
2018年3月版

　たんしん法人

　インターネットバンキングサービス

初期設定マニュアル



はじめに
　このたびはたんしん法人インターネットバンキングサービス（以下、法人ＩＢサービス
といいます）をご利用いただき、まことにありがとうございます。

　本マニュアルは、法人ＩＢサービスの利用開始までの手順について記述しております。
　手順に従い、操作を行ってください。

　操作についての詳細なマニュアルは、ホームページに最新版を掲載しておりますので、
必要に応じてダウンロードを行い、ご覧いただきますようお願い致します。
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>> お問い合わせ先 <<

　　　　　　　　ＴＥＬ　：　０７９６－２３－１２０７
　　　　　　　　ＦＡＸ　：　０７９６－２３－７７１８
　　　　　　　Ｅメール　：　jimu@tanshin.co.jp
　　　お問い合わせ時間　：　平日 ９：００ ～ １８：００

「操作マニュアル」をクリック 
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【　電子証明書とは？　】

　電子証明書とは、パソコンで使用する身分証明書に相当するものです。
　電子証明書は特殊なファイルで、１つのパソコンにしか保存が出来ない様になっています。
　この電子証明書をお客様のパソコンに取得・保存することによって、法人インターネットバンキ
ングご利用時に、お客様ご本人であることを証明することができます。

【　電子証明書方式とは？　】

　電子証明書方式とは、お客様ご本人であることを「電子証明書」および「暗証番号」により行う
方式で、より一層セキュリティの強化を図っています。
　電子証明書方式による法人インターネットバンキングは、電子証明書を取得・保存したパソコン
での利用に限定されますので、万一悪意を持った第三者にＩＤ・パスワードを入手されても、電子
証明書が格納されていないパソコンからの丌正な取引を防止できます。

【　電子証明書の有効期限　】

　当金庨に利用申込を行ってから ８０日が取得の有効期限となっています。当金庨から
「お客様カード」を受領後すみやかに取得を行ってください。

　取得後の有効期限は管理者、利用者ともに、１年間になります。

　有効期限の３０日前から更新手続きが可能となりますので、有効期限までに更新手
続きを行ってください。
　有効期限が過ぎますと、法人ＩＢが利用できなくなります。

【　電子証明書の更新について　】

　有効期限の３０日前と１０日前に登録されたＥメールアドレス宛に、電子証明書更新のご案内
を送付させていただきます。また、ログオン画面に更新のメッセージと更新ボタンを表示いたし
ますので操作をお願いいたします。

　詳細な操作については同封の「電子証明書の更新マニュアル」でご確認ください。

【　使用できるパソコンの条件は？　】

　推奨動作環境につきましては、ホームページ内の「動作推奨環境（電子証明書方式）」をご参照
ください。

電子証明書について

※丌正利用防止のため、新規お申し込み時は必ず電子証明書方式とさせていただいて 
 います。 

重要！ 
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登録人数

・利用者の登録・変更
・取引限度額の設定　　等
　※残高照会、振込・振替等のオンライン取引、ファイル伝送は行えません。

・オンライン取引（残高照会、振込、入出金明細照会等）
・ファイル伝送（総合振込、給不振込、口座振替）　等
　※ファイル伝送をご利用いただくにはファイル伝送のご契約が必要です。

※以降で紹介している設定は一例ですので、お客様の運用に合わせて設定を変更してください。

【　管理者、利用者の概念と利用者取引権限の設定例　】

●社長1人で全ての業務を行う。

●社長が管理者で経理が全ての取引を行う。

●社長が管理者および照会取引、経理が全取引を行う。
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管理者と利用者設定例

管理者

利用者

１名

最大９９名

操作できる内容

社
長
 

管理者 

利用者２ 
（全取引） 

利用者 
（全取引） 

管理者 

経
理
 

社
長
 

管理者 

利用者 
（全取引） 

経
理
 

社
長
 

利用者１ 
（残高照会、入出金明
細照会） 
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●社長が管理者および照会取引、経理が全取引、パートが照会取引を行う。

【　ファイル伝送の取引権限の設定例　】

●社長１人で全てのファイル伝送業務を行う。

●社長と経理で業務を行う。

●経理とパートで業務を行う。

パ
ー
ト
 

経
理
 

社
長
 

管理者 

利用者３ 
（残高照会、入出金明
細照会） 

利用者２ 
（全取引） 

社
長
 

利用者 
（データ作成、承認、送信） 

経
理
 

社
長
 

利用者１ 
（承認） 

利用者２ 
（データ作成、送信） 

利用者１ 
（残高照会、入出金明
細照会） 

パ
ー
ト
 

経
理
 

利用者１ 
（承認、送信） 

利用者２ 
（データ作成） 

 
データ作成 
 …金額などを入力する処理 
 
承認 

 …入力された金額などが正 

  しいことを検証する処理 

 
送信 
 …承認されたデータを 
  但馬信用金庨へ送信する 
  処理 
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●社長と経理とパートで業務を行う。

●部門により業務を分ける。

パ
ー
ト
 

経
理
 

社
長
 

利用者１ 
（承認） 

利用者２ 
（データ作成、送信） 

利用者３ 
（データ作成） 

人
事
 

経
理
 

利用者１ 
（総合振込、口座振替） 

利用者２ 
（給不・賞不振込） 
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Ⅰ．利用開始までの操作の流れ 

管理者 利用者 

管理者開通確認 

電子証明書取得 

利用者開通確認 

各種設定変更 

各種取引 

  法人インターネットバンキング 
  サービス画面の表示 

利用者登録 

電子証明書取得 
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①インターネットエクスプローラーを 
 起動し「アドレス」欄に下記アドレス 
 を入力 
 
   http://www.tanshin.co.jp/ 

③「法人・事業主のお客様」をクリック 

法人インターネットバンキングサービス画面の表示 

②「更新」ボタンをクリック 

④「法人インターネットバンキン

グ」のタイトル部分をクリック 

法人インターネットバンキング 
サービス画面の表示 
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①「開通確認」ボタンをクリック 

Ⅰ－１．管理者開通確認 

④「ログオン」ボタンをクリック 

  ③「ご契約先暗証番号」を入力 
 
※申込用紙お客様控えに記入してある４桁 
 の登録用暗証番号を入力します。 
※今後使用する「ご契約先暗証番号」は⑥ 
 の作業で設定します。 

 ⑦「ご契約先確認暗証番号」を入力 
 
※お客様にてお決めください。 

※「ご契約先確認暗証番号再入力」に１つ 

 上の「ご契約先確認暗証番号」と同じ番 
 号を入力します。 

  ⑧「Ｅメールアドレス」を入力 
 
※設定変更等の通知を管理者に送信 
 します。 

⑨「次へ」ボタンをクリック 

※「ご契約先暗証番号」、「ご契約先 
 確認暗証番号」は６～１２桁の半角 
 英数で入力してください。 
※数字と英字の組み合わせが必須とな 
 ります。 
※大文字小文字は別の文字として判定 
 します。 
※「ご契約先暗証番号」、「ご契約先 
 確認暗証番号」は同じ番号は登録で 
 きません。別の番号を設定してくだ 
 さい。 

 入力 Ａ 

 入力 Ｂ 

 新規 Ｃ 

 新規 Ｄ 

 ⑥「ご契約先暗証番号」を入力 
 
※お客様にてお決めください。 
※「ご契約先暗証番号再入力」に１つ上 
 の「ご契約先暗証番号」と同じ番号を 
 入力します。 

②「利用者番号（ご契約先ＩＤ）」を入力 
 
※お客様カードに記載されている１１桁の番号 
 を入力します。 

 入力 Ｂ 

 ⑤「登録されているご契約先暗証番号」 
  を入力 
 
※申込用紙お客様控えに記入してある４桁 
 の登録用暗証番号を入力します。 
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※開通確認のメールを送信しますので、 
 届いていることを確認してください。 

  ⑩ワンタイムパスワードを入力 
 
※お客様カードに「確認用パスワード」と 
  記載されているア～クの同じ文字の下の 
 ２桁の番号を入力します。 

⑪「ＯＫ」ボタンをクリック 

管理者開通確認の完了 

※「電子証明書が必要です。～」の 
 メッセージが表示されますが、 
 正常に処理が進んでいますので先 
 に進んでください。 

⑫「×」ボタンで閉じます。 
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Ⅰ－２．管理者電子証明書取得 

①「電子証明書取得」をクリック 

    今後、管理者の操作を行うパソコンを１台決めてください。 
    決めていただいたパソコンで、この「管理者電子証明書取得」 
   の作業を行って下さい。 
    電子証明書が取得されたパソコンでのみ、管理者の操作が可能 
   になり、電子証明書が取得されていないパソコンでは作業が出来 
   なくなります。 
    電子証明書が取得できるパソコンは１台のみになっています。 

重
 
要
 

②「電子証明書が取得可能な状態へ 
 設定変更」をクリックし、 
 プログラムを実行 
 
※実行ボタンを押し、設定変更 
 確認画面のＯＫを押します。 
 最後に完了ボタンが出たらＯＫを 
 押し完了です。 
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 入力 Ｃ 

 入力 Ｄ 

 入力 Ａ 

④お客様カードに記載の 
 「契約者ＩＤ（利用者番号）」 
 および開通確認時に登録した 
 「ご契約先暗証番号」、 
 「ご契約先確認暗証番号」 
 を入力 

※このメッセージが表示されたら 
 「はい」ボタンをクリック 

※このメッセージが表示されたら 
 「ＯＫ」ボタンをクリック 

③管理者の「電子証明書取得」を 
 クリック 

⑤入力が完了したら「電子証明書取得」 

 ボタンをクリック 

※白紙の画面が表示される場合 
 インターネットの画面を全て閉じ、
再度表示し直してから③のボタンをク
リックしてください。 
 
※「電子証明書取得・更新エラー」と
表示される場合 
 エラーが表示されている画面で、右
上にある歯車のマーク（ツール）をク
リック、次に「互換表示設定」をク
リックします。「shinkin-ib.jp」のア
ドレスが表示されていることを確認し、
「追加」ボタンをクリック、追加され
たことを確認し、「閉じる」ボタンを
クリックします。 
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管理者電子証明書取得完了 

※このメッセージが表示されたら 
 「はい」ボタンをクリック 

⑥「電子証明書のインストールが 

 完了しました。」のメッセージ 

 を確認 

⑦「このウィンドウ閉じる」 

ボタンをクリック 
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②次の内容が表示されている電子証明書を選択 
 
 「利用者番号    」＋１６９２ 

③「ＯＫ」ボタンをクリック 

Ⅰ－３．管理者ログオン 

①法人インターネットバンキングのページ 
 の電子証明書方式「管理者ログオン」 
 ボタンをクリック 

Ａ 

④この画面が表示されたら 
 「アクセス許可の付不」を 
 チェックし、「ＯＫ」ボタン 
 をクリック 
 
※Windows１０の場合は 
 「許可」をクリックする。 

※Windows１０の場合 
 初めは１つしか表示されないため、
該当する電子証明書が表示されてい
ない場合、「その他」をクリックし、
他の電子証明書を表示して選択して
ください。 
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 入力 Ｃ 

⑥「ログオン」ボタンをクリック 

⑤「管理者暗証番号」を入力 

  ⑦ワンタイムパスワードを入力 
 
※お客様カードに「確認用パスワード」と 
  記載されているア～クの同じ文字の下の 
 ２桁の番号を入力します。 

⑧「ＯＫ」ボタンをクリック 

管理者ログオン完了 
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①「ご契約先管理情報変更」ボタンをクリック 

Ⅰ－４．利用者登録 

②「利用者情報登録／変更」ボタンをクリック 

④「新規登録」ボタンをクリック 

  ⑧「Ｅメールアドレス」を入力 
※設定変更等の通知を利用者へ送信します。 

⑨スクロールバーを下へおろす 

※「利用者暗証番号」、「利用者確認暗証 
 番号」は４～１２桁の半角英数で入力し 
 てください。 
※大文字小文字は別の文字として判定しま 
 す。 

 ⑤「利用者ＩＤ」を入力 
 
※お客様にてお決めください。 
※大文字小文字は別の文字として判定 
 します。 
※３０桁までの半角英数で入力してく 
 ださい。 

⑥「利用者名（半角カナ）」 
 「利用者名（漢字）」を入力 
 
※この利用者ＩＤをご使用になる方の 
 お名前を入力してください。 

③スクロールバーを下へおろす 

 新規 Ｅ 

 新規 Ｆ 

 新規 Ｇ 

⑦「利用者暗証番号（仮）」 

 「利用者確認暗証番号(仮)」を入力 
 
※お客様にてお決めください。 
※ここで入力した暗証番号は仮の登録 
 になります。「利用者開通確認」に 
 て変更します。 
※「再入力」の欄については１つ上で 
 入力した番号と同じ番号を入力しま 
 す。 
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⑭「ＯＫ」ボタンをクリック 

利用者登録の完了 

※続けて登録する場合は④の作業から繰 
 り返してください。 
※この後利用者開通確認を行う場合は管 
 理者をログオフして下さい。 

 入力 Ｄ 

⑫「電子証明書発行」にチェック 
 が入っていることを確認 

    ⑩利用者権限入力 
 
※チェックを入れると、取引をす 
 る権限を不えることになり、利 
 用者のメニューに取引が表示さ 
 れます。 
※チェックを外すと、取引をする 
 権限を取上げることになり、利 
 用者のメニューに取引は表示さ 
 れません。 
※限度額については、現在「上限 
 限度額」に表示されている金額 
 が設定されています。 

⑪スクロールバーを下へおろす 

⑬「ご契約先確認暗証番号」入力 
 
※管理者開通確認でご入力された 
 「ご契約先確認暗証番号」を入 
 力します。 
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⑮「×」ボタンをクリックして 

 インターネットエクス 
 プローラーを全て閉じ 
 ます。 

※管理者と利用者が同じパソコンで初期設定を行う場合、⑮の操作を行わ
なければ、利用者のログオンができません。 
 
 これは、管理者の電子証明書が使用されたままの状態となり、利用者の
電子証明書が使用できないからです。 
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④「法人インターネットバンキング」   

 をクリック 

Ⅰ－５．利用者電子証明書取得 

 
    今後、利用者の取引を行うパソコンを１台決めてください。 
    決めていただいたパソコンで、この「利用者電子証明書取得」 
   の作業を行って下さい。 
    電子証明書が取得されたパソコンでのみ、利用者の取引が可能 
   になり、電子証明書が取得されていないパソコンでは作業が出来 
   なくなります。 
    電子証明書が取得できるパソコンは１台のみになっています。 
    複数のパソコンで作業を行う必要があるときは、台数分利用者 
   を登録し、作業を行うパソコンで利用者の電子証明書を取得して 
   下さい。 

①インターネットエクスプローラーを 
 起動し「アドレス」欄に下記アドレス 
 を入力 
 
   http://www.tanshin.co.jp/ 

③「法人・事業主のお客様」をクリック 

②「更新」ボタンをクリック 

重
 
要
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⑤「電子証明書取得」をクリック 

※管理者と同じパソコンで操作す
る場合はこの処理は丌要です。 
 
⑥「電子証明書が取得可能な状態へ 
 設定変更」をクリックし、 
 プログラムを実行 
 
※実行ボタンを押し、設定変更 
 確認画面のＯＫを押します。 
 最後に完了ボタンが出たらＯＫを 
 押し完了です。 

⑦利用者の「電子証明書取得」を 
 クリック 
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 入力 Ｅ 

 入力 Ａ 

 入力 Ｇ 

 入力 Ｆ 

⑧「契約者ＩＤ（利用者番号）」 
 「利用者ＩＤ」 
 「利用者暗証番号（仮）」 
 「利用者確認暗証番号（仮）」 
  を入力 

※このメッセージが表示されたら 
 「はい」ボタンをクリック 

※このメッセージが表示されたら 
 「ＯＫ」ボタンをクリック 

※白紙の画面が表示される場合 
 インターネットの画面を全て閉
じ、再度表示し直してから③のボ
タンをクリックしてください。 
 
※「電子証明書取得・更新エ
ラー」と表示される場合 
 エラーが表示されている画面で、
右上にある歯車のマーク（ツー
ル）をクリック、次に「互換表示
設定」をクリックします。
「shinkin-ib.jp」のアドレスが表
示されていることを確認し、「追
加」ボタンをクリック、追加され
たことを確認し、「閉じる」ボタ
ンをクリックします。 

⑨入力が完了したら「電子証明書取得」 

 ボタンをクリック。 
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利用者電子証明書取得完了 

※このメッセージが表示されたら 
 「はい」ボタンをクリック 

⑩「電子証明書のインストールが 

 完了しました。」のメッセージ 

 を確認 

⑪「このウィンドウを閉じる」 

 ボタンをクリック 
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①「利用者ログオン」ボタンをクリック 

 入力 Ｆ 

⑥「ログオン」ボタンをクリック 

⑤「利用者暗証番号（仮）」を入力 

③「ＯＫ」ボタンをクリック 

②次の内容が表示されている、電子証明書を選択 
 
 「利用者番号  」＋「利用者ＩＤ  」＋１６９２ Ａ Ｅ 

Ⅰ－６．利用者開通確認 

④この画面が表示されたら 
 「アクセス許可の付不」を 
 チェックし、「ＯＫ」ボタン 
 をクリック 
 
※Windows１０の場合は 
 「許可」をクリックする。 
 

※Windows１０の場合 
 初めは１つしか表示されないため、
該当する電子証明書が表示されてい
ない場合、「その他」をクリックし、
他の電子証明書を表示して選択して
ください。 
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　※一旦ログオフボタンより終了し、利用者ログオンより新しい利用者暗証番号でログオンできる
　　ことを確認してください。

 ⑪利用者「Ｅメールアドレス」を確認 
 

※表示されているＥメールアドレスが正しければ 

 入力丌要です。 

※設定変更等の通知を利用者に送信します。 

利用者開通確認の完了 

※「利用者暗証番号」、「利用者確認暗証番号」は 
 ６～１２桁の半角英数で入力してください。 
※数字と英字の組み合わせが必須となります。 
※大文字小文字は別の文字として判定します。 
※「利用者暗証番号」、「利用者確認暗証番号」 

 は同じ番号は登録できません。別の番号を設定し 

 てください。 

⑩「新しい利用者確認暗証番号」を入力 

 
※お客様にてお決めください。 

※「管理者が登録した利用者確認暗証番 
 号（仮）」とは違う番号を入力してくだ 
 さい。 

 ⑦「管理者が登録した利用者暗証番号（仮）」を入力 
 
※管理者が利用者を登録するときに入力した仮の暗証 
 番号を入力します。 

 ⑧「新しい利用者暗証番号」を入力 
 
※お客様にてお決めください。 
※「管理者が登録した利用者暗証番号(仮)」 
 とは違う番号を入力してください。 

⑨「管理者が登録した利用者確認暗証 
 番号（仮）」を入力 
 
※管理者が利用者を登録するときに入 

 力した仮の確認暗証番号を入力しま 
 す。 

⑫「次へ」ボタンをクリック 

 入力 Ｆ 

 入力 Ｇ 

 新規 Ｈ 

 新規 Ｉ 

※開通確認のメールを送信しますので、 
 届いていることを確認してください。 
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①「利用者ログオン」ボタンをクリック 

③「ＯＫ」ボタンをクリック 

②次の内容が表示されている、電子証明書を選択して下さい。 
 
 「利用者番号  」＋「利用者ＩＤ  」＋１６９２ Ａ Ｅ 

※この画面が表示されたら 
 「アクセス許可の付不」を 
 チェックし、「ＯＫ」ボタン 
 をクリック。 
 
※Windows１０の場合は 
 「許可」をクリックする。 

Ⅰ－７．利用者ログオン 

※Windows１０の場合 
 初めは１つしか表示されないため、
該当する電子証明書が表示されてい
ない場合、「その他」をクリックし、
他の電子証明書を表示して選択して
ください。 
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利用者ログオン完了 

  入力 Ｈ 

⑤「ログオン」ボタンをクリック 

④「利用者暗証番号」を入力 
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※※※　ファイル伝送をご利用いただくには、　※※※
※※※　ファイル伝送のご契約が必要です。　　※※※

詳しくは、お取引店舗へお問い合わせください。

Ⅱ．ファイル伝送の利用開始までの流れ 

管理者 利用者 

１．利用者権限付不 

２．ファイル伝送取引確認 
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Ⅱ－１．利用者権限付不 

②「ご契約先管理情報変更」ボタンをクリック 

③「利用者情報登録／変更」ボタンをクリック 

⑥「変更」ボタンをクリック 

④スクロールバーを下へおろす 

⑤取引を行わせる利用者を選択 

①「管理者」でログオンします。 
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　※この後、利用者ログオンされる場合は、一旦インターネットエクスプローラーを全て
　　×ボタンで閉じてください。

⑦スクロールバーを下へおろす 

⑩「ＯＫ」ボタンをクリック 

利用者権限付不の完了 

 入力 Ｄ 

 ⑧ファイル伝送の設定箇所を 
  表示させ利用者権限を入力 
 
※チェックを入れると、取引をす 
 る権限を不えることになり、利 
 用者のメニューに取引が表示さ 
 れます。 
※チェックを外すと、取引をする 
 権限を取上げることになり、利 
 用者のメニューに取引は表示さ 
 れません。 
※限度額については、現在「上限 
 限度額」に表示されている金額 
 が設定されています。 

 ⑫「ログオフ」をクリック 

⑨「ご契約先確認暗証番号」入力 

 ⑪許可する取引の欄に「○」 
  が表示されていることを 
  確認 

28



 ※ご注意：前回管理者にてログオンされていた場合は、一旦インターネットエクスプローラーを
 　　　　　全て×ボタンで閉じてください。

第２．６版

Ⅱ－２．データ伝送取引確認 

データ伝送取引確認の完了 

 
②「ファイル伝送」ボタンが表 
 示されていることを確認 
 
●表示されている 
 →「ファイル伝送」ボタンを 
  クリックし、画面下に希望 
  の取引のメニューが表示さ 

  れることを確認する。 
 
●表示されていない 

 →再度「１．利用者権限付不 
  の手順」に従い、取引が出 
  来るように設定する。 

③表示されているボタンをクリック 

④メニューが表示されていること 
 を確認 

①「利用者」でログオンします。 
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