
ログインID取得・初
回登録　ボタンをタッ
プしてください。

二次元コードを読みとってく
ださい。

[ 1 ][ ４ ] 2023.04.122

ワンタイムパスワード利用開始
18 A）ログインIDとB）

ログインパスワード
を入力し、ログイン
ボタンをタップして
ください。
ワンタイムパスワー
ドは自動で入力され
ます。

次回以降はワンタイムパスワードアプリか
らログインしてください。

19
トップページが表示
されますので、ご希
望のお取引きを選択
し、各種サービスを
ご利用ください。

○○たろう　様 いつもご利用ありがとうございま
す。

インターネットバンキング

■  お知らせ

■  サービス利用口座一覧

■  各種お取引き

電子交付

残高照会

投資信託

入出金明細照会

振込・振替 ペイジー払込み

ワンタイムパスワード
利用解除・取引認証

画面ID：SPT001

ログアウト

登録メールアドレス

前回ログイン日時
taro@abank.co.jp

----年--月--日--時--分--秒

メニュー

重要なお知らせ

銀行からのお知らせ

未読のお知らせはありません。

未読のお知らせはありません。

本店営業部　　普通　1111111

残高照会日時：09月15日10時00分

500,000円預金残高

各種お取引きボタンを押してください。

PCサイトへ

※以上で初回登録が終了です。

16
表示された画面の
　登録　ボタンをタ
ップしてください。
※追加文言がある場合は

入力してください。
※追加した文言は「トーク

ン表示名変更」より変更
可能です。

※ポップアップのメッセージが表
示された場合は、内容を確認
後「OK」をタップしてください。

ヘルプ
トークン表示名設定

登録

？

トークン表示名に任意の文言を追加・変
更することができます。

変更前の
追加文言：

[任意]
変更後の
追加文言

（全角8文字以内）：

（例）
追加文言に本店用と入力された場合、
トークン表示名は以下の通りとなります。

『○△□銀行 本店用』

未登録

トークン
表示名 ダイレクトブランチ

15
初期設定完了画面が
表示されますので、
　次へ　ボタンをタ
ップしてください。

ヘルプ
初期設定完了

次へ

？

初期設定が正常に完了しました。

スマートフォンの日時を日本時間に
合わせて、タイムゾーンを日本に設
定してください。

ワンタイムパスワードは６０秒毎に
変わりますので、ご利用の都度、
表示されているものをご利用くだ
さい。

インターネットバンキング

ログイン I D

ログインパスワード

ワンタイムパスワード

●●●●●●●●

ログイン

※ボタンは1度だけタップし、次の画面に切り
替わるのをお待ちください。

（切り替わるまでに時間がかかる事があります）
2度目のタップをしますとエラーとなり、再度こ
の画面からやり直しとなってしまいますのでご
注意ください。

画面ID：SLI001

17
　　　　　  ボタン
をタップしてくださ
い。

ログイン
Direct Br@nch

インターネットバンキング 登録操作のご案内

ログイン ID 取得
1

初 回 登 録 方 法初 回 登 録 方 法

2

3
お申込みの際にご指
定いただいた店番
号・口座番号、仮ロ
グインパスワード、
仮確認用パスワード

（各々数字のみ6桁）
を入力して　次へ　
ボタンをタップして
ください。

ダイレクトブランチ利用申込書にご記入された口座の
店番号、科目、口座番号、パスワード を入力し、「次へ」
ボタンを押してください。

インターネットバンキング

■  ログイン I D取得

■   代表口座番号の入力

■   ログインパスワードの入力

■   確認用パスワードの入力

［必須］ 店番号

［必須］ 科目

［必須］ 口座番号

［必須］ 仮ログインパスワード

［必須］ 仮確認用パスワード

（半角数字3桁）

普通

（半角数字）

次へ

登録を中止する

画面ID：SID001

お客様情報入力 登録情報入力 登録完了

※口座番号は必ず７桁で入力してください。

14
に表示されたサー

ビスID・ユーザID
および　で登録した
F)利用開始パスワー
ドを入力し、チェッ
クボックスをチェッ
クして　送信　ボタ
ンをタップしてくだ
さい。

11
サービスIDとユーザID、利用開始パ
スワードを入力し、送信ボタンを押
してください。

ヘルプ
初期設定

ご利用の前に以下を必ずご確認ください。
本アプリはアプリデータの搾取・複製を防止
するため、他端末へのアプリデータ引き継ぎ
を防止する機能を導入しています。
機種変更時・アプリ削除時は事前にご利用の
サービスで手続きを行ってください。
所定の手続きを行わない場合は、ご利用いた
だけなくなります。

サービスID:

ユーザID:

送信

利用開始パスワード：

？

！

□上記の内容に同意する。

インターネットバンキング ログイン

■インターネットバンキング
をご利用中のお客さま

■インターネットバンキング
の利用を開始する

ログイン

ログインID取得・初回登録

　はじめてインターネットバンキングをご利用になる場合、初回登録操作を行ってからサービスを開始してください。

■操作を始める前に以下をご準備ください■

店番号、口座番号、仮ログインパスワード（数字6桁）、仮確認用パスワード（数字6桁）
〈お申込みの際にご指定いただいたもの〉

〈あらたにご準備いただくもの〉 
ご準備いただくもの

Ａ）ログインID
Ｂ）ログインパスワード
Ｃ）確認用パスワード
Ｄ）メールアドレス
Ｅ）スマートフォンのメールアドレス
Ｆ）利用開始パスワード

使用方法
お客さまを特定するもの
ログイン時に使用するもの
振込や各種お取引き時に使用するもの
取引内容の連絡に使用するもの
ワンタイムパスワードアプリ利用申請時に使用
ワンタイムパスワード初期設定時1回のみ使用

備　考

半角英数字6～12桁
※英字は大文字・小文字を区別します
※3種類すべて異なるものをご用意ください

同一でも問題ありません

半角数字4～8桁
※電子メールにドメイン指定など受信設定されている場合@webcenter.anser.or.jpおよび@otp-auth.netの電子メールが受信できるように設定してください。

お問い合わせ
インターネットバンキング専用フリーダイヤル 受付時間　平日　9:00～21:00／土・日・祝日　9:00～17:00

　　　　　（年末年始、5/3～5/5を除く）
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。0120-003-878

（スマートフォンをご利用のお客さま用）

メニュー

ワンタイムパスワードをご利用中
のお客さま

新規お申し込み後または、ログイン
パスワード・確認用パスワード・秘密
の質問回答の初期化後、はじめてロ
グインされるお客さま

ホーム ＞ インターネットバンキングログイン

スマートフォンの機種変更を行う場合は、機種変更前にインターネットバンキングへログインし、ワンタイムパ
スワードの利用解除を行ってください。

ご注意点

機種変更を行う場合は、端末の変更前に、ご利用の
サービスからワンタイムパスワードの利用解除を
行ってください。

ヘルプ
ダイレクトブランチ ？

COPY

73811227

ログイン
Direct Br@nch

シリアルNo：244937298
利用開始日：2018/09/15
有効期限：2025/10/31 09：00（日本時間）

トークン選択

･－－･－－･－－
設定 ワンタイムパスワード

49

取引確認

生体認証利用設定

生体認証の設定ワンタイムパスワード

※パソコンで操作するお客さまは、〈あしぎん〉ウェブサイトのインターネットバンキングから「ログインID取得」を選択し、登録操作を行ってください。

10



トークン発行を受け付けました。
メールアドレスにトークン発行用のメールが送信されます。
トークン情報に従い、ワンタイムパスワードの設定のお手
続きをお願いします。

現在ご利用の端末にトークンを設定する場合は「トー
クンダウンロード」からも設定が可能です。

インターネットバンキング

■  ワンタイムパスワード利用申請

■  送付先メールアドレス

■  トークン情報

トークンダウンロード

画面ID：SLI013

発行完了トークン発行情報入力

ログアウト

メールアドレス

サービスID
ユーザID

10120129
999900000001

aaa@bbb.ccc

ご注意ください！
●ワンタイムパスワードアプリをご利用いた
　だく際は最新のバージョンであることをご
　確認ください。
●ワンタイムパスワードアプリの初期設定に
　失敗した場合は、再度トークン発行からお
　手続きください。

[ 3 ][ 2 ]

お客さま情報登録

5
登録したログインID
をご確認のうえ、チェ
ックボックスをチェッ
クし  初回ログイン
ボタンをタップして
ください。

6

仮ログインパスワー
ド、B）ログインパス
ワード、仮確認用パ
スワード、C）確認用
パスワードを入力し
て  変更を確定する
ボタンをタップして
ください。

7 9

回答を作成しチェッ
クボックスをチェック
し  登録を確定する 
ボタンをタップして
ください。
※「秘密の質問・回答」は3

つすべて登録する必要
があります。同じ内容の
質問を重複して登録す
ることはできません。

※秘密の質問の回答はお
忘れにならないように控
えておく事をお勧めしま
す。

トークン発行・ダウンロード

内容をご確認のうえ
で変更したC）確認

用パスワードを入力
し 登録を確定する
ボタンをタップして
ください。

10

7

E）スマートフォンの
メールアドレス、F）
利用開始パスワード
※（数字４～８桁）、 　
で登録した「秘密の
質問」の回答（全角
16文字以内）を入力
し 　　　　ボタン
をタップしてください。
※利用開始パスワードは、

アプリの設定時１回のみ
使用します。

11
トークン情報（サー
ビスID、ユーザID）
を控えてください。
（ワンタイムパスワ
ードアプリの初期設
定 で 使 用 し ま
す。）
トークンダウンロード
ボタンをタップして
ください。

4
契約者としてお客さ
まを特定するための
A）ログインIDを入
力し、 ID登録実行
ボタンをタップして
ください。
※既に他の契約者が取得

済のIDは登録できま
せん。

14

ログインID取得

インターネットバンキング

ログインIDの登録

ログインIDを登録してください。
英字は大小文字を区別します。
既に他の契約者が取得済のIDは登録できません。

（ログインパスワード・確認用パスワードとは異なるも
のを入力してください。）

お客様情報入力 登録完了登録情報入力

[必須]　 ログインID
（半角英数字6～12桁）

[必須]　 ログインID（再入力）
確認のため再度入力してください。

次回以降ログインする際に必要となりますの
で、お忘れにならないようにご注意ください

ID登録実行

画面ID：SID002

登録を中止する

次回以降ログインする際に必要となりますので、お忘れにならな
いようにご注意ください

サービス開始登録（パスワード変更）

ログインパスワードの変更

現在のログインパスワード

新しいログインパスワード

ログインパスワードおよび確認用パスワードの変更をお
願いします。

インターネットバンキング

[必須]　 仮ログインパスワード
（半角数字6桁）

[必須]　 新しいログインパスワード
（半角英数字6～12桁）

[必須]　 新しいログインパスワード
（再入力）
確認のため再度入力してください。

画面ID：SLI002

変更を確定する

中止する

新しいパスワードを入力してください。
英字は大小文字を区別します。
ログインパスワード、確認用パスワード、ログインIDは全て異なるも
のとしてください。
現在のパスワード、新しいパスワードをご入力のうえ、「変更を確定す
る」ボタンを押してください。

お振込・お振替・各種お取引き・お客さま情報変更などの際に必
要なパスワードですので、お忘れにならないようにご注意くださ
い

確認用パスワードの変更

現在の確認用パスワード

新しい確認用パスワード

[必須]　 仮確認用パスワード
（半角数字6桁）

[必須]　 新しい確認用パスワード
（半角英数字6～12桁）

[必須]　 新しい確認用パスワード
（再入力）
確認のため再度入力してください。

8
D）メールアドレスお
よび連絡先電話番号
を入力して　次へ　
ボタンをタップして
ください。

メールアドレス・連絡先電話番号をご確認、ご入力のう
え、「次へ」ボタンを押してください。

※メール受信拒否機能を設定している場合には
@webcenter.anser.or.jpのドメインを受信できるよ
う許可してください。

今後、ご登録いただいたメールアドレスに、各種
キャンペーンなど、お得な情報をお送りしてもよ
ろしいですか。

インターネットバンキング

■  サービス開始登録（お客さま情報入力）

■   お客さま情報の入力

■   メールアドレス設定

■   キャンペーンメール送信設定

■   連絡先電話番号設定

［必須］ メールアドレス

（半角英数字記号）

確認のため、再度入力してください。

［必須］ メールアドレス（再入力）

［必須］ キャンペーンメール送信条件

［必須］ 連絡先電話番号

希望する 希望しない

（半角数字）

ー ー

次へ

中止する

画面ID：SLI003

よろしければ、確認用パスワードを入力し、「登録を確定する」ボタン
を押してください。

インターネットバンキング

■  サービス開始登録（入力内容確認）

■  お客さま情報の確認

■  メールアドレス設定

■  DM送信希望設定

■  連絡先電話番号設定

■  確認用パスワードの入力

画面ID：SLI040

メールアドレス taro@abank.co.jp

DM送信希望条件 希望する

連絡先電話番号 090-1234-5678

[必須]　確認用パスワード

登録を確定する

中止する

戻る

ダウンロードサイト
ボタンをタップする
とAppStore・Google
Playに移動しますの
でサイトの指示に従
い「ワンタイムパスワー
ド」アプリをダウン
ロードしてください。
ダウンロード完了
後、 開く をタップ
してください。

12

ワンタイムパスワー
ドアプリを起動する
と、「プライバシー
ポリシーの確認」画
面が表示されます。
 プライバシーポリ
シーはこちら　をタ
ップし内容の確認を
してください。
i O S は「 完 了 」、
Androidは「◀」で
確認画面を閉じてく
ださい。

もとの画面に戻りま
すので、　同意して
進む　をタップして
ください。

ワンタイムパスワードアプリの初期設定
13 プライバシーポリシーの確認

ヘルプ
？

このアプリケーションをご利用いた
だくためには、利用者情報の取扱い
に関するプライバシーポリシーにご
同意いただく必要があります。

以下のプライバシーポリシーをご確
認・ご同意のうえ、ご利用ください。

プライバシーポリシーが改定された
場合は、再度ご同意いただく必要が
あります。

プライバシーポリシーはこちら

同意して進む

インターネットバンキング

ログインID取得

ログインID taro001

登録内容

注意事項

確認しました。

○○たろう　様

以下のログインIDを登録しました。
注意事項をご確認のうえ、「初回ログイン」ボタンを押してくださ
い

お客様情報入力 登録完了登録情報入力

画面ID：SID003

ログインＩＤはインターネットバンキングでアクセ
スする際のご本人確認のための重要なID番号です。
ログインＩＤはお客さまの責任において厳重に管理
のうえ、忘れないように留意願います。
生年月日や電話番号など第三者が推測可能な番号の
指定はお控えください。
ログインＩＤ及びログインパスワード・確認用パス
ワードはお取引きの安全性を確保するために変更可
能です。
なお、お取引きに関係なく、当行よりお客さまのロ
グインＩＤ及びログインパスワード・確認用パスワ
ードを電話、Eメール等でおたずねすることはありま
せん。

初回ログイン

！

インターネットバンキング

ログインID取得

ログインID taro001

登録内容

注意事項

確認しました。

○○たろう　様

以下のログインIDを登録しました。
注意事項をご確認のうえ、「初回ログイン」ボタンを押してくださ
い

お客様情報入力 登録完了登録情報入力

画面ID：SID003

ログインＩＤはインターネットバンキングでアクセ
スする際のご本人確認のための重要なID番号です。
ログインＩＤはお客さまの責任において厳重に管理
のうえ、忘れないように留意願います。
生年月日や電話番号など第三者が推測可能な番号の
指定はお控えください。
ログインＩＤ及びログインパスワード・確認用パス
ワードはお取引きの安全性を確保するために変更可
能です。
なお、お取引きに関係なく、当行よりお客さまのロ
グインＩＤ及びログインパスワード・確認用パスワ
ードを電話、Eメール等でおたずねすることはありま
せん。

初回ログイン

！

インターネットバンキング

「秘密の質問・回答」のご登録

画面ID：SLI016

確認しました。

「秘密の質問・回答」は、お客さまが普段利用され
ているパソコン以外のパソコンから利用される場
合など、通常と異なるご利用と判断した場合に、ご
本 人 さ ま の ご 利 用 で あ る こ と を 確 認 す る
ための追加認証です。
第三者のなりすましによる不正アクセスを防止す
るセキュリティ対 策として 、す べ て の お 客さま
にご登録をお願いしております。

「秘密の質問」選択して「秘密の回答」を登録し、ご
注意事項を確認いただいてチェックボックスにチ
ェック を 入 れ 、「 登 録 を 確 定 す る 」ボ タ ン を
押してください。
※質問と回答は３つすべて登録する必要があり
　ます。

[必須]　質問1

選択して下さい

[必須]　回答1

（全角16文字以内）

[必須]　質問2

選択して下さい

[必須]　回答2

（全角16文字以内）

[必須]　質問3

選択して下さい

[必須]　回答3

（全角16文字以内）

注意事項！
上記の内容で「秘密の質問・回答」を登録し
ます。
本画面で登録された内容は、次回以降のログ
イン時に入力が必要になる場合がありますの
で、お忘れにならないようご注意ください。

中止する

登録を確定する

インターネットバンキング

「秘密の質問・回答」のご登録

画面ID：SLI016

確認しました。

「秘密の質問・回答」は、お客さまが普段利用され
ているパソコン以外のパソコンから利用される場
合など、通常と異なるご利用と判断した場合に、ご
本 人 さ ま の ご 利 用 で あ る こ と を 確 認 す る
ための追加認証です。
第三者のなりすましによる不正アクセスを防止す
るセキュリティ対 策として 、す べ て の お 客さま
にご登録をお願いしております。

「秘密の質問」選択して「秘密の回答」を登録し、ご
注意事項を確認いただいてチェックボックスにチ
ェック を 入 れ 、「 登 録 を 確 定 す る 」ボ タ ン を
押してください。
※質問と回答は３つすべて登録する必要があり
　ます。

[必須]　質問1

選択して下さい

[必須]　回答1

（全角16文字以内）

[必須]　質問2

選択して下さい

[必須]　回答2

（全角16文字以内）

[必須]　質問3

選択して下さい

[必須]　回答3

（全角16文字以内）

注意事項！
上記の内容で「秘密の質問・回答」を登録し
ます。
本画面で登録された内容は、次回以降のログ
イン時に入力が必要になる場合がありますの
で、お忘れにならないようご注意ください。

中止する

登録を確定する

このアプリケーションをご利用いた
だくためには、利用者情報の取扱い
にに関するプライバシーポリシーに
ご同意いただく必要があります。

以下のプライバシーポリシーをご確
認・ご同意のうえ、ご利用ください。

プライバシーポリシーが改定された
場合は、再度ご同意いただく必要が
あります。

プライバシーポリシーはこちら

同意して進む

※ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードは、
全て異なるものとしてください。

確定する

こちらをお読みください

トークンを発行します。送付先メールアドレス、利用開始パス
ワード、「秘密の質問・回答」を入力し「確定する」ボタンを押し
てください。

質問の回答を入力してください。
「秘密の質問・回答」が不明な場合は、「利用再開」（ログインID初
期化、秘密の質問・回答初期化、パスワード再設定）が必要です。

トークンを発行するスマートフォンのメールアドレスを入力してください。

トークン発行時に必要となる利用開始パスワードを登録してください。
利用開始パスワードはお控えいただくかお忘れにならないよう
ご注意ください。

インターネットバンキング

■  ワンタイムパスワード利用申請

■  「秘密の質問・回答」の入力

■   ワンタイムパスワード申請情報

［必須］ メールアドレス

（半角英数字記号）

（半角数字4～8桁）

（全角16文字以内）

［必須］ 利用開始パスワード

確認のため、再度入力してください。

確認のため、再度入力してください。

［必須］ メールアドレス（再入力）

質問

初めて買った車の名前は？ 例：マーチ

［必須］ 回答

［必須］ 利用開始パスワード（再入力）

確定する

中止する

発行完了トークン発行情報入力

画面ID：SLI012
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トークン発行を受け付けました。
メールアドレスにトークン発行用のメールが送信されます。
トークン情報に従い、ワンタイムパスワードの設定のお手
続きをお願いします。

現在ご利用の端末にトークンを設定する場合は「トー
クンダウンロード」からも設定が可能です。

インターネットバンキング

■  ワンタイムパスワード利用申請

■  送付先メールアドレス

■  トークン情報

トークンダウンロード

画面ID：SLI013

発行完了トークン発行情報入力

ログアウト

メールアドレス

サービスID
ユーザID

10120129
999900000001

aaa@bbb.ccc

ご注意ください！
●ワンタイムパスワードアプリをご利用いた
　だく際は最新のバージョンであることをご
　確認ください。
●ワンタイムパスワードアプリの初期設定に
　失敗した場合は、再度トークン発行からお
　手続きください。

[ 3 ][ 2 ]

お客さま情報登録

5
登録したログインID
をご確認のうえ、チェ
ックボックスをチェッ
クし  初回ログイン
ボタンをタップして
ください。

6

仮ログインパスワー
ド、B）ログインパス
ワード、仮確認用パ
スワード、C）確認用
パスワードを入力し
て  変更を確定する
ボタンをタップして
ください。

7 9

回答を作成しチェッ
クボックスをチェック
し  登録を確定する 
ボタンをタップして
ください。
※「秘密の質問・回答」は3

つすべて登録する必要
があります。同じ内容の
質問を重複して登録す
ることはできません。

※秘密の質問の回答はお
忘れにならないように控
えておく事をお勧めしま
す。

トークン発行・ダウンロード

内容をご確認のうえ
で変更したC）確認

用パスワードを入力
し 登録を確定する
ボタンをタップして
ください。

10

7

E）スマートフォンの
メールアドレス、F）
利用開始パスワード
※（数字４～８桁）、 　
で登録した「秘密の
質問」の回答（全角
16文字以内）を入力
し 　　　　ボタン
をタップしてください。
※利用開始パスワードは、

アプリの設定時１回のみ
使用します。

11
トークン情報（サー
ビスID、ユーザID）
を控えてください。
（ワンタイムパスワ
ードアプリの初期設
定 で 使 用 し ま
す。）
トークンダウンロード
ボタンをタップして
ください。

4
契約者としてお客さ
まを特定するための
A）ログインIDを入
力し、 ID登録実行
ボタンをタップして
ください。
※既に他の契約者が取得

済のIDは登録できま
せん。

14

ログインID取得

インターネットバンキング

ログインIDの登録

ログインIDを登録してください。
英字は大小文字を区別します。
既に他の契約者が取得済のIDは登録できません。

（ログインパスワード・確認用パスワードとは異なるも
のを入力してください。）

お客様情報入力 登録完了登録情報入力

[必須]　 ログインID
（半角英数字6～12桁）

[必須]　 ログインID（再入力）
確認のため再度入力してください。

次回以降ログインする際に必要となりますの
で、お忘れにならないようにご注意ください

ID登録実行

画面ID：SID002

登録を中止する

次回以降ログインする際に必要となりますので、お忘れにならな
いようにご注意ください

サービス開始登録（パスワード変更）

ログインパスワードの変更

現在のログインパスワード

新しいログインパスワード

ログインパスワードおよび確認用パスワードの変更をお
願いします。

インターネットバンキング

[必須]　 仮ログインパスワード
（半角数字6桁）

[必須]　 新しいログインパスワード
（半角英数字6～12桁）

[必須]　 新しいログインパスワード
（再入力）
確認のため再度入力してください。

画面ID：SLI002

変更を確定する

中止する

新しいパスワードを入力してください。
英字は大小文字を区別します。
ログインパスワード、確認用パスワード、ログインIDは全て異なるも
のとしてください。
現在のパスワード、新しいパスワードをご入力のうえ、「変更を確定す
る」ボタンを押してください。

お振込・お振替・各種お取引き・お客さま情報変更などの際に必
要なパスワードですので、お忘れにならないようにご注意くださ
い

確認用パスワードの変更

現在の確認用パスワード

新しい確認用パスワード

[必須]　 仮確認用パスワード
（半角数字6桁）

[必須]　 新しい確認用パスワード
（半角英数字6～12桁）

[必須]　 新しい確認用パスワード
（再入力）
確認のため再度入力してください。

8
D）メールアドレスお
よび連絡先電話番号
を入力して　次へ　
ボタンをタップして
ください。

メールアドレス・連絡先電話番号をご確認、ご入力のう
え、「次へ」ボタンを押してください。

※メール受信拒否機能を設定している場合には
@webcenter.anser.or.jpのドメインを受信できるよ
う許可してください。

今後、ご登録いただいたメールアドレスに、各種
キャンペーンなど、お得な情報をお送りしてもよ
ろしいですか。

インターネットバンキング

■  サービス開始登録（お客さま情報入力）

■   お客さま情報の入力

■   メールアドレス設定

■   キャンペーンメール送信設定

■   連絡先電話番号設定

［必須］ メールアドレス

（半角英数字記号）

確認のため、再度入力してください。

［必須］ メールアドレス（再入力）

［必須］ キャンペーンメール送信条件

［必須］ 連絡先電話番号

希望する 希望しない

（半角数字）

ー ー

次へ

中止する

画面ID：SLI003

よろしければ、確認用パスワードを入力し、「登録を確定する」ボタン
を押してください。

インターネットバンキング

■  サービス開始登録（入力内容確認）

■  お客さま情報の確認

■  メールアドレス設定

■  DM送信希望設定

■  連絡先電話番号設定

■  確認用パスワードの入力

画面ID：SLI040

メールアドレス taro@abank.co.jp

DM送信希望条件 希望する

連絡先電話番号 090-1234-5678

[必須]　確認用パスワード

登録を確定する

中止する

戻る

ダウンロードサイト
ボタンをタップする
とAppStore・Google
Playに移動しますの
でサイトの指示に従
い「ワンタイムパスワー
ド」アプリをダウン
ロードしてください。
ダウンロード完了
後、 開く をタップ
してください。

12

ワンタイムパスワー
ドアプリを起動する
と、「プライバシー
ポリシーの確認」画
面が表示されます。
 プライバシーポリ
シーはこちら　をタ
ップし内容の確認を
してください。
i O S は「 完 了 」、
Androidは「◀」で
確認画面を閉じてく
ださい。

もとの画面に戻りま
すので、　同意して
進む　をタップして
ください。

ワンタイムパスワードアプリの初期設定
13 プライバシーポリシーの確認

ヘルプ
？

このアプリケーションをご利用いた
だくためには、利用者情報の取扱い
に関するプライバシーポリシーにご
同意いただく必要があります。

以下のプライバシーポリシーをご確
認・ご同意のうえ、ご利用ください。

プライバシーポリシーが改定された
場合は、再度ご同意いただく必要が
あります。

プライバシーポリシーはこちら

同意して進む

インターネットバンキング

ログインID取得

ログインID taro001

登録内容

注意事項

確認しました。

○○たろう　様

以下のログインIDを登録しました。
注意事項をご確認のうえ、「初回ログイン」ボタンを押してくださ
い

お客様情報入力 登録完了登録情報入力

画面ID：SID003

ログインＩＤはインターネットバンキングでアクセ
スする際のご本人確認のための重要なID番号です。
ログインＩＤはお客さまの責任において厳重に管理
のうえ、忘れないように留意願います。
生年月日や電話番号など第三者が推測可能な番号の
指定はお控えください。
ログインＩＤ及びログインパスワード・確認用パス
ワードはお取引きの安全性を確保するために変更可
能です。
なお、お取引きに関係なく、当行よりお客さまのロ
グインＩＤ及びログインパスワード・確認用パスワ
ードを電話、Eメール等でおたずねすることはありま
せん。

初回ログイン

！

インターネットバンキング

ログインID取得

ログインID taro001

登録内容

注意事項

確認しました。

○○たろう　様

以下のログインIDを登録しました。
注意事項をご確認のうえ、「初回ログイン」ボタンを押してくださ
い

お客様情報入力 登録完了登録情報入力

画面ID：SID003

ログインＩＤはインターネットバンキングでアクセ
スする際のご本人確認のための重要なID番号です。
ログインＩＤはお客さまの責任において厳重に管理
のうえ、忘れないように留意願います。
生年月日や電話番号など第三者が推測可能な番号の
指定はお控えください。
ログインＩＤ及びログインパスワード・確認用パス
ワードはお取引きの安全性を確保するために変更可
能です。
なお、お取引きに関係なく、当行よりお客さまのロ
グインＩＤ及びログインパスワード・確認用パスワ
ードを電話、Eメール等でおたずねすることはありま
せん。

初回ログイン

！

インターネットバンキング

「秘密の質問・回答」のご登録

画面ID：SLI016

確認しました。

「秘密の質問・回答」は、お客さまが普段利用され
ているパソコン以外のパソコンから利用される場
合など、通常と異なるご利用と判断した場合に、ご
本 人 さ ま の ご 利 用 で あ る こ と を 確 認 す る
ための追加認証です。
第三者のなりすましによる不正アクセスを防止す
るセキュリティ対 策として 、す べ て の お 客さま
にご登録をお願いしております。

「秘密の質問」選択して「秘密の回答」を登録し、ご
注意事項を確認いただいてチェックボックスにチ
ェック を 入 れ 、「 登 録 を 確 定 す る 」ボ タ ン を
押してください。
※質問と回答は３つすべて登録する必要があり
　ます。

[必須]　質問1

選択して下さい

[必須]　回答1

（全角16文字以内）

[必須]　質問2

選択して下さい

[必須]　回答2

（全角16文字以内）

[必須]　質問3

選択して下さい

[必須]　回答3

（全角16文字以内）

注意事項！
上記の内容で「秘密の質問・回答」を登録し
ます。
本画面で登録された内容は、次回以降のログ
イン時に入力が必要になる場合がありますの
で、お忘れにならないようご注意ください。

中止する

登録を確定する

インターネットバンキング

「秘密の質問・回答」のご登録

画面ID：SLI016

確認しました。

「秘密の質問・回答」は、お客さまが普段利用され
ているパソコン以外のパソコンから利用される場
合など、通常と異なるご利用と判断した場合に、ご
本 人 さ ま の ご 利 用 で あ る こ と を 確 認 す る
ための追加認証です。
第三者のなりすましによる不正アクセスを防止す
るセキュリティ対 策として 、す べ て の お 客さま
にご登録をお願いしております。

「秘密の質問」選択して「秘密の回答」を登録し、ご
注意事項を確認いただいてチェックボックスにチ
ェック を 入 れ 、「 登 録 を 確 定 す る 」ボ タ ン を
押してください。
※質問と回答は３つすべて登録する必要があり
　ます。

[必須]　質問1

選択して下さい

[必須]　回答1

（全角16文字以内）

[必須]　質問2

選択して下さい

[必須]　回答2

（全角16文字以内）

[必須]　質問3

選択して下さい

[必須]　回答3

（全角16文字以内）

注意事項！
上記の内容で「秘密の質問・回答」を登録し
ます。
本画面で登録された内容は、次回以降のログ
イン時に入力が必要になる場合がありますの
で、お忘れにならないようご注意ください。

中止する

登録を確定する

このアプリケーションをご利用いた
だくためには、利用者情報の取扱い
にに関するプライバシーポリシーに
ご同意いただく必要があります。

以下のプライバシーポリシーをご確
認・ご同意のうえ、ご利用ください。

プライバシーポリシーが改定された
場合は、再度ご同意いただく必要が
あります。

プライバシーポリシーはこちら

同意して進む

※ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードは、
全て異なるものとしてください。

確定する

こちらをお読みください

トークンを発行します。送付先メールアドレス、利用開始パス
ワード、「秘密の質問・回答」を入力し「確定する」ボタンを押し
てください。

質問の回答を入力してください。
「秘密の質問・回答」が不明な場合は、「利用再開」（ログインID初
期化、秘密の質問・回答初期化、パスワード再設定）が必要です。

トークンを発行するスマートフォンのメールアドレスを入力してください。

トークン発行時に必要となる利用開始パスワードを登録してください。
利用開始パスワードはお控えいただくかお忘れにならないよう
ご注意ください。

インターネットバンキング

■  ワンタイムパスワード利用申請

■  「秘密の質問・回答」の入力

■   ワンタイムパスワード申請情報

［必須］ メールアドレス

（半角英数字記号）

（半角数字4～8桁）

（全角16文字以内）

［必須］ 利用開始パスワード

確認のため、再度入力してください。

確認のため、再度入力してください。

［必須］ メールアドレス（再入力）

質問

初めて買った車の名前は？ 例：マーチ

［必須］ 回答

［必須］ 利用開始パスワード（再入力）

確定する

中止する

発行完了トークン発行情報入力

画面ID：SLI012

6



ログインID取得・初
回登録　ボタンをタッ
プしてください。

二次元コードを読みとってく
ださい。

[ 1 ][ ４ ] 2023.04.122

ワンタイムパスワード利用開始
18 A）ログインIDとB）

ログインパスワード
を入力し、ログイン
ボタンをタップして
ください。
ワンタイムパスワー
ドは自動で入力され
ます。

次回以降はワンタイムパスワードアプリか
らログインしてください。

19
トップページが表示
されますので、ご希
望のお取引きを選択
し、各種サービスを
ご利用ください。

○○たろう　様 いつもご利用ありがとうございま
す。

インターネットバンキング

■  お知らせ

■  サービス利用口座一覧

■  各種お取引き

電子交付

残高照会

投資信託

入出金明細照会

振込・振替 ペイジー払込み

ワンタイムパスワード
利用解除・取引認証

画面ID：SPT001

ログアウト

登録メールアドレス

前回ログイン日時
taro@abank.co.jp

----年--月--日--時--分--秒

メニュー

重要なお知らせ

銀行からのお知らせ

未読のお知らせはありません。

未読のお知らせはありません。

本店営業部　　普通　1111111

残高照会日時：09月15日10時00分

500,000円預金残高

各種お取引きボタンを押してください。

PCサイトへ

※以上で初回登録が終了です。

16
表示された画面の
　登録　ボタンをタ
ップしてください。
※追加文言がある場合は

入力してください。
※追加した文言は「トーク

ン表示名変更」より変更
可能です。

※ポップアップのメッセージが表
示された場合は、内容を確認
後「OK」をタップしてください。

ヘルプ
トークン表示名設定

登録

？

トークン表示名に任意の文言を追加・変
更することができます。

変更前の
追加文言：

[任意]
変更後の
追加文言

（全角8文字以内）：

（例）
追加文言に本店用と入力された場合、
トークン表示名は以下の通りとなります。

『○△□銀行 本店用』

未登録

トークン
表示名 ダイレクトブランチ

15
初期設定完了画面が
表示されますので、
　次へ　ボタンをタ
ップしてください。

ヘルプ
初期設定完了

次へ

？

初期設定が正常に完了しました。

スマートフォンの日時を日本時間に
合わせて、タイムゾーンを日本に設
定してください。

ワンタイムパスワードは６０秒毎に
変わりますので、ご利用の都度、
表示されているものをご利用くだ
さい。

インターネットバンキング

ログイン I D

ログインパスワード

ワンタイムパスワード

●●●●●●●●

ログイン

※ボタンは1度だけタップし、次の画面に切り
替わるのをお待ちください。

（切り替わるまでに時間がかかる事があります）
2度目のタップをしますとエラーとなり、再度こ
の画面からやり直しとなってしまいますのでご
注意ください。

画面ID：SLI001

17
　　　　　  ボタン
をタップしてくださ
い。

ログイン
Direct Br@nch

インターネットバンキング 登録操作のご案内

ログイン ID 取得
1

初 回 登 録 方 法初 回 登 録 方 法

2

3
お申込みの際にご指
定いただいた店番
号・口座番号、仮ロ
グインパスワード、
仮確認用パスワード

（各々数字のみ6桁）
を入力して　次へ　
ボタンをタップして
ください。

ダイレクトブランチ利用申込書にご記入された口座の
店番号、科目、口座番号、パスワード を入力し、「次へ」
ボタンを押してください。

インターネットバンキング

■  ログイン I D取得

■   代表口座番号の入力

■   ログインパスワードの入力

■   確認用パスワードの入力

［必須］ 店番号

［必須］ 科目

［必須］ 口座番号

［必須］ 仮ログインパスワード

［必須］ 仮確認用パスワード

（半角数字3桁）

普通

（半角数字）

次へ

登録を中止する

画面ID：SID001

お客様情報入力 登録情報入力 登録完了

※口座番号は必ず７桁で入力してください。

14
に表示されたサー

ビスID・ユーザID
および　で登録した
F)利用開始パスワー
ドを入力し、チェッ
クボックスをチェッ
クして　送信　ボタ
ンをタップしてくだ
さい。

11
サービスIDとユーザID、利用開始パ
スワードを入力し、送信ボタンを押
してください。

ヘルプ
初期設定

ご利用の前に以下を必ずご確認ください。
本アプリはアプリデータの搾取・複製を防止
するため、他端末へのアプリデータ引き継ぎ
を防止する機能を導入しています。
機種変更時・アプリ削除時は事前にご利用の
サービスで手続きを行ってください。
所定の手続きを行わない場合は、ご利用いた
だけなくなります。

サービスID:

ユーザID:

送信

利用開始パスワード：

？

！

□上記の内容に同意する。

インターネットバンキング ログイン

■インターネットバンキング
をご利用中のお客さま

■インターネットバンキング
の利用を開始する

ログイン

ログインID取得・初回登録

　はじめてインターネットバンキングをご利用になる場合、初回登録操作を行ってからサービスを開始してください。

■操作を始める前に以下をご準備ください■

店番号、口座番号、仮ログインパスワード（数字6桁）、仮確認用パスワード（数字6桁）
〈お申込みの際にご指定いただいたもの〉

〈あらたにご準備いただくもの〉 
ご準備いただくもの

Ａ）ログインID
Ｂ）ログインパスワード
Ｃ）確認用パスワード
Ｄ）メールアドレス
Ｅ）スマートフォンのメールアドレス
Ｆ）利用開始パスワード

使用方法
お客さまを特定するもの
ログイン時に使用するもの
振込や各種お取引き時に使用するもの
取引内容の連絡に使用するもの
ワンタイムパスワードアプリ利用申請時に使用
ワンタイムパスワード初期設定時1回のみ使用

備　考

半角英数字6～12桁
※英字は大文字・小文字を区別します
※3種類すべて異なるものをご用意ください

同一でも問題ありません

半角数字4～8桁
※電子メールにドメイン指定など受信設定されている場合@webcenter.anser.or.jpおよび@otp-auth.netの電子メールが受信できるように設定してください。

お問い合わせ
インターネットバンキング専用フリーダイヤル 受付時間　平日　9:00～21:00／土・日・祝日　9:00～17:00

　　　　　（年末年始、5/3～5/5を除く）
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。0120-003-878

（スマートフォンをご利用のお客さま用）

メニュー

ワンタイムパスワードをご利用中
のお客さま

新規お申し込み後または、ログイン
パスワード・確認用パスワード・秘密
の質問回答の初期化後、はじめてロ
グインされるお客さま

ホーム ＞ インターネットバンキングログイン

スマートフォンの機種変更を行う場合は、機種変更前にインターネットバンキングへログインし、ワンタイムパ
スワードの利用解除を行ってください。

ご注意点

機種変更を行う場合は、端末の変更前に、ご利用の
サービスからワンタイムパスワードの利用解除を
行ってください。

ヘルプ
ダイレクトブランチ ？

COPY

73811227

ログイン
Direct Br@nch

シリアルNo：244937298
利用開始日：2018/09/15
有効期限：2025/10/31 09：00（日本時間）

トークン選択

･－－･－－･－－
設定 ワンタイムパスワード

49

取引確認

生体認証利用設定

生体認証の設定ワンタイムパスワード

※パソコンで操作するお客さまは、〈あしぎん〉ウェブサイトのインターネットバンキングから「ログインID取得」を選択し、登録操作を行ってください。
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