
平成２９年７月吉日

個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

個人のお客様向けインターネットバンキングにおける

セキュリティ強化のための新しい認証方式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新しい認証の取扱い

を開始することとしました。この認証方式は、振込先情報を改ざんするマルウェア（ウイルス）に対し

て不正送金を防止いたします。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 29-108
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平成２９年７月吉日

個人のお客様向け

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

トランザクション認証の取扱い開始と

トランザクション認証用トークンの提供開始について 

１．取扱い開始日

  平成２９年７月２４日（月）

２．トランザクション認証とは

  トランザクション認証とは、専用のトークンに振込先の口座番号を入力して生成した「振込先専用

のワンタイムパスワード」を用いてお取引を認証するものです。

入力した振込先以外は振込ができないことから、犯罪者がお客様の振込先口座情報を犯罪者の口座

情報に書き換えて振込させるという不正取引を防止できます。

①～⑤：従来のワンタイムパスワードを利用した場合  

①～⑦：トランザクション認証用パスワードを利用した場合
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３．トランザクション認証用トークンの種類と利用料金

トランザクション認証対応のトークンは、

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（個人）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１） 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・交換・再発行（注２）

申込み時にお支払いただきます。）

入手方法 ４ページをご覧ください。

トークンの

共有

ひとつのソフトウェアトークンで、複数

の契約者ＩＤ（他信用金庫のご契約を含

む）の利用登録が可能です。

既に、「しんきん（個人）ワンタイムパ

スワード」をお使いの場合は、現在お使

いのもので、当金庫の契約者ＩＤの利用

登録をすることができます。

ひとつのハードウェアトークンで、複数

の契約者ＩＤの利用登録をすることは

できません。

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

１つのご契約で、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。

スマートフォンの交換・機種変更等をし

た場合は、１０ページをご覧ください。

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

交換をお手続きください。

  （注）１．パソコン用ソフトウェアトークンの提供はありません。

２．「交換」とは、既存のトークンが使用可能な状態で新しいトークンをお申込み頂くことです。「交換」でお申込み

いただくと、新しいトークンがお手元に届くまでは、既存トークンの利用が可能です。

「再発行」とは、既存のトークンが電池切れ・故障等で使用不可能な状態で新しいトークンをお申込み頂くこと

です。
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４．現在、ワンタイムパスワードをご利用中のお客様

 現在、ワンタイムパスワードをご利用中のお客様は、ご利用中のトークンの種類によって対応が違い

ます。該当のトークンの取扱いをご参照ください。

＜イメージ＞

当面の間、継続してご利用いただけます。

   但し、７月２３日（日）を以って、シマンテック社提供のソフトウェ

アトークン（VIP Access）は、新規の利用開始登録ができなくなります
ので、７月２４日（月）以降、スマートフォンの機種変更等でソフトウ

ェアトークンを再インストールする場合は、「しんきん（個人）ワンタイ

ムパスワード」をご利用ください。

＜イメージ＞

当面の間、継続してご利用いただけます。

但し、デスクトップ用ソフトウェアトークンをお使いのお客様でも、

パソコンがマルウェア／ウイルス感染等で遠隔操作され、不正に送金さ

れる事例が発生していることから、お早めに「しんきん（個人）ワンタ

イムパスワード」に切り替えていただきますようお願いします。

   なお、「しんきん（個人）ワンタイムパスワード」はスマートフォン専

用アプリです。パソコン用のソフトウェアトークンはありません。

７月２４日（月）以降、パソコンを変更された場合は、スマートフォ

ンで「しんきん（個人）ワンタイムパスワード」をご利用いただくか、

「しんきんハードウェアトークン」をご契約ください。

＜イメージ＞

当面の間、継続してご利用いただけます。但し、現在のシマンテック

社提供ハードウェアトークンを継続してお使いいただく場合は、従来通

り月額利用料：１０８円をお支払いただきます。

「しんきんハードウェアトークン」は、月額利用料：無料で提供させ

ていただきますので、７月２４日（月）以降、お早めに「しんきんハー

ドウェアトークン」への切替をお願い致します。切替には、当金庫所定

の用紙によるお申込みが必要です。

   現在契約中のお客様は、お手続きいただければ「しんきんハードウェ

アトークン」を無料で提供いたします。（次回、再発行・交換時からは所

定の手数料をいただきます。）

ＶＩＰ　Ａｃｃｅｓｓ

クレデンシャルＩＤ

VSMT12345678

セキュリティコード

３９３２０４

 　Symantec VIP

22

（３）シマンテック社提供ハードウェアトークンの取扱い

（２）シマンテック社提供デスクトップ用ソフトウェアトークンの取扱い

（１）シマンテック社提供スマートフォン用ソフトウェアトークンの取扱い
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５．トランザクション認証用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
AppStoreより入手してください。
（動作環境：iOS8以上）

名称：しんきん（個人）ワンタイムパスワード

ＱＲコード

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（個人）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「個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。

現在、ワンタイムパスワードを

利用されていないお客様

５ページ

「トランザクション認証用トークンの

ご利用開始（登録）方法」へ

現在、ワンタイムパスワードを

ご利用中のお客様

６ページ

「トランザクション認証用トークンへの交換方法」へ

トランザクション認証用トークンを入手後

（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（個人）ワンタイムパスワード」の入手方法
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現在、ワンタイムパスワードを利用されていないお客様はこちらから

６．トランザクション認証用トークンのご利用開始（登録）方法

① ログイン画面下部のワンタイムパス

ワード「利用開始」をクリックします。

② 「契約者 ID」を入力します。
③ 「ログインパスワード」を入力しま

す。

④ 「次へ」をクリックします。

＜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＞

⑤ ログイン時にもワンタイムパスワー

ドの認証をする場合は、「認証する」を

選択します。

⑥ お客様カードの確認用パスワードを

用いて、画面の（１）（２）に対応する

数字を入力します。

＜ソフトウェアトークンの場合＞

⑦ ソフトウェアトークンを起動し、下

部に表示されている「シリアル番号」を

入力します。

⑧ ソフトウェアトークンの中央に表示

された「ワンタイムパスワード」を入力

します。

＜ハードウェアトークンの場合＞

⑦ ハードウェアトークン裏面に表示さ

れている「シリアル番号」（１２桁の英

数字）を入力します。

⑧ 「１」を押して、表示された「ワン

タイムパスワード」を入力します。

⑨ 「登録」をクリックします。

①

②

③
④

⑦

⑤

⑥

⑨

⑧

「登録」をクリックした段階

で入力されているワンタイム

パスワードと、トークンが表

示しているワンタイムパスワ

ードが一致している必要があ

るため、ワンタイムパスワー

ドは最後に入力してくださ

い。

⑧
１２３４５６

⑦
シリアル番号

SKTS12345678

【表】【裏】

⑦

⑧
１２３４５６
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現在、ワンタイムパスワードをご利用のお客様はこちらから

７．トランザクション認証用トークンへの交換方法

① ログイン画面下部のワンタイム

パスワード「交換」をクリックしま

す。

② 「契約者 ID」を入力します。
③ 「ログインパスワード」を入力しま

す。

④ 「次へ」をクリックします。

＜シマンテック社提供

　スマートフォン用

　ソフトウェアトークンの場合＞

＜シマンテック社提供

　パソコン用

　ソフトウェアトークンの場合＞

＜シマンテック社提供

　ハードウェアトークンの場合＞

既存トークンが

＜シマンテック社提供スマートフォン用

ソフトウェアトークンの場合＞

⑤ 既存ソフトウェアトークンを起動

し、中央に表示された「セキュリティコ

ード」を入力します。

＜シマンテック社提供パソコン用

ソフトウェアトークンの場合＞

⑤ 既存ソフトウェアトークンを起動

し、下段に表示された「ワンタイムパス

ワード」を入力します。

＜シマンテック社提供

ハードウェアトークンの場合＞

⑤ 既存ハードウェアトークンの電源を

入れ、表示された「ワンタイムパスワー

ド」を入力します。

⑥ 「次へ」をクリックします。

①

⑤

お客様が現在ご利用され

ているトークンの画像が

表示されます。

⑥

⑤ ⑤

【表】
⑤
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＜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＞

新しいトークンが

＜ソフトウェアトークンの場合＞

⑦ 新しいソフトウェアトークンを起動

し、下部に表示されている「シリアル番

号」を入力します。

⑧ 新しいソフトウェアトークンの中央

に表示された「ワンタイムパスワード」

を入力します。

＜ハードウェアトークンの場合＞

⑦ 新しいハードウェアトークン裏面に

表示されている「シリアル番号」（１２

桁の英数字）を入力します。

⑧ 「１」を押して、表示された「ワン

タイムパスワード」を入力します。

⑨ 「登録」をクリックします。

既存トークンが

＜ソフトウェアトークンの場合＞

⑩ 既存ソフトウェアトークンを削除

（アンインストール）します。

＜ハードウェアトークンの場合＞

⑩ 既存ハードウェアトークンを破壊

し、廃棄する。当金庫への返却は不要で

す。

８．トランザクション認証の対象取引※1

・振込

  ・税金各種料金払込み（オンライン方式※2）

    ※1 上記以外の取引の認証は、通常のワンタイムパスワードで認証します。

    ※2 インターネットバンキング上で収納機関番号等を入力して払い込む方式を指します。

⑦

⑧

⑨

【表】

⑦

⑧
１２３４５６

⑧
１２３４５６

⑦
シリアル番号

SKTS12345678
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９．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

お振込み実行時、税金各種料金払込み（オンライン方式）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 お振込みの場合は「お振込先の口座番号」、税金各種料金払込み（オ

ンライン方式）の場合は「払込先の収納機関番号」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）

取引情報

3425601

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

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（個人）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、お振込みの場合は「お振込先の口座番号」、税金各種料金払込み（オンライン方式）の

場合は「払込先の収納機関番号」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。

①

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。

お振込み・税金各種料金払込み（オンライン方式）支払い実行時

① ②

3425601

（２）しんきんハードウェアトークンの場合

③

５８１４３６ １２３４５６
①



１０

１０．トークンご利用中のスマートフォンの交換について

スマートフォンを交換・機種変更・バックアップからのデータ復元等（以下「交換」といいます）を

した場合、新しいソフトウェアトークンをダウンロードしてもソフトウェアトークンはそのままでは利

用することができません。

新しいソフトウェアトークンを利用できるようにするには、ケースに応じて以下の手順が必要です。

① トークンの交換を行ってください。

（交換手順については、６ページをご覧ください。）

① 当金庫所定の申込書によりソフトウェアトークンの再発行をお取引店にお届けください。

  申込書は、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。

※「がましんインターネットバンキング【お客さまカード利用】諸届書」を印刷しご記入ください。

② 再発行後、再度、ソフトウェアトークンの利用登録を行ってください。

（利用登録手順については５ページをご覧ください。）

① トークンの利用停止を行ってください。

（利用停止手順については、蒲郡信用金庫のホームページ「ワンタイムパスワードについて」をご

覧ください。）

② スマートフォン交換後、再度、ソフトウェアトークンの利用登録を行ってください。

（利用登録手順については５ページをご覧ください。）

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

（１）交換後、利用していたスマートフォンが使用できる場合

（２）交換後、利用していたスマートフォンが使用できない場合

（３）交換前の場合


