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法人インターネットバンキングスタートマニュアル 

≪事前準備編≫ 

※管理者と利用者が異なるパソコンを使用する場合は、当該パソコンに次の「電子証明書利用の事前準

備」作業を行う必要があります。 

 

 

 

1. スタートボタン横にある検索ボックスを

選び、「コントロールパネル」を開いてくださ

い。 

※表示されていない場合は、検索ワード入力

欄の下にあるメニュー欄から「アプリ」を選

択し絞込み検索をしてください。 

検索キーワードにコントロールパネルと入

力し、アプリの最適一致に表示されるコント

ロールパネル（アプリ）をクリックしてくだ

さい。 

 

2. 表示方法から「カテゴリ」をクリック後、

「ネットワークとインターネット」をクリッ

クしてください。 

 

3.「インターネットオプション」をクリック

してください。 

4.「インターネットのプロパティ」から、「セ

キュリティ」タブをクリックしてください。
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5.「信頼済みサイト」をクリックしてくださ

い。 

 

6. 信頼済みサイトのゾーンのセキュリティ

レベルを「中」に設定後、「サイト」をクリッ

クしてください。 

※セキュリティレベルが、「カスタム」となっている

場合は、「レベルのカスタマイズ」をクリックし、「セ

キュリティ設定 – 信頼されたゾーン」画面を表示

してください。 

「ActiveX コントロールとプラグイン」の「ActiveX

コントロールとプラグインの実行」が「有効にする」

になっていることを確認してください。 

7.「この Web サイトをゾーンに追加する」の

入力欄に、下記 URL を入力してください。 

 

「https://*.shinkin-ib.jp」 

 

 

8.「追加」をクリックし、「閉じる」をクリッ

クしてください。 
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9.「プライバシー」タブの「サイト」をクリ

ックしてください。 

10.「Web サイトのアドレス」の入力欄に、下

記 URL を入力します。（半角） 

 

「shinkin-ib.jp」 

 

11.「プライバシー」タブの「ポップアップブ

ロックを有効にする」が有効（チェックあり）

であることを確認し、「設定」をクリックして

ください。 

 

12.「許可する Web サイトのアドレス」の入

力欄に下記 URL を入力します。 

「www.shinkin.co.jp」 

「追加」をクリックしてください。 
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13. 許可されたサイト」に 

「www.shinkin.co.jp」が登録されたことを

確認し、「閉じる」をクリックしてください。

14.「詳細設定」タブをクリックしてくださ

い。 

「TLS1.2 の使用」にチェックを入れます。「適

用」をクリックし、「OK」をクリックしてくだ

さい。 
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≪管理者編≫ 

≪管理者・開通確認≫ 

【ご用意いただくもの】 

 

【各種暗証番号・ID 等について】 

Ａ 契約者 ID（利用者番号） お客様カードに記載されています。 

管理者の開通確認、管理者の電子証明書取得、利用者の電子証明書取得時に使用

します。 

Ｂ 確認用パスワード お客様カードに記載されています。管理者の開通確認、ログイン時に使用します。

Ｃ ご契約先登録用暗証番号 申込書に記入した暗証番号です（4桁数字）。管理者の開通確認時に使用します。

イ ご契約先暗証番号 ご契約先開通確認で設定します。管理者のログイン時に使用します。 

（6～12 桁半角英数字。英字と数字、記号の組み合せ） 

※英字は、大文字、小文字を異なる文字として認識します。 

ロ ご契約先確認暗証番号 ご契約先開通確認で設定します。 

管理者が利用者情報登録等、セキュリティに係わる操作を行う時に使用します。

（6～12 桁半角英数字。英字と数字、記号の組み合せ） 

※英字は、大文字、小文字を異なる文字として認識します。 

ハ ご契約先 Eメールアドレス ハ．ご契約先 Eメールアドレス・・ご契約先開通確認で設定します。 

※英字は、大文字、小文字を異なる文字として認識します。 

ニ 利用者 ID 管理者が利用者登録時に設定します（1～30 桁半角英数字）。 

利用者の電子証明書取得時に使用します。 

ホ 利用者暗証番号（仮） 一時的な暗証番号です。管理者が利用者登録時に設定します（4～12 桁半角英数

字記号）。利用者の初回電子証明書取得、利用者の開通確認に使用します。 

ヘ 利用者確認暗証番号（仮） 一時的な暗証番号です。管理者が利用者登録時に設定します（4～12 桁半角英数

字記号）。利用者の初回電子証明書取得、利用者の開通確認に使用します。 

ト 利用者暗証番号 利用者開通確認で設定します。利用者のログイン時に使用します。 

（6～12 桁半角英数字。英字と数字、記号の組み合せ） 

※英字は、大文字、小文字を異なる文字として認識します。 

チ 利用者確認暗証番号 利用者開通確認で設定します。 

利用者が資金移動などの取引実行時に使用します。 

 

■お客様カード■          ■申込書控え■ 

 

 

 

 

  

 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 
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1.中南しんきんのホームページ 

（http://www.chunan-shinkin.co.jp/）から 

「インターネットバンキング事業者のお客さ

ま」をクリックします。 

 

 

2.法人インターネットバンキングのトップ画面

が表示されます。「管理者ログイン」をクリック

します。 

3.「管理者開通確認」をクリックします。 

 

4.契約者 ID(利用者番号)、ご契約先登録用暗証

番号を入力します。 

Ｃ 

Ａ 
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5.ご契約先暗証番号、ご契約先確認暗証番号、ご

契約先Ｅメールアドレスを設定します。 

 

※イ、ロで設定した暗証番号は後ほど使用します。

忘れないように管理してください。 

 

※イとロについて 

・イは、今後のログインに利用する暗証番号です。

・ロは、今後のデータ登録・変更時などに利用する

暗証番号です。 

・半角英数字 6～12 桁（英字と数字、記号の組み

合わせ）で設定します。 

・同じ暗証番号を設定することも可能です。 

※英字は、大文字、小文字を異なる文字として認

識します。 

※ハも必ず設定してください。 

 

 

6.ワンタイムパスワード（お客様カード参照）

を入力します。 

 

 

7.管理者の開通確認が完了しました。ブラウザ

の「閉じる」をクリックします。 

 

※エラーと表示されますが、問題ありません。

引き続き電子証明書取得を行ってください。 

ハ 

イを設定 

ロを設定 

Ｃを入力 
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≪管理者・電子証明書取得≫ 

 

8.ホームやアプリ一覧から、Microsoft Edge を

起動してください。 

9. Microsoft Edge にて、中南信用金庫の HP を

開いてください。 

10. 右上の「…」を選択し、メニューから 

「設定」をクリックしてください。 

 

 

11.「設定」のタブが新しく表示されます。 

「既定のブラウザー」をクリックしてください。
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12.「Internet Explorer モードでサイトの再読

み込みを許可」にて、「許可」を選択してくださ

い。 

13.「再起動」をクリックし、ブラウザーを再起

動してください。 

 

14.「既定のブラウザー」が開かれている「設定」

のタブを閉じてください。 
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15.中南信用金庫の HP 画面を表示してくださ

い。 

16.右上の「…」をクリックし、メニュー内の

「Internet Explorer モードで再読み込みする」

を選択してください。 

 

17.ポップアップ画面にて「このページは

Internet Explorer モードで開かれています」

が表示されたら、「完了」をクリックしてくださ

い。 

 18.「管理者ログイン」→「電子証明書取得」を

クリックします。 
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19.契約者 ID（利用者番号）、ご契約先暗証番号、

を入力し、「次へ」をクリックします。 

 

 

20.ご契約先確認暗証番号を入力し、「電子証明

書取得」をクリックします。 

 

21.「はい」をクリックします。 

 22.セキュリティレベルが中になっていること

を確認し、「ＯＫ」をクリックします。 

 

23.電子証明書の発行処理が始まります。 

Ａを入力 

イを入力 

ロを入力 
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24.「はい」をクリックします。 

 

 

25.電子証明書の取得が完了しました。 

「電子証明書情報」の Commom Name が「契

約者 ID（利用者番号）」＋当金庫の「金融機

関ｺｰﾄ （゙1290）」になっていることを確認し

ます。 
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≪利用者登録と利用者の電子証明書発行≫ 

 

26.「管理者ログイン」の「電子証明書方式ログ

イン」をクリックします。 

 

27.管理者の証明書を選択し、「ＯＫ」をクリッ

クします。 

 28.「許可」を選択します。 

 

29.「ご契約先暗証番号」を入力し「ログイン」

をクリックします。 

 

30.「ワンタイムパスワード（お客様カード参

照）」を入力し「ＯＫ」をクリックします。 

「契約者 ID（利用者番号）」 

＋当金庫の「金融機関ｺｰﾄﾞ（1290）」

になっていることを確認します。 
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 31.重要なお知らせが表示されます。 

「次へ」をクリックします。 

 

32.ご契約先ステータス画面が表示されます。 

「ご契約先管理情報変更」→「利用者情報登録

／変更」をクリックします。 

 

33.「新規登録」をクリックします。 
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34.利用者 ID、利用者名、利用者暗証番号(仮)、

利用者確認暗証番号(仮)、権限を設定し、ご契

約先確認暗証番号を入力後、「ＯＫ」をクリック

します。 

※利用者に必要な権限・限度額を設定しま 

す。 

※全指定をクリックすると、全てのサービス

を使用できます。 

※限度額が空白の場合は右側の金額が設定 

されます。 

※事前登録の項目は利用できません。 

「発行する」が選択されていることを確認しま

す。 

ホを設定 

ヘを設定 

ロを入力 
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35.利用者が作成されました。 

画面右下の「ログアウト」をクリックし、管

理者画面を終了してください。 

【ご注意ください！】 

ここまでの操作が終わりましたら、必ず

開いているブラウザーをすべて閉じて

から利用者作業にお進みください。 



17 
 

≪利用者編≫ 

 

1.ホームやアプリ一覧から、Microsoft Edge を

起動してください。 

2. Microsoft Edge にて、中南信用金庫の HP を

開いてください。 

3. 右上の「…」を選択し、メニューから 

「設定」をクリックしてください。 

 

5.「Internet Explorer モードでサイトの再読

み込みを許可」にて、「許可」を選択してくださ

い。 

【ご注意ください！】 

 管理者画面で操作した後や利用者ログイン時にエラーが表示された場合は、開いているブラウザーをすべて閉じて

から再度操作をお試しください。 
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6.「再起動」をクリックし、ブラウザーを再起

動してください。 

 

7.「既定のブラウザー」が開かれている 

「設定」のタブを閉じてください。 

 

8.ご利用の中南信用金庫の HP 画面を表示して

ください。 

9.右上の「…」をクリックし、メニュー内の

「Internet Explorerモードで再読み込みする」

を選択してください。 
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10.ポップアップ画面にて「このページは

Internet Explorer モードで開かれています」

が表示されたら、「完了」をクリックしてくださ

い。 

 

11.「利用者ログイン」→「電子証明書取得」を

クリックします。 

 

12.「契約者 ID（利用者番号）」、「利用者 ID」、

「利用者暗証番号」を入力し、「次へ」をクリッ

クします。 

 

 

 

13.「利用者確認暗証番号」を入力し、「電子証

明書取得」をクリックします。 

※暗証番号について 

・Ａは管理者から通知された「契約者 ID（利用者番

号）」を入力してください。 

・ニは管理者から通知された（管理者が利用者情報

登録で設定した）「利用者 ID」を入力してくださ

い。 

・ホは管理者から通知された（管理者が利用者情報

登録で設定した）仮の「利用者暗証番号」を入力

してください。 

Ａを入力 

ニを入力 

ホを入力 

ヘを入力 

※暗証番号について 

・ヘは管理者から通知された（管理者が利用者情報

登録で設定した）仮の「利用者確認暗証番号」を

入力してください。 
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14.「はい」をクリックします。 

 

15.セキュリティレベルが中になっていること

を確認し、「ＯＫ」をクリックします。 

 

16.電子証明書の発行処理が始まります。 

 

17.「はい」をクリックします。 

 

18.電子証明書の取得が完了しました。 

  ブラウザーの「×」をクリックし、画面を閉

じてください。 

「電子証明書情報」の Commom Name が 

「契約者 ID（利用者番号）」＋「利用者 ID」 

＋当金庫の「金融機関ｺｰﾄﾞ（1290）」になってい

ることを確認します。 
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19.「利用者ログイン」の「電子証明書方式ログ

イン」をクリックします。 

 

20.利用者の証明書を選択し、「ＯＫ」をクリッ

クします。 

 

21.「許可」をクリックします。 

 

22.利用者暗証番号を入力します。 

「契約者 ID（利用者番号）」＋「 

利用者 ID」＋当金庫の「金融機 

関ｺｰﾄﾞ（1290）」になっていることを

確認します。 

ホを入力 
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23.利用者暗証番号、利用者確認暗証番号を設定

し、「次へ」をクリックします。 

 

 

 

24.重要なお知らせが表示されます。 

「次へ」をクリックします。 

 

25.利用者ステータス画面が表示されることを

確認してください。各種取引サービスをご利用

いただける準備が整いました。 

※トとチについて 

 ・トは、今後のログインに利用する暗証番号です。 

 ・チは、今後の振込時などに利用する暗証番号です。 

 ・半角英数字 6～12 桁（英字と数字、記号 の組み合わ

せ）で設定します。 

 ※英字は、大文字、小文字を異なる文字として認識し

ます。 

 ・ホ（ト）とヘ（チ）は異なる内容を設定する必要が

あります。 

ホを入力 

トを設定 

ヘを入力 

チを設定 


