
②利用者区分
が同じであることを確認し、
入力してください。

ワンタイムパスワードをご利用の場合、トランザクション認証
番号入力欄は表示されず、ワンタイムパスワード入力欄が表示
されます。
［ソフトウェアキーボードを開く］ボタンをクリックすると、画
面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを
入力することができます。
8．
「利用者登録結果」
画面が表示されます。
ご確認後、
［ ホームへ］ボタンをクリックすると、
「 トップ
ページ」
画面へ戻ることができます。
［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示さ
れます。
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3．
「利用者停止・解除一覧」
画面が表示されます。

利用者停止・解除

サービス状態を変更する利用者、変更後のサービス状態を

ユーザの利用を停止または停止解除することができます。複数

選択のうえ、確認用パスワードを入力し、
［実行］ボタンをク

のユーザの利用停止／解除を一括で行うことができます。

リックしてください。

1．
［管理］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、
［利用者管理］ボタン
をクリックしてください。

2．
「作業内容選択」画面が表示されます。
［利用者停止・解除］ボタンをクリックしてください。

操作者ご自身をログインパスワード利用停止に変更する場合
は、
意思確認にチェックを入れてください。
［ソフトウェアキーボードを開く］ボタンをクリックすると、画
面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを
入力することができます。
4．
「利用者停止・解除結果」
画面が表示されます。
ご確認後、
［ ホームへ］ボタンをクリックすると、
「 トップ
ページ」
画面が表示されます。
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3．
「パスワード変更」
画面が表示されます。

パスワード変更

変更するパスワードを選択のうえ、現在のパスワードおよ
び新しいパスワードを入力し、
［ 実行］ボタンをクリックし

「みなとビジネスWeb」をご利用いただくためのパスワードを

てください。

変更することができます。
セキュリティを高めるために、定期的にパスワード等の変更を
お勧めします。
1．
［管理］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、
［利用者管理］ボタン
をクリックしてください。

2．
「作業内容選択」画面が表示されます。
［パスワード変更］ボタンをクリックしてください。

新しいログインパスワードおよび新しい確認用パスワードは、
お客さまが任意の文字列をお決めいただいて入力してくださ
い。
・半角英数字記号6文字以上12文字以内で入力してください。
・英字は大文字と小文字を区別します。
変更しないパスワードについては
「変更しない」を選択し、何も
入力せずに実行することもできます。
「ソフトウェアキーボードを開く」ボタンをクリックすると、画
面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを
入力することができます。
4．
「パスワード変更結果」
画面が表示されます。
ご確認後、
［ ホームへ］ボタンをクリックすると、
「 トップ
ページ」
画面へ戻ることができます。
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3．
「企業情報変更」
画面が表示されます。

企業情報変更

企業情報、承認機能の利用有無、限度額の各項目を入力し、
［変更］
ボタンをクリックしてください。

「みなとビジネスWeb」をご利用いただくための企業情報、先方
負担手数料情報、振込手数料情報を変更することができます。

企業情報の変更
マスターユーザを含む管理者は、企業情報を変更することがで
きます。
1．
［管理］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、
［企業管理］ボタンを
クリックしてください。

2．
「作業内容選択」画面が表示されます。
［企業情報の変更］ボタンをクリックしてください。
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4．
「企業情報変更確認」画面が表示されます。

先方負担手数料の登録・変更（振込振替）

内容をご確認後、確認用パスワードを入力し、
［実行］ボタン
をクリックしてください。

振込振替の振込データ作成時に使用する先方負担手数料情報を
登録することができます。
※マスターユーザまたは管理者ユーザのログイン時のみ表示さ
れます。
振込手数料を先方負担とした振込先は、入力された支払金額か
ら振込手数料相当額が自動的に差し引かれます。
【ご注意】
総合振込に用いる先方負担手数料とは、
別の管理になります。総
合振込の先方負担手数料については、
「先方負担手数料の登録・
変更
（総合振込）
」
をご参照ください。
1．
［管理］
メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、
［企業管理］ボタンを
クリックしてください。

2．
「作業内容選択」
画面が表示されます。
［先方負担手数料［振込振替］の変更］ボタンをクリックして
ください。

5．
「企業情報変更結果」画面が表示されます。
ご確認後、
［ ホームへ］ボタンをクリックすると、
「 トップ
ページ」画面へ戻ることができます。
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3．
「先方負担手数料［振込振替」変更」画面が表示されます。

先方負担手数料の照会（振込振替）

適用最低支払金額、基準手数料の使用有無、支払金額範囲、
手数料区分を入力し、
［変更］ボタンをクリックしてくださ

振込振替の振込データ作成時に使用する先方負担手数料情報を

い。

照会する事ができます。
※一般ユーザのログイン時のみ表示されます。
振込手数料を先方負担とした振込先は、入力された支払金額か
ら振込手数料相当額が自動的に差し引かれます。
【ご注意】
総合振込に用いる先方負担手数料とは、
別の管理になります。総
合振込の先方負担手数料については、
「 先方負担手数料の照会
（総合振込）
」
をご参照ください。
1．
［管理］
メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので［企業管理］ボタンをク
リックしてください。

2．
「作業内容選択」
画面が表示されます。
［先方負担手数料［振込振替］の照会］ボタンをクリックして
ください。

当行の基準手数料を使用する場合は、
「使用する（常に最新の基
準手数料を使用する）」を選択してください。
基準手数料が変更になった場合でも、自動で更新されます。
［手数料を読み込む］ボタンをクリックすると、当行の基準手数
料を読み込むことができます。
4．
「先方負担手数料［振込振替］変更結果」画面が表示されます。
ご確認後、
［ ホームへ］ボタンをクリックすると、
「 トップ
ページ」画面へ戻ることができます。
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3．
「先方負担手数料［振込振替］照会」画面が表示されます。

2．
「作業内容選択」
画面が表示されます。

ご確認後、
［企業管理メニューへ］ボタンをクリックすると、

［先方負担手数料［総合振込］の変更］ボタンをクリックして

「作業内容選択」画面へ戻ることができます。

ください。

先方負担手数料の登録・変更（総合振込）
「みなとビジネスWeb」をご利用いただくための企業情報、先方
負担手数料情報、振込手数料情報を変更することができます。
総合振込の振込データ作成時に使用する先方負担手数料情報を
登録することができます。
※マスターユーザまたは管理者ユーザのログイン時のみ表示さ
れます。
振込手数料を先方負担とした振込先は、入力された支払金額か
ら振込手数料相当額が自動的に差し引かれます。
【ご注意】
振込振替に用いる先方負担手数料とは、別の管理になります。
振
込振替の先方負担手数料については、
「先方負担手数料の登録・
変更
（振込振替）」をご参照ください。
1．
［管理］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、
［企業管理］ボタンを
クリックしてください。
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3．
「先方負担手数料［総合振込］変更」画面が表示されます。

1．
［管理］
メニューをクリックしてください。

適用最低支払金額、基準手数料の使用有無、支払金額範囲、

「業務選択」画面が表示されますので、
［企業管理］ボタンを

手数料区分を入力し、
［変更］ボタンをクリックしてくださ

クリックしてください。

い。

2．
「作業内容選択」
画面が表示されます。
［先方負担手数料［総合振込］の照会］ボタンをクリックして
ください。

当行の基準手数料を使用する場合は、
「使用する（常に最新の基
準手数料を使用する）」を選択してください。
基準手数料が変更になった場合でも、自動で更新されます。

3．
「先方負担手数料
［総合振込］
照会」
画面が表示されます。
ご確認後、
［企業管理メニューへ］ボタンをクリックすると、
「作業内容選択」
画面へ戻ることができます。

［手数料を読み込む］ボタンをクリックすると、当行の基準手数
料を読み込むことができます。
4．
「先方負担手数料［総合振込］変更結果」画面が表示されます。
ご確認後、
［ ホームへ］ボタンをクリックすると、
「 トップ
ページ」画面へ戻ることができます。

先方負担手数料の照会（総合振込）
総合振込の振込データ作成時に使用する先方負担手数料情報を
照会することができます。
※一般ユーザのログイン時のみ表示されます。
振込手数料を先方負担とした振込先は、入力された支払金額か
ら振込手数料相当額が自動的に差し引かれます。
【ご注意】
振込振替に用いる先方負担手数料とは、別の管理になります。
振
込振替の先方負担手数料については、
「 先方負担手数料の照会
（振込振替）」をご参照ください。
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3．
「振込手数料
［総合振込］
変更」
画面が表示されます。

振込手数料の登録・変更（総合振込）

基準手数料の使用有無、振込金額範囲、手数料区分を入力

「みなとビジネスWeb」をご利用いただくための企業情報、先方

し、
［変更］
ボタンをクリックしてください。

負担手数料情報、振込手数料情報を変更することができます。
総合振込の振込データ作成時に使用する振込手数料情報を登録
することができます。
※マスターユーザまたは管理者ユーザのログイン時のみ表示さ
れます。
1．
［管理］メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、
［企業管理］ボタンを
クリックしてください。

2．
「作業内容選択」画面が表示されます。
［振込手数料［総合振込］の変更］ボタンをクリックしてくだ
さい。

当行の基準手数料を使用する場合は、
「使用する
（常に最新の基
準手数料を使用する）
」
を選択してください。
基準手数料が変更になった場合でも、
自動で更新されます。
［手数料を読み込む］ボタンをクリックすると、当行の基準手数
料を読み込むことができます。
4．
「振込手数料
［総合振込］
変更結果」
画面が表示されます。
ご確認後、
［ ホームへ］ボタンをクリックすると、
「 トップ
ページ」
画面へ戻ることができます。

振込手数料の照会（総合振込）
総合振込時に使用する振込手数料情報を照会することができま
す。
※一般ユーザのログイン時のみ表示されます。
1．
［管理］
メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、
［企業管理］ボタンを
クリックしてください。
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2．
「作業内容選択」画面が表示されます。

お知らせ

［振込手数料［総合振込］の照会］ボタンをクリックしてくだ
さい。

当行からのご連絡やご案内を確認することができます。

メッセージの表示
1．
［ホーム］
メニューをクリックしてください。
「トップページ」画面が表示されますので、お知らせ一覧か
ら内容をご確認したいお知らせのタイトルをクリックして
ください。

3．
「振込手数料［総合振込］照会」画面が表示されます。
ご確認後、
［企業管理メニューへ］ボタンをクリックすると、
「作業内容選択」画面へ戻ることができます。

2．
「お知らせ詳細」
画面が表示されます。
ご確認後、
［お知らせ一覧へ］ボタンをクリックすると、
「お
知らせ一覧」画面から全てのお知らせのタイトルをご確認
いただけます。
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全タイトルの表示

メッセージの削除

1．
［ホーム］メニューをクリックしてください。

1．
［ホーム］
メニューをクリックしてください。

「トップページ」画面が表示されますので、お知らせ一覧か
ら
［全てのお知らせを表示］ボタンをクリックしてくださ
い。

「トップページ」画面が表示されますので、お知らせ一覧か
ら［全てのお知らせを表示］ボタンをクリックしてくださ
い。

2．
「お知らせ一覧」画面が表示されます。
全てのお知らせのタイトルをご確認いただけます。
内容をご確認したいお知らせの［詳細］ボタンをクリックし
てください。

2．
「お知らせ一覧」
画面が表示されます。
削除したいお知らせの［削除］ボタンをクリックしてくださ
い。
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3．
「お知らせ削除」画面が表示されます。

取

削除してもよろしければ［削除］ボタンをクリックしてくだ
さい。

引

残高照会
ご登録いただいた口座の預金残高、お引き出し可能残高を確認
することができます。

残高照会
1．
［明細照会］
メニューをクリックしてください。
「業務選択」画面が表示されますので、
［残高照会］ボタンを
クリックしてください。

4．
「お知らせ一覧」画面が表示されます。
ご確認後、
［戻る］ボタンをクリックすると、
「トップページ」
画面へ戻ることができます。

2．
「口座選択」
画面が表示されます。
残高を確認する口座を選択し、
［照会］ボタンをクリックし
てください。
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