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①

②

③

④

　　　　　以　上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　あ　い　さ　つ

　この度は、「秋田県信用組合インターネット・モバイルバンキングサービス」にお申込みいただき、誠
にありがとうございます。
　「秋田県信用組合インターネット・モバイルバンキング」は、パソコン、携帯電話などから、残高照会、
入出金明細照会、振込・振替などのお取引が、手軽に、しかも窓口に比べ大変お得にご利用いただけ
る便利なサービスです。
　この利用ガイドは、「秋田県信用組合インターネット・モバイルバンキング」のサービス内容や操作方
法についてご説明してあります。本書をご活用いただくとともに、サービス内容や操作方法などについ
てのご質問、疑問点等は、下記の「秋田県信用組合事務企画部」までお問い合わせください。また、Ｑ
＆Ａや利用規定等についてはホームページに掲載してありますのであわせてご覧ください。

　
　本サービスをご利用いただくうえで、不正アクセス行為等を防止するために、パソコンのご利用にあ
たっては次の点にご注意ください。

　当組合からＣＤ等をお客さまに送付することはありません。
金融機関をかたる何者かからＣＤが送付され、パソコンに挿入したところ、悪意のあるソフトウエア
が実行されお客さまが被害を受けるという事例が、過去に他の金融機関で発生しております。当組
合からＣＤ等をお客さまあてに送付することはありませんので、ご注意ください。

　　ウイルス対策ソフトとＯＳ〔オペレーティングシステム〕は常に 新にしてください。
日々、新しいウイルスが誕生し、情報セキュリティ問題の脅威となっております。 新のウイルス対
策ソフトと 新のＯＳを使用することなく回避するのは困難です。ウイルス対策ソフトとＯＳは常に
新の状態に保つことをお勧めいたします。

　当組合からのメールもひとまず疑ってください。
当組合では、電子メールを用いて暗証番号等の重要情報をお尋ねするようなことは一切ございま
せん。また、ログイン画面ヘアクセスいただくようなリンクをお知らせすることもございません。このよ
うな不自然な電子メールをお受け取りになった場合は、暗証番号等の重要情報を入力したり、電子
メールに回答なさらないようご注意いただくとともに、ただちに削除してください。
　メールの「添付ファイル」は極めて危険です。ウイルスや、スパイウエアである可能性もありますの
で、信用できる相手から送られたもの以外は、絶対に開かないことをお勧めいたします。
※　当組合を装ったメールでないかお確かめください。

　怪しいサイトには近づかないでください。
「サイトを見るだけ」で不正なプログラムがインストールされる場合があります。怪しいサイトには近
づかないことをお勧めいたします。

インターネットバンキング・モバイルバンキングに関するご照会・操作方法は
「秋田県信用組合事務企画部」までお電話ください

０１８－８３１－５５６０
受付時間/平　日　９：００　～　１７：００
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初期設定方法（パソコンの場合）
ログインＩＤの取得
①

②

③
　秋田県信用組合インターネットバンキング　のログ
イン画面が開きます。
　

　※携帯電話でモバイルバンキングをすでにご
利用されている場合でも、パソコンからイン
ターネットバンキングを初めてご利用になる場
合は、「ＩＤ取得」が必要です。

　
　

　「ＩＤ取得」ボタンをクリックします。

　パソコンからインターネットバンキングを利用
するには、インターネットに接続し、当組合の
ホームページを開きます。
  （URL  http://www.akita-kenshin.jp/）

　こちらをクリックすると直接ログイン画面③
が開きます。（説明ページをショートカットし
ます。）

　こちらをクリックすると説明ページ②が開き
ます。

　この画面は、インターネットバンキングの概要を説
明するページです。

　

　こちらをクリックするとログイン画面③が開
きます。

　
　インターネットバンキングの説明ページでは、ご利用に役立つ、次のメニューを準備しております。

　重要なお知らせ・・・・・ご利用に関する重要なお知らせを随時更新いたします。
　お申し込み方法・・・・・インターネットバンキングサービスのお申込方法。
　ご利用案内  ・・・・・・・ご利用可能日、時間、手数料等のご利用全般にかかるご案内です。
　よくあるご質問 ・・・・・インターネットバンキング、モバイルバンキングでよくある質問をまとめました。
　操作方法・・・・・・・・・・インターネットバンキング、モバイルバンキングの操作方法をまとめております。
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④

⑤

⑥

　お客さま情報入力画面が開きます。

　お申込時にお返しした「インターネットバン
キングサービス利用申込書（お客様控）」、及
び当組合から郵送した「手続き完了のお知ら
せ」をご覧になり
　◎支店番号（３桁）
　◎代表口座の科目（選択）
　◎代表口座番号（７桁）
　◎ログインパスワード（６桁）
　◎確認用パスワード（６桁）
　を入力してください。
　
　※すでに携帯電話で変更済の場合は、変更後
のログインパスワード、確認パスワードの入力
が必要です。
　「次へ」をクリックします。

　ログインＩＤ入力画面が開きます。
　

　
　「ログインＩＤ」を入力します。

　「ＩＤ登録実行」をクリックします。

　お客さまがインターネットバンキングをご
利用になる都度、お客さまを識別する情報
として「ログインＩＤ」をご入力いただきま
す。
　「ログインＩＤ」はお客さま自身でお決めい
ただきます。
（６文字以上１２文字以内で、任意の半角
英字と数字を混ぜて入力してください。）

　ログインＩＤ取得結果確認画面が表示されま
す。
　
　お客さまが登録した「ログインＩＤ」が表示
されます。ご利用の都度入力が必要となります
ので、お忘れにならないよう、また第三者に知
られることのないよう、厳重に管理していただ
くようお願いします。

　既に、携帯電話でインターネットバンキング（モ
バイルバンキング）で取引をしているお客さまに
ついも、パソコンで初めてご利用いただくには「ロ
グインＩＤの取得」が必要となります。
　その際「ログインパスワード」、「確認パスワー
ド」は、パソコンと携帯電話で共通ですので、携
帯電話で変更した後のものを入力してください。
　また、インターネットバンキングは携帯電話の
みでの利用も可能です。携帯電話は端末として
個人を特定できるため、「ログインＩＤ取得」は必
要ありません。

「ログインＩＤの取得」はこれで完了です。
引き続き、「お客さま情報登録」を行ってください。

｢確認｣をクリックします

※番号の先頭
のゼロも省略
せず指定桁数
で入力してく
ださい。
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お客さま情報登録
　　　　（ログインパスワード・確認パスワード・メールアドレス・電話番号・振込限度額）

①

②

③

　「ログインＩＤ取得」で決定した「ログイン
ＩＤ」を入力し「ログイン」をクリックしま
す。
　
　ソフトウエアキーボードを使うとキーボード
からの入力情報を盗むキーロガー型のスパイウ
エア対策に効果があります。

　お申込時にお返しした「インターネットバン
キングサービス利用申込書（お客様控）」に記
載されている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お決めのうえ、
入力します。（６文字以上１２文字以内で、任
意の半角英字と数字を混ぜて入力してくださ
い。）
　確認のため同じものを２回入力します。
　
　お申込時にお返しした「インターネットバン
キングサービス利用申込書（お客様控）」に記
載されている確認パスワードを入力します。
　
　新しい確認パスワードをお決めのうえ、入力
します。（６文字以上１２文字以内で、任意の
半角英字と数字を混ぜて入力してください。）
　確認のため同じものを２回入力します。
　
　「変更実行」をクリックします。

　電子メールアドレスを入力します。（携帯電
話のメールアドレスでも登録が可能です。）
　

　
　連絡先電話番号を入力します。
　申込書にご記入いただいた電話番号を入力し
ます。
　
　一日あたりの振込・振替限度額を入力しま
す。（上限は、一口座あたり１,０００万円で
す。）
　※０万円とした場合、その口座から振込・振
替はできません。
　
　変更後の「確認パスワード」を入力します。
　
　「登録実行」をクリックします。

「お客さま情報登録」はこれで完了です。
次回からは「お客さま情報登録」は不要です。
ご契約時、及び基本情報の設定、変更が行われ
る度、ご登録メールアドレスに確認のメールを
送信します。

　　「ログインパスワード」と「確認パスワード」をまったく同一のものにすることはできません。

※迷惑メールフィルターを設定している場合

　は、info@akita-kenshin.jp からのメー
　ルを受信できるように設定して下さい。
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操作方法（パソコンの場合）
ログイン（メニュー画面）
①

②

　「ログインＩＤ取得」で決定した「ログイン
ＩＤ」を入力します。
　
　ソフトウエアキーボードを使うとキーボード
からの入力情報を盗むキーロガー型のスパイウ
エア対策に効果があります。

「ログイン」をクリックします。

お客さま情報の変更は、こちらから行います。
○　パスワード変更
　　　　セキュリティー対策上、定期的に変更を行ってください。パスワード変更から３６５日後、パスワードの変
　　　　更を促すメッセージが表示されます。
○　ログインＩＤ変更
　　　　セキュリティー対策上、お客さまが必要と感じた時変更を行ってください。
○　お客さま登録情報変更
　　　　現在登録されている、メールアドレス、電話番号を変更できます。
○　振込・振替限度額変更
      限度額を設定することにより、限度額を超える振込を制限することが可能です。限度額の変更
　　　は、初回ログイン時を除き３日後に変更されます。

　
○　メニュー画面が表示されます。
インターネットバンキングの各機能はこの「メニュー
画面」から操作ができます。

「過去３回のログイン日時」が表示されます。
お客様自身のログインであることをご確認くだ
さい。
　
「インターネットバンキング」の取引を終了す
る場合は必ず「ログアウト」をクリックして終
了してください。
　※　「ログアウト」せずに終了すると、一定
時間「ログイン」できなくなります。
 
　お客さまへの「お知らせ」がある場合表示さ
れます。「内容表示」ボタンをクリックして表
示してください。

　「登録口座一覧」には、お客さまがサービス
利用口座として登録を依頼された口座が表示さ
れます。
　クリックして取引する対象口座を選択しま
す。

　「登録口座一覧」で選択した口座にこちらか
ら、「残高照会」、「入出金明細照会」、「振
込・振替」等のボタンをクリックして操作を
行ってください。
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残高照会
①　

②

　
○　メニュー画面を表示します。
　

　

　残高照会する口座をクリックし選択します。
（○の中に緑の点が表示されているものが現在
選択されている口座です。）

　「リアルタイム残高照会」をクリックしま
す。

　
　お客さまが選択した口座の「預金残高」と「お引出
し可能額」が表示されます。
　
　

　

　残高照会が終わった後、いずれかのボタンを
クリックします。

　ログアウト
　　　インターネットバンキングサービス
　　　　　　　　　　　　　　を終了する場合
　振込・振替
　　　引き続き「振込・振替」を行う場合
　メニュー画面
　　　メニュー画面に戻る場合

　「リアルタイム残高照会」で表示される残
高は、ある一時点の残高をお知らせするも
ので、お客さまが残高照会を行った時点で
の内容とは異なる場合があります。
　また、お客さまに通知することなく訂正取
消することがあります。
　従って、「リアルタイム残高照会」の情報
は、残高を証明するものではありません。
残高証明書が必要な場合は、窓口にお申
し付けください。
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入出金明細照会
①　

②

③

　
○　メニュー画面を表示します。
　

　

　照会する口座をクリックし選択します。
（○の中に緑の点が表示されているものが現在
選択されている口座です。）

　「入出金明細照会」をクリックします。

○　対象口座が表示されます。

「本日(再照会)」では取引番号を指定します。
　（例：００１～００６→３桁入力必須）
　照会方式を選択しクリックします。

「日付指定照会」では、範囲を指定します。

「実行」をクリックします。

○　入出金明細が、選択した照会方式で表示されま
す。

　１ページに表示しきれない場合は、ここに
「次へ」ボタンが表示されますので、クリック
して次ページを表示します。

　
　次に行う操作を「メニュー画面へ」、「振
込・振替」、「ログアウト」のいずれかのボタ
ンをクリックして選択します。
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振込・振替
①　

②

③

④

○　メニュー画面を開き、「振込」資金の引落口座を
確定します。

　「登録口座一覧」の中から、振込資金の引落
口座とする口座を選択し、クリックします。

　「振込・振替」をクリックします。

○　「振込・振替」先を選択します。

　振込・振替先は、次のＡ～Ｃの指定方法があ
ります。

Ａ　画面に表示される各一覧から
　　　　選択し「次へ」をクリックします。
　　・契約口座
　　　－（サービス利用口座）
　　・振替・振込先一覧（事前登録先）
　　　－（振込先登録申込書の登録先）(注1
　　・振替・振込先一覧（利用者登録）
　　　－（利用者が振込時登録した先）

Ｂ　振込先登録申込書で事前登録した
　　　　受取人番号（３桁）を入力し
　　　　　　「次へ」をクリックします。
　　　－（振込先登録申込書の登録番号）(注2

Ｃ　振込時に都度指定
　
(注1、(注2は、共に振込先登録申込書により登録を
依頼された事前登録先ですが、(注1はそのうち上位
１００先までを一覧として表示するものです。）

③へ

⑧へ

⑧へ

○　振込先金融機関選択画面が開きます。

　当組合本支店の口座を指定する場合は、「当
組合の口座へ」をクリックします。

　他金融機関の口座を指定する場合、「銀行・
信用金庫・信用組合・労働金庫・農協漁協」の
中からいずれかを選択します。

　

　金融機関名を頭から３文字以内（カナ又はひ
らがな）で入力します。
　「次へ」をクリックします。

○　ドロップダウンリストに、候補が表示されます。
　振込先金融機関を選択します。

　
　「次へ」をクリックします。

⑤へ
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⑤

⑥

⑦

⑧

○　支店名選択画面が開きます。

　

　

　支店名を頭から３文字以内（カナ又はひらが
な）で入力します。
　
　「次へ」をクリックします。

○　ドロップダウンリストに、候補が表示されます。
　振込先支店名を選択します。

　
　「次へ」をクリックします。

○　口座番号入力画面が表示されます。
　
　振込先の「預金科目」を選択します。
　
　「口座番号」を入力します。
　
　「受取人名」をフルネームで入力します。
　　・半角カナ文字
　　・個人名は苗字と名前の間にスペース
　　・法人名は、
　　　　株式会社は「ｶ」、有限会社は「ﾕ」
　　　　合資会社は「ｼ」と略し、半角の
　　　　「(」、又は「)」を間に入れます。
　　　《例》株式会社県信　→　ｶ)ｹﾝｼﾝ
　　　　　　有限会社秋田　→　ﾕ)ｱｷﾀ
　　　　　　竿灯合資会社　→　ｶﾝﾄｳ(ｼ

　受取人名欄は、当日振込可能な時間帯には、表
示されません。入力内容から自動検索を行い、該当
口座が実在すれば⑨の画面で表示されます。

○　選択、又は入力した結果が表示されます。
　
　
　振込「金額」を入力します。

　振込「指定日」を選択します。
　　※予約扱い（翌営業日から５営業日以内）

「振込メッセージ」はご利用できません。

「次へ」をクリックします。
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⑨

⑩

⑪

○　実行画面が表示されます。
　
　※　表示される内容が、ご指定内容どおり
　　　であることを確認してください。

　「確認パスワード」を入力します。

　「実行」をクリックします。

○　結果確認画面が表示されます。
　
　以上で振込依頼の受付が完了しました。
　インターネット・モバイルバンキングでは、
「振込受付書（兼振込手数料受取書）」の発行
はいたしません。
　

　「お問い合わせ」に備え、「受付番号」は必
ずお控えください。

○　次に行う操作を選択しクリックします。

　登録（都度指定：金融機関名・支店名・科目・口座番号・受取人名を直接入力した場合表示されます。）
　　　　　直前に振込・振替の依頼を行った振込先を「振込・振替」画面の「振込・振替先一覧（利用者登録）」に登録できます。
　　　この登録により、次回は一覧から選択するだけで振込先を確定することができます。
　リアルタイム残高照会
　　　　　振込・振替の結果が反映された現在残高の確認ができます。
　連続振込・振替
　　　　　続けて、別の振込・振替を行う場合選択します。
　メニュー画面へ
　　　　　メニュー画面へ戻ります。
　ログアウト
　　　　　続けて行う作業がない場合、ログアウトしてください。

○　振込・振替先登録（実行）画面が表示されます。
　
　
　「確認パスワード」を入力します。
　「実行」をクリックします。

登録可能件数
　　登録可能件数は 大３０件です。
登録口座の削除方法
　　メニュー画面の「振込・振替先の削除」
　　から削除できます。

⑪へ
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振込・振替（依頼内容の照会と取消）
①　

②

③

④

○　メニュー画面を開きます。

　「振込・振替のご依頼内容照会・取消」
　　　　　　　　　　　　をクリックします。

○　振込・振替の一覧が表示されます。

　「表示」又は「取消」したい振込・振替を選
択しクリックします。

　選択した明細を詳細表示するには
　　　　　　　「照会」をクリックします。

　
　選択した明細を取消するには
　　　　　　　「取消」をクリックします。

④へ

③へ

○　選択した明細が詳細表示されます。

　

　

○　取消する明細が詳細表示されます。

　

　取消を確定するには、「確認パスワード」
　　を入力し「実行」をクリックします。
　
　取消しない場合は、
　　　　　　「中止」をクリックします。
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お客さま情報等の変更

○　パスワードの変更（即時反映されます）
　随時変更が可能です。電話番号、生年月日等の他
人に類推されやすい番号は避けてください。
①　ログインパスワード（ログイン時に使用）
　　　６～１２文字の任意の半角英数字
②　確認パスワード（振込時等重要な）
　　　６～１２文字の任意の半角英数字
　（ともに、英字と数字の混在が必須です。）

○　ログインＩＤの変更（即時反映されます）
　ログインＩＤは、６～１２文字の任意の半角英数字
文字列で随時変更が可能です。（英字と数字の混在
が必須です。）
　お客様と他のお客様を識別する文字列ですので、
お客様が希望するログインＩＤを既に他のお客様がご
利用されている場合はご登録いただけませんので、
別のログインＩＤをご登録ください。

○　お客さま情報の変更（即時反映されます）
　　現在登録されているお客さま情報を随時変更することができます。
①　メールアドレスの変更
　　　メールアドレスを変更された場合は、必ず変更してください。当組合からのメールが届
　　かなくなります。
②　ＤＭ送信希望有無の変更
　　　ダイレクトメール受信を希望される時、又は中止される時変更してください。
③　連絡先電話番号の変更
　　　電話番号が変わる場合は、必ず変更してください。

○　振込・振替限度額の変更（変更内容は３営業日目から反映されます。）
　　口座ごとに、１日あたりの振込・振替限度額を設定できます。
・　限度額　０万円～１,０００万円（万円単位：０万円を設定した口座から振込・振替はできません。

○　振込・振替先口座の削除
　　都度指定方式で登録した振込・振替先口座を削除できます。
①　メニュー画面で「振込・振替先の削除」をクリックします。
②　「振込・振替先削除（一覧表示）」から削除する振込・振替先口座を選択しクリックします。
③　「振込・振替先削除（実行）」で「確認パスワード」を入力し「実行」をクリックします。

○　パスワードの変更（即時反映されます）
　随時変更が可能です。電話番号、生年月日等の他
人に類推されやすい番号は避けてください。
①　ログインパスワード（ログイン時に使用）
　　　６～１２文字の任意の半角英数字
②　確認パスワード（振込時等重要な取引に使用）
　　　６～１２文字の任意の半角英数字
　（ともに、英字と数字の混在が必須です。）

○　ログインＩＤの変更（即時反映されます）
　ログインＩＤは、６～１２文字の任意の半角英数字
文字列で随時変更が可能です。（英字と数字の混在
が必須です。）
　お客さまと他のお客さまを識別する文字列ですの
で、お客さまが希望するログインＩＤを既に他のお客
さまがご利用されている場合はご登録いただけませ
んので、別のログインＩＤをご登録ください。
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モバイル用ホームページへのアクセス

①　ＱＲコード

②　URLを入力

③　各携帯電話ホームページの公式メニューから選択

　お使いの携帯電話がカメラ付で、ＱＲコードリーダーに対応している場合
は、右のＱＲコードからのアクセスが便利です。
　（imode 　Ezweb　 Yahoo!ケータイ　のどれでも共通です。）

　次のURLコードを直接入力する方法です。
　（imode 　Ezweb　 Yahoo!ケータイ　のどれでも共通です。）

　http://www.akita-kenshin.jp/

　　　　ﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰ

　　　　au one

ｶﾃｺﾞﾘ（ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ）

生活情報

ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ・ﾏﾈｰ

東北

秋田県信用組合

　　　　Ezweb　　　　i-mode  Yahoo!ｹｰﾀｲ

　　　　'i Menu

ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ

金融ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ

全国信用組合

東北・秋田県信用組合

　　　　ﾄｯﾌﾟﾒﾆｭｰ

ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ

ｶﾃｺﾞﾘ

ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ

信用組合

東北・新潟

秋田県信用組合

　　　　'i Menu

ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ
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初期設定方法（モバイルの場合）
ﾏｲﾒﾆｭｰ登録（ＮＴＴドコモの端末のみ必須）

① ②

③

サービス開始登録（各社共通）
① ②

③

モバイルバンキングの
トップページで「ﾏｲﾒﾆｭｰ
登録」を選択します。

ｉﾓｰﾄﾞパスワード入力
（数字4桁）

決定

「ｉモードパスワード」
を入力します。

※「ｉモードパスワー
ド」とは、お客さまがｉ
モードサービスでご利用
になっているパスワード
です。
　インターネットバンキ
ングとは、直接関係あり
ません。

ｉﾓｰﾄﾞパスワードを
確認しました。
（ﾏｲﾒﾆｭｰ登録完
了）

次へ

「次へ」を選択します。
「開始登録」へお進みく
ださい。

携帯電話での利用について
　お持ちの携帯電話の台数に関係なく、同一携
帯電話会社につき1台しか登録いただけません。
但し、携帯電話会社が異なればＯＫです。（例：ド
コモ、ａｕ、ソフトバンクそれぞれ1台、計3台持っ
ている場合は、３台に登録できます。）

「開始登録」を選択しま
す。

　
　お申込時にお返しした「イ
ンターネットバンキングサー
ビス利用申込書（お客様
控）」、及び当組合から郵送
した「手続き完了のお知ら
せ」をご覧になり
　◎支店番号（３桁）
　◎代表口座の科目（選択）
　◎代表口座番号（７桁）
　◎ログインパスワード
　◎確認用パスワード
　を入力してください。
　
　

「次へ」を選択します。

※すでにパソコン、他の携帯
電話でパスワードの変更がお
済みの場合は、変更後のログ
インパスワード、確認パス
ワードの入力が必要です。

　
　サービス開始登録は以上で
完了です。
　「マイメニューへ」を選択
します。

※「Yahooケータイ!」、
「Ezweb」の場合は、「トッ
プページ」を選択します。

※番号の先頭のゼロも省
略せず指定桁数で入力し
てください。
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お客さま情報登録
        （ログインパスワード・パスワード・メールアドレス・電話番号・振込限度額）
　※既にパソコンや他の携帯電話で基本情報登録がお済みの場合は、お客さま情報登録は不要です。

① ②

③ ④

⑤

　
　「マイメニューへ」（又
は、「トップページ」）で
「ログイン」を選択します。

　
　お申込時にお返しした「イ
ンターネットバンキングサー
ビス利用申込書（お客様
控）」をご覧になり「ログイ
ンパスワード」を入力し「ロ
グイン」を選択してくださ
い。

　お申込時にお返しした
「インターネットバンキン
グサービス利用申込書（お
客様控）」に記載されてい
る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
ドをお決めのうえ、入力し
ます。（６文字以上１２文
字以内で、任意の半角英字
と数字を混ぜて入力してく
ださい。）
　確認のため同じものを２
回入力します。
　
　

　お申込時にお返しした
「インターネットバンキン
グサービス利用申込書（お
客様控）」に記載されてい
る確認パスワードを入力し
ます。
　
　新しい確認パスワードを
お決めのうえ、入力しま
す。（６文字以上１２文字
以内で、任意の半角英字と
数字を混ぜて入力してくだ
さい。）
　確認のため同じものを２
回入力します。

「次へ」を選択します。

　「ログインパスワード」と「確認パスワード」
をまったく同一の文字列にすることはでき
ません。

　お客さまの「電子メール
アドレス」を２回入力し
「次へ」を選択します。
　
※パソコン、携帯電話どち
らの電子メールアドレスで
も結構です。

　「ダイレクトメール（Ｄ
Ｍ）の発送の希望の有無」
を選択し「次へ」を選択し
ます。
　

※迷惑メールフィルターを
　設定している場合は、

　info@akita-kenshin.jp
　からのメールを受信でき
　るように設定して下さい。
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⑥ ⑦
　「連絡先電話番号」を入
力し「次へ」を選択しま
す。
　

　口座ごとに、一日あたりの
振込・振替限度額を入力しま
す。（上限は、一口座あたり
１,０００万円です。）
　※０万円とした場合、その
口座から振込・振替はできま
せん。
　
　

　変更後の「確認パスワー
ド」を入力します。
　
　「実行」を選択します。

　「お客さま情報登録」はこれで完了です。次回からは「お客さま情報登録」は不要です。
　ご契約時、及び基本情報の設定、変更が行われる度、ご登録メールアドレスに確認のメールを送
信します。
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操作方法（モバイルの場合）
ログイン（メニュー画面）
　　※「開始登録」及び「お客さま情報登録」がお済みの場合は、こちらからどうぞ
① ②

③

残高照会
① ②

「マイメニュー」（又
は、「トップページ」）
で「ログイン」を選択し
ます。

「ログインパスワード」
を入力し「ログイン」を
選択してください。

サービス選択画面が表示
されます。

サービス選択画面で「残
高照会」を選択すると
「照会口座選択画面」が
表示されます。

残高照会する口座を選択
し、「口座決定」を選択
します。

　
　お客さまが選択した口座の「預
金残高」と「お引出し可能額」が
表示されます。

　「残高照会」で表示される
残高は、ある一時点の残高
をお知らせするもので、お客
さまが残高照会を行った時
点での内容とは異なる場合
があります。
　また、お客さまに通知する
ことなく訂正・取消すること
があります。
　従って、「残高照会」の情
報は、残高を証明するもの
ではありません。残高証明
書が必要な場合は、窓口に
お申し付けください。
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入出金明細照会
① ②

③ ④

サービス選択画面で「入
出金明細照会」を選択す
ると「入出金照会口座選
択画面」が表示されま
す。

残高照会する口座を選択
し、「口座決定」を選択
します。

照会方式を選択し「決定」を
クリックします。

「日付指定照会」では、照
会する範囲を指定します。

「本日(再照会)」では取引
番号を指定します。
　（例：００１～００６
　　　　　→３桁入力必
須）
　

「決定」を選択します。

入出金明細が、選択した照会
方式で表示されます。
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振込・振替
①　 ②

「その他の口座」を選択した場合の手順
① ②

③ ④

サービス選択画面で「振
込・振替」を選択すると
「引落口座選択画面」が
表示されます。

残高照会する口座を選択
し、「引落口座決定」を
選択します。

「振込・振替先方式」を指定
し、「次へ」を選択します。

　振込先登録申込書の登録番
号(３桁)を入力します。

Ａ　受取人番号

　振込先登録申込書の振込先
を組合が登録した一覧から選
択して振込します。

ます

Ｂ　事前登録口座

　都度指定方式でお振込後、
お客さま自身でご登録いただ
いた口座へ振込します。

Ｃ　利用者登録口座

　お申込書でお届けいただい
たサービス利用口座へ振込し
ます。

　金融機関、支店、口座番号、
氏名を入力して振込します。

Ｄ　契約口座

Ｅ　その他の口座

　当組合本支店の口座を指定
する場合は、「当組合の口座
へ」を選択します。

　他金融機関の口座を指定す
る場合、「銀行・信用金庫・
信用組合・労働金庫・農協漁
協」の中からいずれかを選択
します。

　金融機関名を頭から３文字
以内（カナ又はひらがな）で
入力します。
　
　「次へ」を選択します。

　ドロップダウンリストから「振込先
金融機関」を選択します。

　
　「次へ」を選択します。

　「支店名」を頭から３文字以
内（カナ又はひらがな）で入力
します。
　
　「次へ」を選択します。

　ドロップダウンリストから「振込先
支店名」を選択します。

　
　「次へ」を選択します。

③へ

Ａ～Ｄ方式は、P19「振込金額」・「振替指定日」の入力へ
Ｅ方式は、下記「その他の口座]を選択した場合の手順へ
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⑤

「振込金額」・「振込指定日」の入力
① ②

　振込先の「預金科目」を選択します。
　
　「口座番号」を入力します。
　
　「受取人名」をフルネームで入力します。
　　　　・半角カナ文字
　　　　・個人名は苗字と名前の間にスペース
　　　　・法人名は、
　　　　　　　株式会社は「ｶ」、有限会社は「ﾕ」
　　　　　　　合資会社は「ｼ」と略し、半角の
　　　　　　　「(」、又は「)」を間に入れます。
　　　　　　　　　　《例》株式会社県信　→　ｶ)ｹﾝｼﾝ
　　　　　　　　　　　　　有限会社秋田　→　ﾕ)ｱｷﾀ
　　　　　　　　　　　　　竿灯合資会社　→　ｶﾝﾄｳ(ｼ
　「次へ」を選択します。

　受取人名欄は、当日振込可能な時
間帯には、表示されません。入力内
容から自動検索を行い、該当口座が
実在すれば下の②の画面で表示され
ます。

　
　

　振込「金額」
　　　　　　を入力します。

　振込「指定日」
　　　　　　を選択します。
　（予約扱い：翌営業日
　　　　から５営業日以内）
　「振込メッセージ」は
　　　　ご利用できません。
　「確定」を選択します。

　表示される内容が、ご指定
内容どおりであることを確認
してください。

　「確認パスワード」を入力
します。

　「実行」を選択します。

○　振込・振替の取扱時間は次のとおりです。
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③

振込・振替先口座の登録 該当する振込・振替先口座が見つからない！

　以上で振込依頼の受付が完了しま
した。
　インターネット・モバイルバンキ
ングでは、「振込受付書（兼振込手
数料受取書）」の発行はいたしませ
ん。
　「お問い合わせ」に備え、「受付
番号」は必ずお控えください。

○　次に行う操作を選択しクリックします。

　登　　録（都度指定：金融機関名・支店名・科目・口座番号
　　　　　　　　　　　　　　　・受取人名を直接入力した場合表示されます。）
　　　　　　直前に振込・振替の依頼を行った振込先を「振込・振替」画面の「振込
　　　　　・振替先一覧（利用者登録）」に登録できます。
　　　　　　この登録により、次回は一覧から選択するだけで振込先を確定するこ
　　　　　とができます。
　残高照会
　　　　　　振込・振替の結果が反映された現在残高の確認ができます。
　連続振込・振替
　　　　　　続けて、別の振込・振替を行う場合選択します。
　サービス選択へ
　　　　　　サービス選択画面へ戻ります。
　ログアウト
　　　　　　続けて行う作業がない場合、ログアウトしてください。

　「確認パスワード」を入力し
「実行」ボタンを選択すること
で、表示されている振込先が一
覧に登録されます。
　次回からの振込で、金融機
関・支店名・科目・口座番号・
受取人名の入力が不要になりま
す

登録可能件数
　　登録可能件数は
　　　　　 大３０件です。
登録口座の削除方法
　　サービス選択画面の
　　　「振込・振替先の削除」
　　　　　から削除できます。

　振込先口座を金融機関で確認
できないと図のようなメッセージが
表示されることがあります。
　銀行名・支店名・科目・口座番
号・受取人名に誤りがないか確認
してください。
　また、受取人口座が解約されて
いる可能性もあります。受取人に
直接ご確認ください。

○　振込・振替の照会・取消
　

　依頼済みの「振込・振替の照会」、並
びに「振込・振替の取消」はサービス
選択画面の「振込・振替の照会・取
消」から実行します。
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お客さま情報等の変更

○　お客さま情報の変更（即時反映されます）
　　現在登録されているお客さま情報を随時変更することができます。
①　メールアドレスの変更
　　　メールアドレスを変更された場合は、必ず変更してください。当組合からのメールが届
　　かなくなります。
②　ＤＭ送信希望有無の変更
　　　ダイレクトメール受信を希望される時、又は中止される時変更してください。
③　連絡先電話番号の変更
　　　電話番号が変わる場合は、必ず変更してください。

○　振込・振替限度額の変更（変更内容は３営業日目から反映されます。）
　　口座ごとに、１日あたりの振込・振替限度額を設定できます。
・　限度額　０万円～１,０００万円（万円単位：０万円を設定した口座から振込・振替はできません。

○　振込・振替先口座の削除
　　都度指定方式で登録した振込・振替先
口座を削除できます。
①　サービス選択画面で「振込・振替
　先の削除」をクリックします。
②　削除する振込先を選択し「決定」
　を選択します。
③　「確認パスワード」を入力し「実
　行」を選択します。

○　パスワードの変更（即時反映されます）
　随時変更が可能です。電話番号、生年月日等
の他人に類推されやすい番号は避けてくださ
い。
①　ログインパスワード（ログイン時に使用）
　　　６～１２文字の任意の半角英数字
②　確認パスワード
　　　　　　　（振込時等重要な取引に使用）
　　　６～１２文字の任意の半角英数字
　（ともに、英字と数字の混在が必須です。）
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7 安全対策について
　インターネットバンキング・モバイルバンキングでは、種々の安全対策を講じておりますが、インターネットを利
用した取引では、常に盗聴・改ざん・なりすまし等のリスクが発生する可能性があることについてご理解ください。
　ログインＩＤ・ログインパスワード・確認パスワードは厳重に管理し、他人に知られたり、紛失・盗難にあわれたり
しないよう十分にご注意ください。お客さまがパスワード等を変更された後は、当組合でもそのパスワード等を知
ることはできません。また、当組合の職員がお客さまにこれらの内容をお尋ねすることはありません。
　インターネットカフェ等にある「不特定多数の方が利用するパソコン」では、入力・閲覧した情報がパソコン上に
残ってしまう場合もあります。お客さまが入力した情報の安全確保のため、「不特定多数の方が利用するパソコ
ン」でのご利用はお避けください。

 お客さまにご注意いただきたいこと

ログインパスワード、確認用パスワードを間違えて入力した場合
　セキュリティを高め、お客さまに安心してお取引をしていただくためにパスワードを連続して５回間違えますとサービ
スを停止させていただきます。（この状態を「利用閉塞」といいます。）
　「利用閉塞」の状態からサービスを再開するためには、お取引店窓口にて当組合所定の利用申込書に必要事項を
ご記入いただき、パスワード変更のお手続きが必要となりますので十分にご注意ください。

予約扱いで振込を行う場合の、資金の確保について
　振込指定日の前営業日までに振込資金をご入金ください。

予約扱いで振込を行なったが、振込不能となった場合
　振込指定日に残高不足等の理由で振込が不能となった場合は、入出金明細照会及び振込・振替照会を行い、よく
確認してください。その後、（二重振込防止の為）預金残高を確認のうえ、再度、振込操作を行なってください。

明細照会の期間
　入出金明細照会・振込照会とも、当日を含めおよそ９０日分をご確認いただけます。

振込限度額
　１日の振込・振替限度額は、１口座あたり１，０００万円です。
　振込・振替限度額の変更をご希望の場合は、インターネットバンキングのメニュー画面にある「振込・振替限度
額変更」から限度額変更の操作が可能です。
※限度額変更は、初回ログイン時に限り即時反映されますが、それ以降は３営業日以降となります。

振込・振替を行う場合の「受取人名の入力」（半角ｶﾀｶﾅ）について

　　①個人の場合・・・・「姓」と「名」の間は、空白を1文字挿入してください。
　　　　　　　　　　　○　ｱｷﾀ ﾀﾛｳ　　×　ｱｷﾀﾀﾛｳ
　　②法人の場合・・・「株式会社」「有限会社」等は、以下の例のように略語が使用できます。
　　　　　　　　　　　例1）株式会社県信商事　　　　　　  ⇒　　ｶ)ｹﾝｼﾝｼﾖｳｼﾞ
　　　　　　　　　　　例2）ケンシン株式会社　　　　　　    ⇒　　ｹﾝｼﾝ(ｶ
　　　　　　　　　　　例3）県信株式会社秋田営業所　　 ⇒　　ｹﾝｼﾝ(ｶ)ｱｷﾀ(ｴｲ
　　　　　　　　　　　例4）有限会社県信　　　　　　　　     ⇒　　ﾕ)ｹﾝｼﾝ
　　　　　　　　　　　例5）県信有限会社　　　　　　　　     ⇒　　ｹﾝｼﾝ(ﾕ
　　③カタカナ半角の小文字は使用出来ませんので、カタカナ半角の大文字に変えて入力します。
　　　　　　　　　　　例1）株式会社県信商事　　  ⇒ 　○　ｶ)ｹﾝｼﾝｼﾖｳｼﾞ　　　　 ×　ｶ)ｹﾝｼﾝｼｮｳｼﾞ
　　　　　　　　　　　例2）県信自動車株式会社　 ⇒ 　○　ｹﾝｼﾝｼﾞﾄﾞｳｼﾔ(ｶ　　　×　ｹﾝｼﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬ(ｶ

インターネットバンキング・モバイルバンキングに関するご照会・操作方法は
「秋田県信用組合事務企画部」までお電話ください

０１８－８３１－５５６０
受付時間/平　日　９：００　～　１７：００

22


