
平成２９年７月吉日

法人のお客様向けインターネットバンキングを

ご利用のお客様 各位

法人のお客様向けインターネットバンキングにおける

ワンタイムパスワードの取扱い開始について 

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。

さて、当金庫では、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ワンタイムパスワー

ドの取扱いを開始することとしました。セキュリティ強化のため、是非、ご利用いただきますようお願

いいたします。詳しくは、別添資料をご覧ください。

敬具

本件に関するお問い合わせ

蒲郡信用金庫 ＥＢ照会センター

フリーダイヤル ０１２０－２５５－２７３

受付時間 平日９：００～１７：００

承認番号 29-109
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平成２９年７月吉日

法人のお客様向け

インターネットバンキングをご利用のお客様 各位

蒲郡信用金庫

法人のお客様向けインターネットバンキングにおける

ワンタイムパスワードの取扱い開始について 

１．取扱い開始日

  平成２９年７月２４日（月）

２．ワンタイムパスワードとは

ワンタイムパスワードとは、３０秒ごとに更新される１度限りのパスワードです。

ワンタイムパスワードの生成・表示にはトークンを用います。トークンには「ソフトウェアトーク

ン」と「ハードウェアトークン」の２つの方式があり、どちらかを選択してお使いいただきます。併

用はできません。詳しくは３ページをご覧ください。

また、生成・表示されるパスワードには、「ワンタイムパスワード」と「トランザクション認証用ワ

ンタイムパスワード」の２種類があり、お取引の内容に応じて使用するパスワードが変わります。

詳しくは２・８～９ページをご覧ください。

３．トランザクション認証用ワンタイムパスワードとは

  トランザクション認証用ワンタイムパスワードとは、トークンに資金移動先の口座番号を入力して

生成される「資金移動先専用のワンタイムパスワード」です。

トランザクション認証用ワンタイムパスワードを使用すると、入力した資金移動先以外は資金移動

ができないことから、犯罪者がお客様の資金移動先口座情報を犯罪者の口座情報に書き換えて資金移

動させるという不正取引を防止できます。
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４．ワンタイムパスワード導入後の暗証番号入力について

ワンタイムパスワード導入後、入力していただく暗証番号が以下のように変わります。

取引内容

入力していただく暗証番号の種類

ワンタイムパスワード

未利用の場合

ワンタイムパスワード

利用開始後

管
理
者

管理機能
ワンタイムパスワード

利用登録
－

ワンタイムパスワード

＋ご契約先確認暗証番号

管理機能
ワンタイムパスワード

利用登録解除
－ ご契約先確認暗証番号

利

用

者

ｵﾝﾗｲﾝ取引
資金移動

予約照会・取消
利用者確認暗証番号 ワンタイムパスワード

ｵﾝﾗｲﾝ取引 資金移動

利用者確認暗証番号

（＋利用者ワンタイム

パスワード）

トランザクション認証用

ワンタイムパスワード

ﾌｧｲﾙ伝送
総合振込

－データ承認・送信
利用者確認暗証番号 ワンタイムパスワード

ﾌｧｲﾙ伝送
給与振込

－データ承認・送信
利用者確認暗証番号 ワンタイムパスワード

ﾌｧｲﾙ伝送 外部ファイル送受信 利用者確認暗証番号 ワンタイムパスワード

税金・各種料

金の払込み

オンライン方式 利用者確認暗証番号
トランザクション認証用

ワンタイムパスワード

情報リンク方式 利用者確認暗証番号 ワンタイムパスワード

利用者認証 利用者開通確認 利用者確認暗証番号
（変更なし）

利用者確認暗証番号

利用者認証
利用者確認

暗証番号変更
利用者確認暗証番号

（変更なし）

利用者確認暗証番号

電子証明書

利用者電子証明書

新規取得

／期限切れ後更新

利用者確認暗証番号
（変更なし）

利用者確認暗証番号
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５．トークンの種類と利用料金

スマートフォン用ソフトウェアトークンとハードウェアトークンの２種類です。

ソフトウェアトークン ハードウェアトークン

名称 しんきん（法人）ワンタイムパスワード しんきんハードウェアトークン

イメージ

形態 スマートフォン専用アプリ（注） 縦 70.1 mm × 横 44 mm  
× 高さ 3.4 mm 

料金 無料 月額手数料：無料

媒体１台 １，０８０円

（新規発行、再発行申込み時に

お支払いただきます。）

入手方法 【iOS の場合】App Store 
【Android の場合】Google Play 
にて、スマートフォンに

【アプリ名】

「しんきん（法人）ワンタイムパスワード」

をダウンロードしてください。

詳しくは、４ページをご覧ください。

当金庫所定の用紙によるお申込みが必

要です。お申込み後１週間ほどで、当金

庫よりご登録の住所へ郵送いたします。

トークンの

共有

ひとつのソフトウェアトークンで、異

なる利用者（異なる契約者ＩＤの利用

者、他信用金庫の利用者を含む）の利

用登録が可能です。

ひとつのハードウェアトークンで、同

一契約者ＩＤの異なる利用者の利用

登録が可能です。

契約者ＩＤが異なる場合は、新たにハ

ードウェアトークンをご契約してい

ただきます。

その他 ひとつの利用者ＩＤで、複数のソフトウ

ェアトークンをご利用いただくことは

できません。

スマートフォンの機種変更等で、最初に

利用登録をしたソフトウェアトークン

以外のトークンを利用する場合は、再

度、６・７ページの利用登録をする必要

があります。

電池残量が低下すると、電源を入れる

と以下の表示が出ますので、当金庫所

定の書面でハードウェアトークンの

再発行をお手続きください。

  （注）パソコン用ソフトウェアトークンの提供はありません。
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６．トークンの入手方法

iPhone 等 iOS 端末をご利用のお客様 Android 端末をご利用のお客様

iPhone 等 iOS 端末をご利用のお客様

AppStore より入手してください。

（動作環境：iOS8 以上）

名称：しんきん（法人）ワンタイムパスワード

ＱＲコード

Android 端末をご利用のお客様

GooglePlay より入手してください。

（動作環境：Android 4.X 以上）

名称：しんきん（法人）ワンタイムパスワード

ＱＲコード

当金庫所定の用紙によるお申込みが必要です。

お申込み後１週間ほどで、当金庫よりご登録の住所へ郵送いたします。

お申込用紙は、蒲郡信用金庫のホームページからダウンロードできます。

※ホームページより「法人インターネットバンキング ハードウェアトークン申込書」を印刷し、

ご記入の上、お取引店の窓口へご提出願います。

５ページ「７．トークンのご利用開始（登録）方法」へ

トークンを入手後

（２）「しんきんハードウェアトークン」の入手方法

（１）「しんきん（法人）ワンタイムパスワード」の入手方法
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７．トークンのご利用開始（登録）方法

管理者でログイン後

① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から

利用者情報登録／変更をクリックします。

⇒「利用者情報選択」画面が表示されます。

② 利用形態設定をクリックします。

⇒「ワンタイムパスワード利用形態設定」画面

が表示されます。

③ 利用形態を選択します。

・「全ての利用者が異なるトークンを使用する」

の場合とは

・「全ての利用者が同じトークンを使用する」

の場合とは

④ 次へをクリックします。

⇒「ワンタイムパスワード利用登録」画面が表

示されます。

※ワンタイムパスワード利用形態設定をやめる場合は、

キャンセルをクリックします。

◆「全ての利用者が異なるトークンを使用する」を選択した場合⇒６ページへ

◆「全ての利用者が同じトークンを使用する」を選択した場合⇒７ページへ
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８．ワンタイムパスワード利用登録方法（全ての利用者が異なるトークンを使用する）

① 利用登録する利用者を選択します。

※利用者が 10 名を超える場合は、一覧の右側に表示される

スクロールバーにて該当の利用者を表示してください。

② シリアル番号を入力します。

③ワンタイムパスワードを入力します。

＜ソフトウェアトークンの場合＞＜ハードウェアトークンの場合＞

④ 「ご契約先確認暗証番号」を入力します。

⑤ OK をクリックします。

⑥ 「現在のシリアル番号」欄でシリアル番号が登

録できたことを確認します。

※引き続き、ワンタイムパスワード利用登録する場合は、手

順①~③を繰り返します。

※利用者ＩＤごとに利用登録が必要です。

※ワンタイムパスワードをご利用開始後は、利用登録してい

ない利用者は、資金移動および税金各種料金払込み（オン

ライン方式）のお支払が出来ません。

※ワンタイムパスワード利用登録をやめる場合は、

キャンセルをクリックします。

③

②
シリアル番号

SKTS12345678

１２３４５６

【裏】

②

【表】

③
１２３４５６

①

②
③

④⑤

⑥
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９．ワンタイムパスワード利用登録方法（全ての利用者が同じトークンを使用する）

① シリアル番号を入力します。

② ワンタイムパスワードを入力します。

＜ソフトウェアトークンの場合＞＜ハードウェアトークンの場合＞

③ 「ご契約先確認暗証番号」を入力します。

④ OK をクリックします。

⑤ 「現在のシリアル番号」欄でシリアル番号が登

録できたことを確認します。

※ワンタイムパスワード利用登録をやめる場合は、

キャンセルをクリックします。

②

①
シリアル番号

SKTS12345678

１２３４５６

【裏】

①

【表】

②
１２３４５６

①
②

③④

⑤
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１０．ワンタイムパスワードおよび

トランザクション認証用ワンタイムパスワードの生成方法

資金移動実行時、税金各種料金払込み（オンライン方式）のお支払実行時には、下記の方法で、トラ

ンザクション認証用ワンタイムパスワードを生成し入力します。

【ワンタイムパスワード】

① ソフトウェアトークンを起動すると中央に表示される６桁の数字です。（周りの円は赤色です）

【トランザクション認証用ワンタイムパスワード】

① ソフトウェアトークンを起動し、メニューアイコンをタップします。

② 「モード切替」をタップします。

③ 「取引情報入力」をタップします。

④ 「資金移動の口座番号」を入力し「確定」をタップします。

⑤ 「トランザクション認証用ワンタイムパスワード」（数字６桁）が

表示されます。（周りの円は青色です）

3425601

１２３４５６

シリアル番号

SKTS12345678

×

モード切替

ヘルプ

バージョン情報

②

③

ワンタイムパスワード 取引情報入力

１２３４５６１２３４５６

シリアル番号

SKTS12345678

取引情報

3425601

⑤

④

１度モード切替を行う

と、次回からは、ソフト

ウェアトークン起動後、

この画面が表示されます

ので、①②の操作は不要

です。

（１）しんきん（法人）ワンタイムパスワードの場合

①

③

トランザクション認証用
ワンタイムパスワードは
周りの円が青色です

ワンタイムパ
スワードは周
りの円が赤色
です

ワンタイムパスワードを再表示する場合は
「ワンタイムパスワード」をタップします。

①
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【ワンタイムパスワード】

① ハードウェアトークンの「１」を押すと表示される６桁の数字です。

【トランザクション認証用ワンタイムパスワード】

① ハードウェアトークンの「３」を押し起動します。

② テンキーで「資金移動先の口座番号」を入力します。

③ 「OK」を押すと、「トランザクション認証用ワンタイムパスワード」（数字６桁）が表示されます。

① トークンに表示された「トランザクション認証用ワンタイムパスワード」を入力します。

② 「実行」をクリックします。

＜画面は資金移動実行時＞

① ②

3425601

②

お客様がご利用されているトークンの画像と説明

が表示されます。画面の指示に従って、ワンタイム

パスワードを生成してください。

資金移動・税金各種料金払込み（オンライン方式）支払い実行時

（２）しんきんハードウェアトークンの場合

①

③

５８１４３６ １２３４５６
①
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本件に関するお問い合わせ

蒲郡信用金庫 ＥＢ照会センター

フリーダイヤル ０１２０－２５５－２７３

受付時間 平日９：００～１７：００


