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サービス時間・振込手数料（当金庫ホームページにてご確認ください。）
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➡

こちらのQRコードからホームページに移動できます。
※QRが読み取れない方はこちら
　https://www.jsbank.co.jp/netbank/guide.html

〈個人向け〉インターネットバンキング利用規定（当金庫ホームページにてご確認ください。）

➡
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サービス内容のご案内

日付、期間、件数のいずれかをご指定いただくことによりご利用口座の入出金履歴をご照会い
ただけます。（2ヶ月以内、最大100件まで）
■入出金明細履歴をCSVファイル形式でダウンロードすることも可能です。

入出金明細照会

本サービスご利用の利用口座のお取引履歴をご照会いただけます。
■過去3ヶ月分の本サービスご利用のお取引履歴をご照会いただけます。（最大100件まで）

取引履歴照会

ご指定のお振込先口座へお振込ができます。当日振込、予約振込のどちらもご利用いただけ
ます。
■お振込の資金および手数料は、ご指定の口座より引き落とさせていただきます。

■お振込先口座情報を最大99件までご登録いただけます。
　一度ご利用いただいたお振込先口座情報をご登録いただくことで、次回からは同じお振込先
へ簡単に振込が可能となります。

※予約振込の場合、指定日前日にご指定の口座の残高を確保しておいてください。指定日前日の最終残高が引落し金額に
足りない場合は、未処理となり振込されませんので、再度振込のお手続きをしてください。
※お振込先の金融機関の口座名義人を事前に確認することができます。お取引内容、利用可能時間帯に制限がありますの
で、詳しくは当金庫までお問合せください。

振込

ご利用口座の残高（当日、前日、前月末）およびお支払可能額をご照会いただけます。

残高照会

本サービスの利用を停止することが可能です。
なお、本サービスのご利用を再開する場合は、当金庫所定の手続きが必要となります。

以下の内容をご登録いただいたＥメールアドレス宛にご連絡いたします。
■ご利用口座へ入出金のお取引があった場合
■「契約者情報変更」画面でお客様情報を変更された場合
■暗証番号不一致によりお取引がロックされた場合　など
※通知サービスをご利用される場合は、「契約者情報変更」画面にてＥメールアドレスをご登録いただく必要がございます。

※詳しいサービス内容につきましては、当金庫までお問合わせください。

定期預金「スーパードリーム自動継続型」、「スーパー定期自動継続型」のお預け入れ、残高
照会、解約がご利用いただけます。

定期

※「スーパードリーム」抽せん会当日は中途解約の取扱いを終日中止とさせていただきます。（抽せん会当日に中途解約を取
扱いますと、抽せん権が失効してしまう事象が発生してしまうため、終日中止にするものです。）

事前に振込先の登録ができます。
金融機関の店舗統廃合や受取人名義変更等の場合、振込先の修正・削除が可能です。

振込先メンテナンス

Ｅメール通知サービス

IB取引中止

予約中（振込指定日が未到来のお取引）の振込取引をお取消できます。

振込予約取消

定期積金「夢付き定期積金」のお預け入れ、残高照会、解約がご利用いただけます。

定積
ワンタイムパスワード

当金庫所定の官庁、企業、自治体など収納機関に対して税金・各種料金の払込みができ
ます。
■収納機関の請求内容及び収納手続き結果等につきましては、直接収納機関へお問い合わせ
　ください。
※一度ご依頼いただきました払込みにつきましては、取消いたしかねますのでご了承ください。

税金・各種料金（Pay-easy）の払込

ご注意！
2年以上にわたり本サービスのご利用がない場合は、本サービスの解約もしくは全部または一部
の利用を停止させていただきます。

30秒毎に変わる「6桁」パスワードのことをいい、振込（予約・取消含む）、定期預金・定期積金
の解約、Pay-easyの払込、利用限度額変更等のお取引に使用しますので、登録してください。

PhishWallプレミアム
株式会社セキュアブレインが提供するフィッシング（※1）・不正送金（※2）対策ソフトウエアです。当
金庫ホームページから無料でダウンロードいただけ、他社のセキュリティ製品（ウイルス対策ソ
フト等）を利用されている場合も、併用してご利用いただけます。
※1 フィッシングとは、銀行やクレジットカード会社等を装った電子メールを送り、その電子メールのリンクから偽サイトに誘導
して、個人情報を詐取する詐欺行為です。

※2 不正送金（MITB攻撃）とは、悪意の攻撃者がパソコンに不正なプログラムを侵入させて通信を監視し、ユーザーがイン
ターネットバンキング等にログインした後の通信を乗っ取り、ユーザーの預金を盗み取る等の攻撃です。
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ご利用までの流れ （スマートフォン編）

ご利用開始までの流れ

※利用登録用パスワードとは、本サービスお申込時にお客
様よりお届けいただいた4桁のパスワードです。

※6～12桁の半角数字と半角英字を組み合わせて設定してく
ださい。（大文字、小文字は識別します。）
※電話番号や生年月日など他人に推測されやすい番号はお避
けください。

※お客様カードに記載されているア～クに該当する数字を入
力してください。

お客様カードのデザイン・材
質などは、予告なく変更さ
れる場合がございます。

契約者ID（利用者番号）
お客様カードに記載された
お客様固有の番号です。

確認用パスワード
ア～クのそれぞれに対応した2桁の数字です。

｢ログイン｣画面より各サービスが
ご利用いただけます。

1 お客様カードのご用意

2 ログインパスワードのご登録

3 設定完了

1 お客様カードのご用意

3 設定完了

2 ログインパスワードのご登録
❶「ログインパスワード登録・変更」をタップし
ます。
❷本人確認情報入力画面を開きます。
　・「契約者ID（利用者番号）」を入力します。
　・「利用登録用パスワード」を入力します。

❸「次へ」ボタンをタップします。

❹ログインパスワード登録画面を開きます。
　・「新しいログインパスワード」を入力します。
　・「新しいログインパスワード」を再入力します。

❺「確認用パスワード」を入力します。

❻「登録」ボタンをタップします。

（表示画面はサンプル画面のため、実際の画面とは異なります。）

【表】

【裏】

❷❷

❸❸

❹❹

❺❺

❻❻

ご利用までの流れ （スマートフォン編）

当金庫の「お客様カード」をお手元にご用意ください。
●お客様カードとは、本サー
ビスをご利用いただく際
に必要な情報を記載した
カードです。

●大切なカードですので、
お客様ご自身で厳重に管
理し、他人に内容を教え
たり、コピーされたりしな
いようご注意ください。

これで利用開始登録は終了しますので、個別のお取引につきましては当金庫
ホームページをご覧ください。

〈個人向けインターネットバンキングご利用の手引き〉

下記のお取引についてはワンタイムパスワードが必要となりますので、必ずご利用登録
を行ってください。詳しくは本手引P.7の「ワンタイムパスワードご利用までの流れ」をご
確認ください。
　○定期預金　解約
　○定期積金　解約
　○振込（予約・取消含む）
　○税金・各種料金（Pay-easy）払込
　○利用限度額変更
※「しんきん（個人）ワンタイムパスワード」はスマートフォン（タブレット端末）専用となっております。
※スマートフォン（タブレット端末）をお持ちでなく、「しんきん（個人）ワンタイムパスワード」をご登録・ご利用いただけ
ないお客様につきましては、ワンタイムパスワード生成専用端末「ハードウェアトークン」（有料）をご利用ください。ご
利用の方は本手引P.9の「ワンタイムパスワードご利用までの流れ（ハードウェアトークンの場合）」をご覧ください。
※ワンタイムパスワード生成専用端末「ハードウェアトークン」（有料）ご利用を希望されるお客様は、当金庫ホーム
ページもしくはお取引店の窓口に所定の用紙がございますので、必要事項を記入の上、お取引店の窓口へお持
ちください。なお、発行手数料は、1,650円（税込）となります。

※任意で「契約者情報変更」より利用限度額の
　変更等が設定出来ます。
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ご利用開始までの流れ

※利用登録用パスワードとは、本サービスお申込時にお客
様よりお届けいただいた4桁のパスワードです。
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をご利用いただけます。

※新しいログインパスワードの設定にはソフトウェアキー
ボードをご利用いただけます。
※6～12桁の半角数字と半角英字を組み合わせて設定し
てください。（大文字、小文字は識別します。）
※電話番号や生年月日など他人に推測されやすい番号は
お避けください。

※お客様カードに記載されているア～クに該当する数字を
入力してください。

お客様カードのデザイン・材
質などは、予告なく変更さ
れる場合がございます。

契約者ID（利用者番号）
お客様カードに記載された
お客様固有の番号です。

確認用パスワード
ア～クのそれぞれに対応した2桁の数字です。

｢ログイン｣画面より各サービスが
ご利用いただけます。

ご利用までの流れ （パソコン編）

1 お客様カードのご用意

2 ログインパスワードのご登録

3 設定完了

当金庫の「お客様カード」をお手元にご用意ください。
●お客様カードとは、本サー
ビスをご利用いただく際
に必要な情報を記載した
カードです。

●大切なカードですので、
お客様ご自身で厳重に管
理し、他人に内容を教え
たり、コピーされたりしな
いようご注意ください。

1 お客様カードのご用意

3 設定完了

2 ログインパスワードのご登録
❶「ログインパスワード登録・変更」をクリックし
ます。
❷本人確認情報入力画面を開きます。
　・「契約者ID（利用者番号）」を入力します。
　・「利用登録用パスワード」を入力します。

❸「次へ」ボタンをクリックします。

❹ログインパスワード登録画面を開きます。
　・「新しいログインパスワード」を入力します。
　・「新しいログインパスワード」を再入力します。

❺「確認用パスワード」を入力します。

❻「登録」ボタンをクリックします。

（表示画面はサンプル画面のため、実際の画面とは異なります。）

【表】

【裏】

❷❷

❸❸

❺❺

❻❻

これで利用開始登録は終了しますので、個別のお取引につきましては当金庫
ホームページをご覧ください。

〈個人向けインターネットバンキングご利用の手引き〉

下記のお取引についてはワンタイムパスワードが必要となりますので、必ずご利用登録
を行ってください。詳しくは本手引P.7の「ワンタイムパスワードご利用までの流れ」をご
確認ください。
　○定期預金　解約
　○定期積金　解約
　○振込（予約・取消含む）
　○税金・各種料金（Pay-easy）払込
　○利用限度額変更

※「しんきん（個人）ワンタイムパスワード」アプリはスマートフォン（タブレット端末）専用となっております。
※スマートフォン（タブレット端末）をお持ちでなく、「しんきん（個人）ワンタイムパスワード」アプリをご登録・ご利
用いただけないお客様につきましては、ワンタイムパスワード生成専用端末「ハードウェアトークン」（有料）をご
利用ください。ご利用の方は本手引P.9の「ワンタイムパスワードご利用までの流れ（ハードウェアトークンの場
合）」をご覧ください。
※ワンタイムパスワード生成専用端末「ハードウェアトークン」（有料）ご利用を希望されるお客様は、当金庫ホーム
ページもしくはお取引店の窓口に所定の用紙がございますので、必要事項を記入の上、お取引店の窓口へお持
ちください。なお、発行手数料は、1,650円（税込）となります。

❹❹

※任意で「契約者情報変更」より利用限度額の
　変更等が設定出来ます。
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ご利用開始までの流れ

※利用登録用パスワードとは、本サービスお申込時にお客
様よりお届けいただいた4桁のパスワードです。

※利用登録用パスワードの入力にはソフトウェアキーボード
をご利用いただけます。

※新しいログインパスワードの設定にはソフトウェアキー
ボードをご利用いただけます。
※6～12桁の半角数字と半角英字を組み合わせて設定し
てください。（大文字、小文字は識別します。）
※電話番号や生年月日など他人に推測されやすい番号は
お避けください。

※お客様カードに記載されているア～クに該当する数字を
入力してください。

お客様カードのデザイン・材
質などは、予告なく変更さ
れる場合がございます。

契約者ID（利用者番号）
お客様カードに記載された
お客様固有の番号です。

確認用パスワード
ア～クのそれぞれに対応した2桁の数字です。

｢ログイン｣画面より各サービスが
ご利用いただけます。

ご利用までの流れ （パソコン編）

1 お客様カードのご用意

2 ログインパスワードのご登録

3 設定完了

当金庫の「お客様カード」をお手元にご用意ください。
●お客様カードとは、本サー
ビスをご利用いただく際
に必要な情報を記載した
カードです。

●大切なカードですので、
お客様ご自身で厳重に管
理し、他人に内容を教え
たり、コピーされたりしな
いようご注意ください。

1 お客様カードのご用意

3 設定完了

2 ログインパスワードのご登録
❶「ログインパスワード登録・変更」をクリックし
ます。
❷本人確認情報入力画面を開きます。
　・「契約者ID（利用者番号）」を入力します。
　・「利用登録用パスワード」を入力します。

❸「次へ」ボタンをクリックします。

❹ログインパスワード登録画面を開きます。
　・「新しいログインパスワード」を入力します。
　・「新しいログインパスワード」を再入力します。

❺「確認用パスワード」を入力します。

❻「登録」ボタンをクリックします。

（表示画面はサンプル画面のため、実際の画面とは異なります。）

【表】

【裏】

❷❷

❸❸

❺❺

❻❻

これで利用開始登録は終了しますので、個別のお取引につきましては当金庫
ホームページをご覧ください。

〈個人向けインターネットバンキングご利用の手引き〉

下記のお取引についてはワンタイムパスワードが必要となりますので、必ずご利用登録
を行ってください。詳しくは本手引P.7の「ワンタイムパスワードご利用までの流れ」をご
確認ください。
　○定期預金　解約
　○定期積金　解約
　○振込（予約・取消含む）
　○税金・各種料金（Pay-easy）払込
　○利用限度額変更

※「しんきん（個人）ワンタイムパスワード」アプリはスマートフォン（タブレット端末）専用となっております。
※スマートフォン（タブレット端末）をお持ちでなく、「しんきん（個人）ワンタイムパスワード」アプリをご登録・ご利
用いただけないお客様につきましては、ワンタイムパスワード生成専用端末「ハードウェアトークン」（有料）をご
利用ください。ご利用の方は本手引P.9の「ワンタイムパスワードご利用までの流れ（ハードウェアトークンの場
合）」をご覧ください。
※ワンタイムパスワード生成専用端末「ハードウェアトークン」（有料）ご利用を希望されるお客様は、当金庫ホーム
ページもしくはお取引店の窓口に所定の用紙がございますので、必要事項を記入の上、お取引店の窓口へお持
ちください。なお、発行手数料は、1,650円（税込）となります。

❹❹

※任意で「契約者情報変更」より利用限度額の
　変更等が設定出来ます。
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ワンタイムパスワードご利用までの流れ（ソフトウェアトークンの場合）

ワンタイムパスワードご利用までの流れ

1 「しんきん（個人）ワンタイムパスワード」アプリのご用意

2 ワンタイムパスワード利用開始の選択

3 ワンタイムパスワードの利用開始（利用者認証）

4 ワンタイムパスワード登録情報の入力

5 ワンタイムパスワードの利用登録

1 しんきん（個人）ワンタイムパスワードをご用意ください。

2 ログイン画面
❹画面横のワンタイムパスワード「利用開始」
   をクリックします。

❶スマートフォン（タブレット端末）から「App 
Store」または「GooglePlay」で「しんきん
（個人）ワンタイムパスワード」と検索します。
❷アプリケーションをインストール（無料）します。
❸インストール完了後、画面上の「開く」をタッ
プします。

3 ワンタイムパスワード利用開始（利用者認証）
❺「契約者ID（利用者番号）」を入力します。
❻「ログインパスワード」を入力します。
❼「次へ」をクリックします。

（表示画面はサンプル画面のため、実際の画面とは異なります。）

5 ワンタイムパスワードの利用登録完了

❹❹

当金庫の「お客様カード」、スマートフォンをお手元にご用意ください。
●本サービスをご利用いただくには「ログイン
パスワード登録・変更」画面よりお客様情報を
事前に設定いただく必要がございます。

●利用開始登録がまだお済みではない方は本手引
Ｐ.3の「ご利用までの流れ（スマートフォン編）」又
はＰ.5の「ご利用までの流れ（パソコン編）」をご覧
のうえ、各設定を行ってください。

❺❺

❼❼
❻❻

1212

4 ワンタイムパスワード登録情報入力

「ワンタイムパスワードの利用開始が完了しま
した」と表示されれば、登録完了です。
「ログイン画面に戻る」をクリックするとログイ
ン画面が表示されます。
12「ログイン画面に戻る」をクリック
　ログイン画面に戻りますので、ログインして
ご利用ください。 

❽シリアル番号欄にしんきん（個人）ワンタイム
パスワードに表示された「シリアル番号」を入
力します。

❾しんきん（個人）ワンタイムパスワードに表示
された「ワンタイムパスワード」を入力しま
す。
10お客様カード記載の「確認用パスワード」
（ア～ク欄の2桁の乱数表）を入力します。
11「登録」をクリック

1111

1010

❾❾
❽❽

ご注意！
※スマートフォンの機種変更をする場合
　機種を変更する前に、ワンタイムパスワードの「利用中止」を行ってください。機種変更後に新たに
ワンタイムパスワードアプリをダウンロードしていただき、再度ワンタイムパスワードの「利用開始」
登録を行ってください。利用中止をせずに機種変更を行うと、旧ワンタイムパスワードが確認でき
なくなり、書面あるいは当金庫所定の方法によるお手続きが必要となります。
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ワンタイムパスワードご利用までの流れ（ソフトウェアトークンの場合）

ワンタイムパスワードご利用までの流れ

1 「しんきん（個人）ワンタイムパスワード」アプリのご用意

2 ワンタイムパスワード利用開始の選択

3 ワンタイムパスワードの利用開始（利用者認証）

4 ワンタイムパスワード登録情報の入力

5 ワンタイムパスワードの利用登録

1 しんきん（個人）ワンタイムパスワードをご用意ください。

2 ログイン画面
❹画面横のワンタイムパスワード「利用開始」
   をクリックします。

❶スマートフォン（タブレット端末）から「App 
Store」または「GooglePlay」で「しんきん
（個人）ワンタイムパスワード」と検索します。
❷アプリケーションをインストール（無料）します。
❸インストール完了後、画面上の「開く」をタッ
プします。

3 ワンタイムパスワード利用開始（利用者認証）
❺「契約者ID（利用者番号）」を入力します。
❻「ログインパスワード」を入力します。
❼「次へ」をクリックします。

（表示画面はサンプル画面のため、実際の画面とは異なります。）

5 ワンタイムパスワードの利用登録完了

❹❹

当金庫の「お客様カード」、スマートフォンをお手元にご用意ください。
●本サービスをご利用いただくには「ログイン
パスワード登録・変更」画面よりお客様情報を
事前に設定いただく必要がございます。

●利用開始登録がまだお済みではない方は本手引
Ｐ.3の「ご利用までの流れ（スマートフォン編）」又
はＰ.5の「ご利用までの流れ（パソコン編）」をご覧
のうえ、各設定を行ってください。

❺❺

❼❼
❻❻

1212

4 ワンタイムパスワード登録情報入力

「ワンタイムパスワードの利用開始が完了しま
した」と表示されれば、登録完了です。
「ログイン画面に戻る」をクリックするとログイ
ン画面が表示されます。
12「ログイン画面に戻る」をクリック
　ログイン画面に戻りますので、ログインして
ご利用ください。 

❽シリアル番号欄にしんきん（個人）ワンタイム
パスワードに表示された「シリアル番号」を入
力します。

❾しんきん（個人）ワンタイムパスワードに表示
された「ワンタイムパスワード」を入力しま
す。
10お客様カード記載の「確認用パスワード」
（ア～ク欄の2桁の乱数表）を入力します。
11「登録」をクリック

1111

1010

❾❾
❽❽

ご注意！
※スマートフォンの機種変更をする場合
　機種を変更する前に、ワンタイムパスワードの「利用中止」を行ってください。機種変更後に新たに
ワンタイムパスワードアプリをダウンロードしていただき、再度ワンタイムパスワードの「利用開始」
登録を行ってください。利用中止をせずに機種変更を行うと、旧ワンタイムパスワードが確認でき
なくなり、書面あるいは当金庫所定の方法によるお手続きが必要となります。
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当金庫の「お客様カード」、ハードウェアトークンをお手元にご用意ください。
●本サービスをご利用いただくには「ログイン
パスワード登録・変更」画面よりお客様情報を
事前に設定いただく必要がございます。

●利用開始登録がまだお済みではない方は本手引
Ｐ.3の「ご利用までの流れ（スマートフォン編）」又
はＰ.5の「ご利用までの流れ（パソコン編）」をご覧
のうえ、各設定を行ってください。

❸❸

❸❸

❸❸

ワンタイムパスワードの利用登録方法

1 ハードウェアトークンの用意

2 ワンタイムパスワード利用開始の選択

3 ワンタイムパスワードの利用者認証

4 ワンタイムパスワード登録情報の入力

5 ワンタイムパスワードの利用登録完了

1 ワンタイムパスワード生成専用端末機「ハードウェアトークン」を用意してください。

2 ログイン画面
❶ログイン画面のワンタイムパスワード「利用
　開始」をクリックします。

❷契約者ＩＤ（利用者番号）及びログインパス
ワードを入力し、「次へ」をクリックします。

（表示画面はサンプル画面のため、実際の画面とは異なります。）

❸「シリアル番号」（「ハードウェアトークン」の裏
面にある「ＳＫＴＨ～」から始まる12桁の番
号）、「ワンタイムパスワード」、お客様カード
記載の「確認用パスワード」をそれぞれ入力
し、「登録」をクリックします。
　「ハードウェアトークン」の操作方法につきま
しては、本手引P.11の2「ワンタイムパス
ワード利用登録および定期預金・定期積金
解約取引時に使用するワンタイムパスワー
ド」をご覧ください。

❹「ワンタイムパスワード利用開始が完了しま
した」と表示されれば、登録完了です。
　「ログイン画面に戻る」をクリックし、ログイン
画面が表示されます。

　再度、「ログイン画面」にてログインしてご利
用ください。

xxxxxx

❶❶

❷❷
❷❷
❷❷

❹❹

3 ワンタイムパスワード利用開始（利用者認証）

5 ワンタイムパスワードの利用登録完了

4 ワンタイムパスワード登録情報入力

（表面）　　　　　　　　　　（裏面）

ワンタイムパスワードご利用までの流れ（ハードウェアトークンの場合）
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当金庫の「お客様カード」、ハードウェアトークンをお手元にご用意ください。
●本サービスをご利用いただくには「ログイン
パスワード登録・変更」画面よりお客様情報を
事前に設定いただく必要がございます。

●利用開始登録がまだお済みではない方は本手引
Ｐ.3の「ご利用までの流れ（スマートフォン編）」又
はＰ.5の「ご利用までの流れ（パソコン編）」をご覧
のうえ、各設定を行ってください。

❸❸

❸❸

❸❸

ワンタイムパスワードの利用登録方法

1 ハードウェアトークンの用意

2 ワンタイムパスワード利用開始の選択

3 ワンタイムパスワードの利用者認証

4 ワンタイムパスワード登録情報の入力

5 ワンタイムパスワードの利用登録完了

1 ワンタイムパスワード生成専用端末機「ハードウェアトークン」を用意してください。

2 ログイン画面
❶ログイン画面のワンタイムパスワード「利用
　開始」をクリックします。

❷契約者ＩＤ（利用者番号）及びログインパス
ワードを入力し、「次へ」をクリックします。

（表示画面はサンプル画面のため、実際の画面とは異なります。）

❸「シリアル番号」（「ハードウェアトークン」の裏
面にある「ＳＫＴＨ～」から始まる12桁の番
号）、「ワンタイムパスワード」、お客様カード
記載の「確認用パスワード」をそれぞれ入力
し、「登録」をクリックします。
　「ハードウェアトークン」の操作方法につきま
しては、本手引P.11の2「ワンタイムパス
ワード利用登録および定期預金・定期積金
解約取引時に使用するワンタイムパスワー
ド」をご覧ください。

❹「ワンタイムパスワード利用開始が完了しま
した」と表示されれば、登録完了です。
　「ログイン画面に戻る」をクリックし、ログイン
画面が表示されます。

　再度、「ログイン画面」にてログインしてご利
用ください。

xxxxxx

❶❶

❷❷
❷❷
❷❷

❹❹

3 ワンタイムパスワード利用開始（利用者認証）

5 ワンタイムパスワードの利用登録完了

4 ワンタイムパスワード登録情報入力

（表面）　　　　　　　　　　（裏面）

ワンタイムパスワードご利用までの流れ（ハードウェアトークンの場合）
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ワンタイムパスワード生成専用端末機「ハードウェアトークン」の操作方法
1 シリアル番号の確認方法

❶「ハードウェアトークン」の背面に貼付されて
いる【ＳＫＴＨ～】から始まる12桁の番号がシ
リアル番号です。

ワンタイムパスワードの表示、確認方法
（※定期預金・定期積金の解約取引、利用限度
額変更時に使用）

❶「1」のボタンを押します。
❷表示された6桁の数字が「ワンタイムパス
ワード」となります。

（表示画面はサンプル画面のため、実際の画面とは異なります。）

❶❶

❶❶

❷❷

ワンタイムパスワードの表示、確認方法
（※振込取引、Pay－easy(ペイジー)の払込取
引時に使用）

❶「3」のボタンを押します。
❷振込先の口座番号を入力します。（※Pay－
easy(ペイジー)の払込みの場合は払込先の
収納機関番号を入力）

❸「ＯＫ」ボタンを押します。
❹表示された6桁の数字が「ワンタイムパス
ワード」となります。

❶❶

❸❸

❷❷
❹❹

※ハードウェアトークンの電池寿命は5年程度です。（使用状況によっては異なります。）
※電池切れ等に伴う再発行は所定の手数料がかかります。

xxxxxx

xxxxxx

電池残量表示
電池量が低下した場合、右のように表示されます。
表示された場合は電池量の低下により利用ができ
なくなります。お早目にお取引店にて再発行手続き
をされることをお奨めします。

2 ワンタイムパスワード利用登録および定期預金・定期積金解約取引時に使
　用するワンタイムパスワード

3 振込取引、Pay－easy(ペイジー)の払込取引時に使用するワンタイムパス
　ワード
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振込操作の流れ 1

振込操作の流れ

入力可能な記号： ,（カンマ） .（ピリオド） /（スラッシュ） -(ハイフン）()｢｣¥
※ 半角カタカナ大文字、半角英字大文字、半角数字以外で入力された
　場合には、自動的に次のとおり変換いたします。

(1) 全角 → 半角
(2) カタカナ小文字（ッ、ャ、ュ、ョ） →カタカナ大文字（ツ、ヤ、ユ、ヨ）

(3) 英小文字（a、b、c、d） →英大文字（A、B、C、D）
(4)－（長音）→- （ハイフン）
入力例： 信金　太郎 → ｼﾝｷﾝ ﾀﾛｳ　　（株）信金商事 → ｶ)ｼﾝｷﾝｼﾖｳｼﾞ
　　　  信金商店（株） → ｼﾝｷﾝｼﾖｳﾃﾝ(ｶ

※当金庫営業日をご指定ください。

1 ログイン
2「振込」の選択
3 引落口座の選択
4 振込先口座の選択
5 金額、振込指定日の入力
6 お取引内容の確認・承認
7 振込実行完了

1 ログイン

4 振込先口座の選択
～例：新しい振込先に振り込む場合～

2 「振込」の選択
❸メイン画面より「振込」を選択します。

3 引落口座の選択

※ログインパスワードとは「ログインパスワード登録・変更」
画面にてお客様が設定されたパスワードです。
※ログインパスワードの入力にはソフトウェアキーボードを
ご利用いただけます（パソコン使用のみ）。

❶「ログイン」画面を開きます。
　・「契約者ID（利用者番号）」を入力します。
　・「ログインパスワード」を入力します。

❷「ログイン」ボタンをクリックします。

❹「引落口座の選択」にて「引落口座」を選択し
ます。
❺振込先を選択します。
　 ・ 登録済みの振込先に振り込む
　　インターネットバンキングサービスにて
　　登録した口座から選択する場合。
　 ・ 新しい振込先に振り込む
　　未登録の振込先を選択する場合。

　「金額」を入力します。
　「振込依頼人」を入力します。

　「振込指定日」を入力します。

　「次へ」ボタンをクリックします。

（表示画面はサンプル画面のため、実際の画面とは異なります。）

❸❸

❹❹

❺❺ ❺❺

5 金額、振込指定日の入力

【入力文字、数字、記号について】

【任意】
※振込依頼人の項目には、口座名義人が表示されます。
※振込依頼人を変更される際は､カタカナ､英数字、スペー
ス、記号で入力してください。（下記参照）

次ページへ

❶❶

❷❷

振込取引時には事前に「ワンタイムパスワード」の
利用登録をしてください。
●本サービスをご利用いただ
くには、「ワンタイムパス
ワード利用登録画面」より
当金庫提供のワンタイムパ
スワードを事前に設定して
いただく必要があります。

●ワンタイムパスワードをま
だ設定されていない方は本
手引P.7の「ワンタイムパス
ワードご利用までの流れ」
をご覧のうえ、設定を行っ
てください。

❻「金融機関の選択」または「上記以外の金融
機関の検索」より、金融機関を選択してくだ
さい。
※上記以外の金融機関で金融機関名の頭文字を選択しま
すと、ポップアップ表示にて、頭文字に該当する金融機関
名が表示されます。

❼振込先支店名の頭文字を選択します。
※振込先支店名の頭文字を選択しますと、ポップアップ表
示にて、頭文字に該当する支店名が表示されます。

❽該当する振込先支店名を選択します。

❾「科目」を選択します。
※普通、当座のいずれかより選択してください。

10「口座番号」を入力します。
※半角数字で入力してください。

11「次へ」ボタンをクリックします。

❾❾
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振込操作の流れ 2
6 お取引内容の確認・承認

7 振込実行完了

※同一口座へのお振込は次回より金融機関名・支店名選択・
および振込先口座情報の入力を省略することができます。

当画面を印刷する場合には、印刷ボタンを押してください（パ
ソコン使用のみ）。「今回の振込先を登録」ボタンを押した後に
は、印刷は行えませんのでご注意ください。

※お取引内容に誤りがないか表示内容を
ご確認ください。
※振込実行前に取引認証手続きを行いま
す。（下記の「ワンタイムパスワード（取引
認証対応）のご利用方法」をご確認くださ
い。）

振込先口座をご登録される場合

　「今回の振込先を登録」ボタンをクリックしま
す。

（表示画面はサンプル画面のため、実際の画面とは異なります。）

❶❶

ご注意！

❷❷

❸❸ ❹❹

16インターネットバンキングの振込実行画面を
表示し、振込実行時に「ワンタイムパスワー
ド」を入力します。
17「実行」ボタンをクリックします。

　　　　　　　 　振込操作完了1616

1818

～取引認証方式のワンタイムパスワード利用方法（ソフトウェアトークンの場合）～

ワンタイムパスワード（取引認証対応）のご利用方法

ワンタイムパスワード生成専用端末機「ハードウェアトークン」の取引認証方式の操作方
法につきましては、本手引P.11の「ワンタイムパスワード生成専用端末機『ハードウェア
トークン』の操作方法」をご覧ください。

ワンタイムパスワード（取引認証対応）をご
利用いただくためには、「モード切替」を実施
する必要があります。
❶（メニューボタン）をタップする

❷モード切替ボタンをタップする

❸「取引情報入力」ボタンをタップする

❹振込先の口座番号（または払込先の収納
機関番号）を入力して「確定」ボタンをタッ
プする
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インターネットバンキングを
安全にご利用いただくために

個人インターネットバンキングをより安全にご利用いただくために、以下の点に
ご注意のうえ、本サービスをご利用いただきますようお願いいたします。

●お客様IDやログインパスワードは厳重に管理してください。

●セキュリティ対策ソフトを併用してご利用ください。

●ワンタイムパスワードのご利用をお願いします。

●身に覚えのないメールは、開かないでください。
また、不審なホームページはアクセスしないでください。

●不正利用を早期発見するために、ログイン履歴をご確認ください。

●OSやブラウザは最新版にアップデートしてご利用ください。

●取扱限度額は、必要最小限に設定してください。

●フィッシング詐欺にご注意ください。

●スパイウェアやウイルスにご注意ください。

個人インターネットバンキングの取引において、
不正利用被害が全国的に多発しております。

インターネットバンキングの
不正利用被害に遭わないためには？

PC、タブレット端末等の電子機器内に保存することは控えてください。！
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［ご利用の手引き］

ご利用登録と
ワンタイムパスワードの

設定について

バンキング
インターネット個人向け

￥

￥

サービス日
毎日
※ただしシステムメンテナンスなどの保守の為、臨時休止する場合があります。

【2022年6月1日現在】

基本料金

無料

〈個人向け〉インターネットバンキングの操作のお問い合わせ先

IBヘルプデスク

　  0120-921-311
■音声ガイダンスは「1」を選択してください。

サービス時間・振込手数料（当金庫ホームページにてご確認ください。）

〈当座預金の即時振込について〉
当金庫の当座預金の即時振込と即時入金は、ともに日曜日、祝日は取扱っておりません。

➡

こちらのQRコードからホームページに移動できます。
※QRが読み取れない方はこちら
　https://www.jsbank.co.jp/netbank/guide.html

〈個人向け〉インターネットバンキング利用規定（当金庫ホームページにてご確認ください。）

➡

こちらのQRコードからホームページに移動できます。
※QRが読み取れない方はこちら
　https://www.jsbank.co.jp/netbank/termsofuse.html


