「トランザクション認証（カメラ付トークン）」 操作マニュアル
【目次】
１．「ご利用開始登録」について

・・・・・・・・・・2

１．１

（企業内で）はじめて「カメラ付トークン」をご利用いただく場合

・・・・・・・・・・2

１．２

他のユーザさまがご利用のトークンを「共用」される場合

・・・・・・・・・・7

１．３

（企業内で）別の「カメラ付トークン」をご利用いただく場合

・・・・・・・・・・9

１．４

「ご利用開始登録」の「省略」について

・・・・・・・・・10

２． 「トランザクション認証が必要な操作」について

・・・・・・・・・10

２．１

資金移動時等の「トランザクション認証」操作について

・・・・・・・・・11

２．１．１

振込振替サービス・都度振込承認時のご確認事項

・・・・・・・・・12

２．１．２

振込先登録・変更時（振込振替・総給振）、総給振口座指定時のご確認事項

・・・・・・・・・12

２．１．３

総給振「ファイル受付」時のご確認事項

・・・・・・・・・13

２．１．４

総合振込・給与振込承認時（画面入力・ファイル受付とも）のご確認事項

・・・・・・・・・14

２．１．５

ペイジー払込時のご確認事項

・・・・・・・・・15

２．１．６

ユーザ管理（新規・変更）登録時のご確認事項

・・・・・・・・・15

２．１．７

「トークン失効（一時利用停止）」について

・・・・・・・・・16

２．２

終了時の操作について

・・・・・・・・・17

３． 「カメラ付トークン」の電池交換方法について

・・・・・・・・・18

３．１

電池残量のご確認方法について

４． エラー／警告メッセージ一覧

・・・・・・・・・18
・・・・・・・・・19

４．１

利用開始登録時に発生するエラー／警告メッセージ

・・・・・・・・・19

４．２

トランザクション認証時に発生するエラー／警告メッセージ

・・・・・・・・・20

４．３

その他のエラー／警告メッセージ

・・・・・・・・・20

【補足１.】 「カメラ付トークンの設定が正常にできているか」の確認方法について

・・・・・・・・・21

５． お問合せ先

・・・・・・・・・22

「トランザクション認証（カメラ付トークン）」の操作方法について
１． 「ご利用開始登録」について
「ご利用開始日」（※）以降の初回ログイン時に、以下の通り「ご利用開始登録」（初期設定）を行って下さい。
（※）「ご利用開始日」とは、別紙「送付状」に記載の「ご利用開始日」を指します（以下同様です）

「みなとビジネスWeb」へのログイン後に、下記の通り「ご利用開始登録」（初期設定）をお願いいたします。

１．１

（企業内で）はじめて「カメラ付トークン」をご利用いただく場合

本項は、「（企業内で）はじめて「カメラ付トークン」をご利用になられる場合」の説明となります。
他のユーザさまがご利用中のトークンを「共用」いただく場合は「1.2 他のユーザさまがご利用のトークンを「共用」される場合」を、
他のユーザさまが新たに別のトークンをご利用いただく場合は「１.3 別の「カメラ付トークン」をご利用いただく場合」を、
それぞれご参照願います。

トランザクション認証「ご利用開始日」以降最初のログイン時には、以下の画面が表示されますので、操作方法に従い、
「ご利用開始登録」（初期設定）をお願いいたします。（ご操作に誤りがございますと、当行にて「初期化」が必要となる
場合がございますので、十分ご注意のうえご操作いただきますようお願いいたします）

①

「お手元に「カメラ付トークン」をご用意いただき、当該「カメラ付トークン」
裏面の「シリアル番号」（数字２桁－７桁－１桁）を、「みなとビジネスWeb」
の画面（BLGI022）「トークン情報」の「シリアル番号」欄に２回入力して
ください。

「カメラ付トークン」裏面の「シリアル番号」（数字 ２桁－
７桁－１桁）を、「みなとビジネスWeb」の「トークン情報」
の「シリアル番号」欄に２回入力してください。

カメラ付トークン裏面

（右記の画像に記載の番号は「例」です。
実際は、お手元の「カメラ付トークン」裏面に表示されて
いる番号をご入力願います。

②

2秒
長押し

次に「カメラ付トークン」の「中央ボタン」を長押し
（２秒）し、電源をONにしてください。
（左記の文字が表示されます）

（当該「トークン」を最初にご利用いただく場合は、電池ボックスに付
いている白いビニールを引き抜いてください。）
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③

次に、「カメラ付トークン」に左記画面が表示され
ますので、そのまま「Continue」（右ボタン）を４０秒
以内に押下してください。

【ご注意願います】
「カメラ付トークン」は、何も操作されないまま一定時間（最短４０秒）経過しますと、
自動的に電源が切れますので、電源が切れないうちにご操作いただきますよう、お願
いいたします。
（万一自動的に電源が切れた場合は、最初からご操作いただかなくてはならない場
合もございますので、ご注意願います。)

④

次に、「カメラ付トークン」のカメラが起動しますので、みなとビジネス
Webの画面（BLGI022）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ください。
※カメラで二次元コードを写す（かざす）と 自動で読み取ります。

二次元コード

カメラをかざす

⑤
「A」に表示される数字12桁を「トークン認証
コード」欄に入力し、「トークン認証」ボタンを
クリックしてください。

A
必ず押下願います。
上図に記載の番号（「トークン認証コード」）は「例」です。
実際は、お手元の「カメラ付トークン」画面に表示されている番
号（「トークン認証コード」）をご入力願います。

「二次元コード」を読み取ると、「カメラ付トークン」
の「A」に「トークン認証コード」（計12桁）が表示
されますので、みなとビジネスWebの「トークン
認証」の「トークン認証コード」欄に当該「A」の
「トークン認証コード」（計12桁）を入力し、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。
↓
みなとビジネスWebに、次頁の「二次元コード」
が表示されるのを確認してください。
↓
その後、「カメラ付トークン」の「Done」（右ボタン）を
押下してください（必ず押下願います）。

この⑤の操作は９０秒以内にお願いいたします。
（90秒経過しますと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より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）

必ず４０秒以内に
押下願います。

⑥

上記⑤の後、「カメラ付トークン」には、左記画面が
表示されますので、そのまま４０秒以内に「Yes」
（右ボタン）を押下してください。
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⑦

必ず４０秒以内に
押下願います。

「カメラ付トークン」に左記画面が表示されますので、
そのまま４０秒以内に「Continue」（右ボタン）を押下
してください。
「カメラ付トークン」のカメラが起動しますので、
再度、みなとビジネスWebのトランザクション認証
画面（BLGI023）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。
※カメラで二次元コードを写す（かざす）と、 自動で
読み取ります。（この「ご利用開始登録」では、
上記④とこの⑦の合計２回「二次元コード」を
読み取っていただく必要があります）

二次元コード

カメラをかざす

「B」に表示される数字
8桁を「トランザクション
認証番号」欄に入力
してください。

⑧

B

「カメラ付トークン」の「B」に「トランザクション認証番号」（８桁）
必ず９０秒以内に
が表示されますので、みなとビジネスWebの「トランザクション
押下願います。
認証」画面の「トランザクション認証番号」欄に「B」の「トラン
ザクション認証番号」（８桁）を入力し、その後９０秒以内に
上図に記載の番号（「トランザクション認証番号」）は
「カメラ付トークン」の「Done」（右ボタン）を押下してください。 「例」です。
（必ず押下願います）
実際は、お手元の「カメラ付トークン」画面に表示されてい
る番号（「トランザクション認証番号」）をご入力願います。

⑨

必ず４０秒以内に
押下願います。

「カメラ付トークン」に左記画面が表示されますので、
４０秒以内に「Yes」（右ボタン）を押下してください。
（必ず押下願います）
※ ⑧⑨で「カメラ付トークン」の「右ボタン」を押下
し忘れた場合は、当行にて「初期化」が必要
となりますので、ご注意願います。

⑧⑨でそれぞれ「右ボタン」を（合計２回・・・１回目「Done」、２回目「Yes」）押下してください。
この「右ボタン」の押下を失念されると当行にて「初期化」が必要となりますのでご注意願います。
万一、「右ボタン」押下失念によりエラーとなった場合は、巻末のヘルプデスクへお問合せ願います。
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⑩

この英文が表示されない
場合は、表示されるまで
「右ボタン」を押下してく
ださい。

「カメラ付トークン」に左記の画面（「The device is
activated.」の英文）が表示されますので、ビジネス
Webの画面の「登録完了」にチェックを入れ、
「認証確認」ボタンをクリックしてください。
（この「The device is activated.」の英文が表示
されない場合は、表示されるまで「右ボタン」を押下
してください。）

ここで、「トランザクション認証番号」の入力誤りがあった場合は、P6へお進
みいただき、再度「ご利用開始登録」のご操作をお願いいたします。

⑧⑨で「カメラ付トークン」の「右ボタン」を２回（DoneおよびYes）
押下し、当該トークンに「The device is activated.」が表示さ
れていることをご確認後、「登録完了」欄の、「登録完了」に
チェックを入れ、「認証確認」ボタンをクリックしてください。

⑪

みなとビジネスWebの「認証確認」ボタンを
クリックすると、ビジネスWebには左記の画面が
表示されますので、内容をご確認のうえ「OK」
をクリックしてください。（必ずお読みください）
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）は完了で、
「トランザクション認証」をご利用いただける状態
となります。
ここで、「入力内容に誤りがあります」と表示され
た場合は、「トランザクション認証番号」の入力
に誤りがあった場合ですので、次頁にお進み
願います。
なお、初期設定の完了有無について、
21ページ記載の補足１．「カメラ付トークン
の設定が正常にできているか」をご参照
のうえ、ご確認ください。

2秒
長押し

⑫

ここで操作を終了する場合は、「カメラ付トークン」の
「中央ボタン」を長押し（２秒）し、電源をOFFにしてください。

5 / 22 ページ

⑩で「トランザクション認証番号」の入力誤りがあった場合は、下図１．の画面が表示されます
ので、下記の通りご操作願います。
１．ビジネスWebを、一旦「ログアウト」→「再ログイン」を行ってください。 → P3 ④の画面が表示されます
（「シリアル番号」は既に「ログインＩＤ」と紐付いているので、「シリアル番号」は入力不要です）
２．「カメラ付トークン」に表示されている「Continue」（右ボタン）を押下してください。 → カメラが起動します。
（ここで「カメラ付トークン」の電源が切れている場合は、「中央ボタン」を２秒長押しして電源をONに
してください。 → カメラが起動します。）
３．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「かざして」ください。
（「シリアル番号」は既に「ログインＩＤ」と紐付いているので、「シリアル番号」は入力不要です）
４．「カメラ付トークン」の「Yes」（右ボタン）を押下してください。
５．「カメラ付トークン」に再度「Yes」が表示されますので、「Yes」（右ボタン）を押下してください。
６．「カメラ付トークン」の「Continue」（右ボタン）を押下してください。
７．「カメラ付トークン」に「トークン認証コード」が表示されますので、P3 ⑤から操作を行ってください。

１． 「トランザクション認証番号」の入力誤りがあった場合は、
このエラー画面が表示されますので、
ビジネスWebを一旦「ログアウト」→「再ログイン」
してください。
→P3 ④の画面が表示されます。（シリアル番号は入力不要です）

２．「トークン」の「Continue」
（右ボタン）を押下してください。
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
かざしてください。

４．カメラをかざすと、下記の
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。
The device has already
been activated with
this activation image.
Do you want to
reactivate the device?
[DP004]

５．下記の画面が表示されます
ので、再度「Yes」（右ボタン）
を押下してください。

Are you sure
to delete activation
FDM1536706-2?
[DP017]

６．下記の画面が表示されます
ので、「Continue」（右ボタン）
を押下してください。

The activation
was delete
successfully.

お手持ちの
トークンの
「トークンコード」
が表示されます
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７．「トークン認証コード」が表示
されますので、Ｐ3 ⑤から
操作を行ってください。

１．２

他のユーザさまがご利用のトークンを「共用」される場合

本項は、他のユーザさまがご利用中のトークンを「共用」いただく場合の手順となります。
（企業内で）はじめてトークンを利用される場合は「１.１ はじめて「カメラ付トークン」をご利用いただく場合」を、
他のユーザさまが新たに別のトークンをご利用いただく場合は「１.3 別の「カメラ付トークン」をご利用いただく場合」を、
それぞれご参照願います。

企業内でご利用中のトークンが１個の場合は、下記①～③の
操作は不要ですので、④へお進みください。

①
左ボタンを押しながら、
中央ボタンを２秒長押し

共用するトークンの「トークンコード」を確認します。
お手元に共用する「カメラ付トークン」をご用意いた
だき、当該トークンの「トークンコード」を確認するため、
トークンの電源OFFの状態で「左ボタン」を押下した
まま、「中央ボタン」を長押し（２秒）してください。
左記のメニューが表示されます。

②

③

「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。

「カメラ付トークン」に「トークンコード」が表示されます。

「みなとビジネスWeb」にログインします。
他のユーザさまがご利用中のトークンを「共用」いただく場合、最初のログイン時には、以下の画面が表示されます。

④

「既に利用開始登録済みトークン」を選択いただき、
上記③で確認した「トークンコード」を選択のうえ、
「次へ」ボタンを押下してください。
（ビジネスWebの画面に「二次元コード」が表示されます）
（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」の選択は不要です）
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⑤

「カメラ付トークン」のカメラを起動させるため、
「カメラ付トークン」の「Back」（左ボタン）を
押下してください。

⑥

「▲▼」（左ボタン）で「↲ 」を選択し、「OK」（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。
④で、ビジネスWebの「トークン選択」ボタンを押下すると、ビジネス
Webの画面に「二次元コード」が表示されます。

カメラをかざす

⑦

「カメラ付トークン」に表示される数字8桁を
「トランザクション認証番号」欄に入力してください。

「カメラ付トークン」に「トランザクション認証
番号」（８桁）が表示されますので、みなと
ビジネスWebの「トランザクション認証」画面
の「トランザクション認証番号」欄に「カメラ
付トークン」の「トランザクション認証番号」
（８桁）をご入力のうえ、「認証確認」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）は完了で、「トランザクション認証」
をご利用いただける状態となります。

上図に記載の番号（「トランザクション認証番号」）は「例」です。
実際は、お手元の「カメラ付トークン」画面に表示されている番
号（「トランザクション認証番号」）をご入力願います。
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１．３

（企業内で）別の「カメラ付トークン」をご利用いただく場合

本項は、他のユーザさまが新たに別のトークンをご利用いただく場合の手順となります。
（企業内で）はじめてトークンを利用される場合は「１.１ はじめて「カメラ付トークン」をご利用いただく場合」を
他のユーザさまがご利用中のトークンを「共用」いただく場合は「1.2 他のユーザさまがご利用のトークンを「共用」される場合」を
それぞれご参照願います。

「みなとビジネスWeb」にログインします。
他のユーザさまが新たに別のトークンをご利用いただく場合、最初のログイン時には、以下の画面が表示されます。

①

②

「新しいトークン」をご選択いただき、「次へ」
ボタンを押下してください。

「初期設定」の画面が表示されますので、
P2の「１.１ はじめて「カメラ付トークン」をご利用
いただく場合」の①へお戻りいただき、「ご利用開始
登録」（初期設定）のご操作をお願いいたします。
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１．４

「ご利用開始登録」の「省略」について

「ご利用開始日」より7日間（以下「ご利用開始登録の猶予期間」）は、「トランザクション認証」を行わなくても「ご利用開始
登録」を「省略」することにより「ワンタイムパスワード（ハードトークン）」（「OTPハード」）をご利用いただけます （※）（但し、従来
より「OTPハード」をご利用のユーザさまが「トランザクション認証」の「ご利用開始登録」をされていない場合で、かつ「OTP
ハード」の有効期限内に限ります）。
「トランザクション認証」の「ご利用開始登録」を「省略」する場合は、下記の「ご利用開始登録」の画面で「設定をスキップ」
ボタンをクリックしてください。
（※） 状況により「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」（初期設定）が必要となる場合がございます
（※） 上記の「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」（初期設定）も「省略」された場合は、「都度振込」「総合振込・給与
振込」「ペイジー」および「ユーザ・トークン管理」はご利用いただけなくなりますので、ご留意願います。

この「設定をスキップ」ボタンをクリックすると、「ご利用開始日」より7日間（以下「ご利用開始
登録の猶予期間」）は、「トランザクション認証」を行わなくても、従来より「OTPハード」をご利
用のユーザさまは「OTPハード認証」により「振込振替（都度指定方式）」（以下「都度振
込」）「総合振込・給与振込」「ペイジー」および「ユーザ・トークン管理」をご利用いただけます。

「設定をスキップ」
ボタンをクリックしますと、次のサイト
へ遷移します

「ご利用開始登録の猶予期間」経過後は、「トランザクション認証」の「ご利用開始登録」を
完了のうえ「カメラ付トークン」に表示される「トランザクション認証番号」を入力しなければ「都
度振込」「総合振込・給与振込」「ペイジー」および「ユーザ・トークン管理」はご利用いただけ
なくなりますので、お早めにご登録ください。
（なお、「都度振込」「総合振込・給与振込」「ペイジー」および「ユーザ・トークン管理」以外の
操作（例えば「残高照会」や「入出金明細照会」「総合振込・給与振込以外のデータ伝送」
等）につきましては、「トランザクション認証」の「ご利用開始登録の猶予期間」経過後も「ご
利用開始登録」を「省略」することにより可能です。）

２． 「トランザクション認証が必要な操作」について
「トランザクション認証」は、下記の操作を行う場合に必要となります。
① 「都度振込」「総給振」「ペイジー」「外為WEB仕向送金」等の「資金移動」実行時
「総給振」につきましては「新規振込先口座指定時」「ファイル受付」時にも「トランザクション認証」が必要となります
② 「振込先管理」時（「振込先の画面への新規・変更登録等）
既に画面に登録されている先への「都度振込」時には「トランザクション認証」は不要です
③ 「ユーザ・トークン管理」時（利用ユーザの追加や権限の変更、トークンの失効等）
（○：必要、×：不要）

操作場面・タイミング
都度振込

トランザクション認証

OTPハード
×

新規振込先口座指定時（データ作成）

×

承認時

○

○

×

○

×

×

新規振込先口座指定時（データ作成）

○

×

ファイル受付時

○

×

承認時

○

○

○

×

既画面登録先へのお振込
事前登録先へのお振込
総合振込・給与振込

（ご参考）

振込先登録時（都度振込・総給振とも）
ペイジー（民間機関への払込のみ）

実行時

○

○

ユーザ・トークン管理

登録・変更時

○

○

外為WEB（仕向送金）

承認時

○

○

（※）ログイン時、残高・入出金明細照会時には、「トランザクション認証」は不要です
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２．１

資金移動時等の「トランザクション認証」操作について

「ご利用開始登録」後は、前頁の「トランザクション認証が必要な操作」時に、ビジネスWebの画面に下図のような「二
次元コード」が表示されますので、下記の通りご操作をお願いいたします。
（各お取引における「トランザクション認証」時の「ご確認事項・ご操作」につきましては、P12以降をご参照願います）

①

「カメラ付トークン」の「中央ボタン」を長押し（２秒）して
電源をONにしてください。
「ご利用開始登録」（初期設定）が完了していると、即座に
カメラが起動します。

「カメラ付トークン」の右ボタンの上に「Continue」が表示された場合は、「ご利用開始
登録（初期設定）が未了ですので、P3の③またはP4の⑧へお戻りのうえ、「ご利用開
始登録」（初期設定）をお願いいたします。

2秒
長押し

②

「確認用パスワード」を入力してください。

カメラをかざす

二次元コード

③

④
ミナト
A
011-01-1767222
ｴﾌﾋﾞｰﾃｽﾄｲﾁ

B
上図は「都度振込」の場合の画面例で、
上図に記載の番号（「トランザクション認証番号」）は「例」です。
実際は、お手元の「カメラ付トークン」画面に表示されている番号
（「トランザクション認証番号」）をご入力願います。

みなとビジネスWebの画面に表示されている
「二次元コード」にカメラをかざして読み取ってください。

「カメラ付トークン」に「A」取引情報および「B」トラン
ザクション認証番号（数字8桁）が表示されますので、
この「A」の取引情報が、みなとビジネスWebの画面
にお客さまがご入力された取引情報と同じであること
をご確認いただき、同じであれば、みなとビジネスWeb
の「認証情報」画面の「二次元コード」の下の欄に
６０秒以内に「B」の「トランザクション認証番号」
（数字8桁）を入力し、「実行」ボタンをクリックして
ください。
（同じでない場合は、直ちに操作を中止願います）

（※）「都度振込」等で、新規先へのお振込が２件以上ある場合は、
当該新規先へのお振込についてはその都度「トランザクション
認証」が必要となります。
（続けて「トランザクション認証」を行う場合は、「カメラ付トークン」
の「右ボタン」（New）を押下してください）

＜ここで必ず下記をご確認願います＞
不正送金が行われる場合は、上図の「トークン」の画面の「A]に犯人の振込先・振込金額が表示されますので、

みなとビジネスWebの画面に「B」の「トランザクション認証番号」をご入力される前に、必ずこ
の「トークン」画面の「A」の振込先情報が正しいかどうかをご確認のうえ、
万一「A]の内容がお客さまご指定の振込先情報と異なる場合は、直ちにお振込操作を中止いただきますよう
お願いいたします。
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２．１．１

振込振替サービス・都度振込承認時のご確認事項

みなとビジネスWeb画面

カメラ付トークン画面

①
②
③
必ず「カメラ付トークン」画面の内容と
一致していることをご確認願います。

ミナト
011-01-1767222
ｴﾌﾋﾞｰﾃｽﾄｲﾁ
¥10,000

①
②
③
④

⑤

④

①振込先金融機関
②振込先店番-科目-口座番号
③振込先名（受取人名）
④振込金額
⑤トランザクション認証番号

「確認用パスワード」
をご入力願います。
二次元コード
「トランザクション認証番号」
をご入力願います

振込先を「登録振込先口座」や「過
去の取引」から選択した場合は、「ト
ランザクション認証」は不要です。

⑤

新規に振込先口座を指定し
た場合の承認時に１回（連続
して複数件振込まれる（承認
する）場合は、新規振込先へ
のお振込承認時毎に）、当該
「トランザクション認証」が必要
となります。
（データ作成時は不要です）

企業の「承認機能」を「承認なし」にご設定の場合は、お振込実行後に「振込先口座に登録」ボタンより登録いただくと、次回から当
該お振込先へのお振込につきましては「登録振込先口座から選択」することにより、「ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ認証」は不要となります。

２．１．２

振込先登録・変更時（振込振替・総給振）、総給振口座指定時のご確認事項
みなとビジネスWeb画面

右図に記載の番号（「トランザクション
認証番号」）は「例」です。
実際は、お手元の「カメラ付トークン」
画面に表示されている番号（「トランザ
クション認証番号」）をご入力願います。

カメラ付トークン画面

①
②
②
③
④

必ず「カメラ付トークン」画面の内容と一致していることをご確認願います。
二次元コード

⑤

「トランザクション認証番号」
をご入力願います。

ミナト
011-01-1767222
ｴﾌﾋﾞｰﾃｽﾄｲﾁ
－

①
②
③
④

⑤
①振込先金融機関
②振込先店番-科目-口座番号
③振込先名（受取人名）
④（振込振替の場合）
振込ﾒｯｾｰｼﾞ/振込依頼人名
（総給振の場合）
EDI情報/顧客コード
⑤トランザクション認証番号

新規に振込先口座を指定
または登録する都度（１件
毎に）、当該「トランザクショ
ン認証」が必要となります。

お振込先「口座指定時」に「振込先に登録する」にチェックを入れてお振込いただくと、次回から当該お振込先へのお振込につきま
しては「登録振込先口座から選択」することにより、「トランザクション認証」は不要となります。
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２．１．３

総給振「ファイル受付」時のご確認事項

みなとビジネスWeb画面

カメラ付トークン画面

３ケン
１ケンメ
011-01-1767222
３ケンメ
011-02-1205546

①
②
③
④
⑤

⑥

①登録件数合計
②該当明細件数１（ランダム）
③振込先店番-科目-口座番号１
④該当明細件数２（ランダム）
⑤振込先店番-科目-口座番号２
⑥トランザクション認証番号

ファイル受付操作毎に、
当該「トランザクション認証」
が必要となります

上図に記載の番号（「トランザク
ション認証番号」）は「例」です。
実際は、お手元の「カメラ付トーク
ン」画面に表示されている番号
（「トランザクション認証番号」）を
ご入力願います。

二次元コード

⑥

「トランザクション認証番号」
をご入力願います
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２．１．４

総合振込・給与振込承認時（画面入力時・ファイル受付時）のご確認事項
みなとビジネスWeb画面

カメラ付トークン画面

ソウゴウ
ｼﾃｲﾋﾞ2020/10/27
３ケン
¥1,400,000

①
②
③
④

⑤

①
②

必ず「カメラ付トークン」画面の内容と
一致していることをご確認願います

③
④

①取引種別
②振込指定日
③振込件数
④振込金額合計
⑤トランザクション認証番号

振込先画面入力およびファ
イル受付とも、承認時に、
当該「トランザクション認証」
が必要となります。

「確認用パスワード」
をご入力願います

⑤

上図に記載の番号（「トランザク
ション認証番号」）は「例」です。
実際は、お手元の「カメラ付トー
クン」画面に表示されている番号
（「トランザクション認証番号」）を
ご入力願います。

二次元コード

「トランザクション認証番号」
をご入力願います
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２．１．５

ペイジー払込時のご確認事項

みなとビジネスWeb画面

カメラ付トークン画面

①
②
③

12345
ﾄｳｷﾖｳﾄﾐﾅﾄｸ
1357924680159
¥1,000,000

必ず「カメラ付トークン」画面の内容と
一致していることをご確認願います

①
②
③
④

⑤
④
①収納機関番号
②払込先
③お客様番号
④払込金額
⑤トランザクション認証番号

「確認用パスワード」
をご入力願います。
二次元コード

「トランザクション認証番号」
をご入力願います。

⑤

２．１．６

ペイジー払込実行時に
当該「トランザクション認証」が
必要となります。

ユーザ管理（新規・変更）登録時のご確認事項

みなとビジネスWeb画面

上図に記載の番号（「トランザクション認証番号」）は「例」です。
実際は、お手元の「カメラ付トークン」画面に表示されている番号（「トランザクション
認証番号」）をご入力願います。

カメラ付トークン画面

ﾛｸﾞｲﾝID 1911web1①
ｸﾌﾞﾝ ﾏｽﾀｰﾕｰｻﾞ ②

③

「確認用パスワード」
をご入力願います。
二次元コード

③

「トランザクション認証番号」
をご入力願います。
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①（登録対象の）ログインID
②（同上）ユーザ種別（権限区分）
③トランザクション認証番号

ユーザ情報の追加・変更登
録の実行毎に、当該「トラン
ザクション認証」が必要とな
ります。

２．１．７

「トークン失効（一時利用停止）」について

「カメラ付トークン」を紛失された場合や利用者を変更する場合、「カメラ付トークン」の「失効」操作を行うことができます。
（「失効」操作は、「カメラ付トークン」をご利用いただける「マスターユーザ」又は「管理者ユーザ」のみ行えます）
「カメラ付トークン」を
「紛失」された場合

「カメラ付トークン」の
「失効」

「カメラ付トークン」を紛失された場合は、直ちにお取引店までご連絡ください。
（なお、「カメラ付トークン」を一時的に利用できないようにするために、お客さまご自身で
「みなとビジネスWeb」上で「カメラ付トークン」の「失効」操作を行っていただけます）

「カメラ付トークン」の「失効」は、「カメラ付トークン」をご利用いただける「マスター
ユーザ」さま又は「管理者ユーザ」さまが行えます。
※「カメラ付トークン」をご利用いただける「マスターユーザ」さま又は「管理者ユ
ーザ」さまがおられない場合は、当行にてご本人確認のうえ失効操作をいた
しますので、お取引店までご連絡ください。
（なお、「カメラ付トークン」を「失効」された場合、「カメラ付トークン」を再度ご利用
いただくには、再度P7の④以降の「ご利用開始登録」が必要となります）

②

①

失効させる「ユーザ」を選択し、
「確認用パスワード」をご入力のうえ、
「失効」ボタンをクリックしてください。

「マスターユーザ」又は「管理者ユーザ」
が「管理」－「利用者管理」画面より
「トランザクション認証のトークン失効」
ボタンをクリックしてください。

みなとビジネスWeb画面

カメラ付トークン画面
ﾛｸﾞｲﾝID
1911web1

A

失効させるユーザさまの「ログインID」をご確認ください。
「トランザクション認証番
号」をご入力願います。

A
二次元コード

B

上図に記載の番号（「トランザク
ション認証番号」）は「例」です。
実際は、お手元の「カメラ付トーク
ン」画面に表示されている番号
（「トランザクション認証番号」）をご
入力願います。

B

①（失効させるユーザさまの）
ログインID
②トランザクション認証番号

③失効させるユーザさまの「ログインID」をご確認いただき、「B」
の「トランザクション認証番号」をビジネスWebの「トランザクション
認証番号」欄にご入力のうえ、「認証」ボタンをクリックしてください。

失効後、再度同じ「トークン」をご利用の場合はP7の「１．２ 他のユーザさまがご利用のトークンを「共用」される場合」の④より、新たに別
の「トークン」をご利用の場合または２個目以降の「トークン」について「ご利用開始登録」の途中で「トークン」を変更するために失効させた
場合はP9の「１．３ 別の「カメラ付トークン」をご利用いただく場合」の①より、当該「トークン」の「ご利用開始登録」を行ってください。
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２．２

終了時の操作について

お取引の操作が終わりましたら、「カメラ付トークン」の
「中央ボタン」を長押し（２秒）し、電源をOFFにしてください。
（「トークン」画面に「Goodbye」と表示されます）
2秒
長押し

（なお、お取引の操作後、そのまましばらく放置されると自動
的に電源がOFFになります）
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３． 「カメラ付トークン」の電池交換方法について
カメラ付トークン「裏面」

「カメラ付トークン」には有効期限はありませんが、電池交換が必要です
（当初発行時の電池で、「トランザクション認証」が約「1,500回」可能です）

電池ボックス

※単四電池３本

下記をご参考に「電池残量」をご確認のうえ、電池残量が少なくなって
まいりましたら（またはトークン上に「Limited number of scans left.・・・」
というメッセージが表示されましたら）、電池の交換をお願いいたします。
ネジ止めされています
ので、（取っ手の大き
い）精密ドライバー等
で取り外してください。

左図の通り、「カメラ付トークン」の裏面に「電池ボックス」がありますので
（電池ボックスはネジ止めされています）、当該「電池ボックス」を（取っ手
の大きい）精密ドライバー等で取り外して電池を交換してください。
（電池は、単四電池３本 必要です）

３．１

電池残量のご確認方法

①
「左ボタン」を押しながら、
「中央ボタン」を２秒長押し

「カメラ付トークン」の電源がOFFの状態で「左ボタン」
を押下したまま、「中央ボタン」を長押し（２秒）すると、
メニューが表示されます。

②

「▲▼」（左ボタン）で「Version 」を選択し、
「OK｝（右ボタン）を押下してください。

③

Version番号と、「電池残量」が表示されます。
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４． エラー／警告メッセージ一覧
４．１

利用開始登録時に発生するエラー／警告メッセージ

メッセージID

表示内容

日本語訳

対処方法

DP003

No activation image was
recognised. Please
capture the image
from the website.

二次元コードが認識できません。
二次元コードを読み取ってください。

カメラ起動から20秒の間二次元コー
ドの読み取りが行われなかった場合
に発生します。再度、二次元コードを
読み取ってください。（※１）

DP004

The device has already
been activated
with this activation image.
Do you want to reactivate
the device?

初期登録が完了しているトークンで
す。開始登録を再実施しますか？

初期登録が完了しているトークンで、
利用開始登録画面の二次元コードを
読み込んだ場合に表示されます。
利用開始登録を再実施してください。
（※２）

DP005

The scanned image is
not a valid activation
code. Please capture
the image from the website.

読み取るべき二次元コードとは異な
読み取った二次元コードは、有効な二
る二次元コードを読み取ったと認識
次元コードではありません。
された場合に発生します。一度、電
有効な二次元コードを読み取ってくだ
源をお切りいだたき、はじめから利用
さい。
開始登録をしてください。（※３）

DP006

Activation cancelled.
To perform the activation
rescan the image on
the website.

利用開始登録を中断しました。
再度、二次元コードを読み取りくださ
い。

DP009

The scanned image is
not a valid activation
code. Please capture
the activation image from
the website.

読み取るべき二次元コードとは異な
読み取った二次元コードは、有効な二
る二次元コードを読み取ったと認識
次元コードではありません。
された場合に発生します。一度、電
有効な二次元コードを読み取ってくだ
源をお切りいだたき、はじめから利用
さい。
開始登録をしてください。（※３）

DP010

No activation code was
recognised.
Please capture the
activation image
from the website.

二次元コードが認識できません。
二次元コードを読み取ってください。

カメラ起動から20秒の間二次元コー
ドの読み取りが行われなかった場合
に発生します。再度、二次元コードを
読み取ってください。（※１）

DP012

Activation cancelled.
You can perform
the activation with
the activation image
from the website
at a later time.

利用開始登録を中断しました。
利用開始登録を再度実行してくださ
い。

本マニュアルの手順通りに操作が行
われなかった場合に表示されます。
一度、電源をお切りいだたき、はじめ
から利用開始登録をしてください。

Are you sure to
delete activation
XXXYYYYYYY?

初期登録が完了しているトークンで、
利用開始登録画面の二次元コードを
トークンコードXXXYYYYYYY(※４)を削 読み込んだ場合に表示されます。
除してもよろしいですか？
トークンコードの削除を実施して利用
開始登録を再実施してください。（※
２）

DP017

（※１）

カメラが起動しますので、再度、二次
元コードを読み取ってください。

（※４）

該当項目は、処理タイミングが異なるため、同じ表示内容であっても、別々のメッセージIDとなっています。詳細は以下の通りです。
[DP003] ・・・ 「１．１ （企業内で）はじめて「カメラ付トークン」をご利用いただく場合」の③のタイミングで発生します。
[DP010] ・・・ 「１．１ （企業内で）はじめて「カメラ付トークン」をご利用いただく場合」の⑦のタイミングで発生します。
または「１．２ 他のユーザさまがご利用のトークンを「共用」される場合」の⑥のタイミングで発生します。
[DP004]が発生した場合、「OK」ボタン押下後、続けて[DP017]が表示されます。
該当項目は、処理タイミングが異なるため、同じ表示内容であっても、別々のメッセージIDとなっています。詳細は以下の通りです。
[DP005] ・・・ ※１の[DP003]と同様のタイミングで発生します。
[DP009] ・・・ ※１の[DP010]と同様のタイミングで発生します。
XXXYYYYYYY：トークンコード

（※３）

「ご利用開始登録」ができない場合はトークンの「初期化」が必要な場合がございますので、巻末の「ヘルプデスク」までお問合せ願います。

（※２）
（※３）
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４．２

トランザクション認証時に発生するエラー／警告メッセージ

メッセージID

表示内容

日本語訳

対処方法

DP013

The scanned image is not
intended for this device.

読み取った二次元コードは、このトー
クンのものではありません。

お手元のトークンが利用開始登録し
たトークンとは異なる可能性がありま
すので、トークンを確認してください。

DP014

Something went wrong.
Please try again or
contact our hotline.

誤りがあります。
再試行するか、本サービスのお問い
合せ窓口へご相談ください。

一度トークンの電源をお切りいただ
き、トランザクション認証をやり直して
ください。
改善が見られない場合、本サービス
のお問い合わせ窓口へご相談くださ
い。

DP015

No valid image
was recognised.
Please capture
the image again.

二次元コードを読み取ることができま
せんでした。
もう一度二次元コードを読み取ってく
ださい。

再度、二次元コードを読み取ってくだ
さい。

DP016

Please verify the data. In
case of discrepancies, do
not enter the code in the
website and contact our
customer service
immediately.

データを確認してください。
問題がある場合は、コード入力を止め 作業を中断いただき、本サービスの
本サービスのお問い合せ窓口へご相 お問い合せ窓口へご相談ください。
談ください。

４．３

その他のエラー／警告メッセージ

メッセージID

表示内容

日本語訳

対処方法

DP001

Limited number of scans
left. Replace batteries as
soon as possible.

電池残量が少なくなっています。
電池を交換してください。

電池を交換してください。
電池の交換については、「ディスプレ
イの見かた」を参照ください。

Device not activated.

未使用のトークンで、メニューから
このトークンは利用開始登録されてい
トークンコードを確認しようとした場合
ません。
に表示されます。

DP020
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補足１． 「カメラ付トークンの設定が正常にできているか」の確認方法について
◎「カメラ付トークンの設定」の確認について
以下の２点を両方確認してください。
1．１ カメラ付トークン本体のコードを確認する。
１．2 ビジネスWebの「トランザクション認証のトークンの失効」画面で登録状態
を確認する。

補足．１．１

「左ボタン」を押しながら、
「中央ボタン」を２秒長押し

カメラ付きトークン本体のコードを確認する

①

「カメラ付トークン」の電源がOFFの状態で
「左ボタン」を押下したまま、「中央ボタン」を長
押し（２秒）すると、メニューが表示されます。

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。

③

「カメラ付トークン」に「トークンコード」が表示され
ます。 トークンコードに下記の例のように
「FDM*******-1」（*部分は数字）が表示されて
いれば、設定完了と確認できます。
なお、設定完了となっていない場合は、
「Device not activetd［DP020]」等エラーが表示
されます。
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補足．１．２ ビジネスWebの「トランザクション認証のトークンの失効」画面で確認する
みなとビジネスWeb画面
1.マスターユーザまたは管理者ユーザがビジネスWebにログインし、［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。
「作業内容確認」画面が表示されますので、［トランザクション認証のトークン失効］ボタンをクリックしてください。

2.「トランザクション認証トークン失効」画面が表示されます
確認したいユーザの「トランザクション認証登録状態」欄を確認し、サービス利用中となっていれば、
カメラ付トークンは設定が完了していると確認できます。

利用者のトランザクション認証の
登録状態を確認して完了です。

みなとビジネスWebヘルプデスク
５．お問合せ先

0120-45-5072 （通話料無料）
受付時間 9：00～18：00（銀行休業日を除く月～金曜日）
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