
ながさきインターネットバンキング 初期設定ガイド 

「ながさきインターネットバンキング利用申込
書（お客様控）」と、当行から郵送した「契
約完了通知書」を準備 

◎初期手続の流れ◎  

＊スマートフォンでお取引される際は、ワンタイムパスワードの利用が必須となります。 

＜パスワードについて＞  

①ながさきインターネットバンキング利用申込書 

②契約完了通知書 

初期設定時に使用するパスワードは、下記の書類に
記載されています。 

仮ログインパスワード 

仮確認用パスワード 

手順① 

当行ホームページへアクセス 手順② 

ログインIDの取得 
（代表口座・各種パスワードの入力） 

手順③ 

ログインIDの登録・確認 手順④ 

初回ログイン 手順⑤ 

ログインパスワード・確認用パスワードの変更 手順⑥ 

お客様情報登録 
（Eメールアドレス・限度額等の設定） 

手順⑦ 

登録内容の確認 手順⑧ 

ワンタイムパスワード利用申請 手順⑨ 

トークンダウンロード 手順⑩ 

ワンタイムパスワードアプリ初期登録・確認 手順⑪ 

トークン表示名設定 手順⑫ 

初めてご利用いただく際に必要となるお手続きは
以下のとおりです。 
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ながさきインターネットバンキング 初期設定ガイド 

◎サービス開始登録◎  

「ながさきインターネットバンキング利
用申込書（お客様控）」と、当行から郵
送した「契約完了通知書」を準備 

① 

お手元に「ながさきインターネットバンキング利用申
込書（お客様控）」と、当行から郵送した「契約完了
通知書」をご用意ください。  
■初めてご利用になる場合に必要なもの 
・代表口座の口座番号 
・仮ログインパスワード（利用申込書に記載 ） 
・仮確認用パスワード（契約完了通知書に記載） 
・Eメールアドレス（受付確認や処理結果をご案内
します） 

当行ホームページへアクセス ② 

当行ホームページ(https://www.nagasakibank.co.jp)

にアクセスし、ながさきインターネットバンキン
グ「ログイン」ボタンをタップしてください。 

ながさきインターネットバンキングのログイン画
面が表示されますので、「ID登録」ボタンをタッ
プしてください。 

お客様情報の入力画面が表示されますので、 
Ⓐ「代表口座の店番」 
Ⓑ「代表口座番号」  
Ⓒ「仮ログインパスワード」  
Ⓓ「仮確認用パスワード」 
      を入力し 「次へ」をタップします 。 

 

初回ログイン時のパスワードは以下のとおり入力します。 

ログインパスワード 
 ➡利用申込書に記載の「仮ログインパスワード」  
確認用パスワード 
 ➡契約完了通知書に記載の「仮確認用パスワード」 

ご確認ください 

ログインIDの取得（代表口座番号と仮ロ
グイン用パスワード、仮確認用パスワー
ドの入力） 

 

③ 

②当行ホームページ 

③ログインIDの取得 

代表口座の店番（３桁）を入力 

代表口座の口座番号（7桁）を入力 

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

Ⓓ 

利用申込書に記載の「仮ログインパスワード」 

契約完了通知書の「仮確認用パスワード」 

タップします 
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ながさきインターネットバンキング 初期設定ガイド 

「ログインID」の登録・確認 
（IDはお客様にお決めいただきます） ④ 

ログインIDを半角英数字混在（6～12桁）でお決
めいただき、２回入力してください。 
ログインIDの入力が終わりましたら「ID登録実
行」ボタンをタップしてください。 
 ログインIDは英字のみ・数字のみでは登録でき

ませんので、ご注意ください 

 

現在のパスワードは以下のとおり入力します。 

現在のログインパスワード 
➡ 利用申込書に記載の「仮ログインパスワード」 
 
現在の確認用パスワード 
➡ 契約完了通知書に記載の「仮確認用パスワード」 

ご確認ください 

初回ログイン ⑤ 
ながさきインターネットバンキングのログイン画
面が表示されましたら、「ログインID」と「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。 
 

ログインIDが正常に登録されましたら、確認画面
が表示されます。 
注意事項の確認にチェックを入れ、「初回ログイ
ン」ボタンをタップしてください。 

 

初回ログイン時のパスワードは以下のとおり入力します。 

ログインパスワード 
 ➡ 利用申込書に記載の「仮ログインパスワード」 

ご確認ください 

ログインパスワード・確認用パスワード
の変更 ⑥ 

パスワードの変更画面が表示されます。今後利用
する「ログインパスワード」および「確認用パス
ワード」を半角英数字混在（6～12桁）でお決め
いただき、入力してください。 
 
入力を終えましたら、 「変更を確定する」ボタン
をタップしてください。 

⑥ログインパスワード・確認用パスワー
ドの変更 

④ログインIDの登録 

同じものを 
２回入力 

同じものを 
２回入力 

利用申込書に記載の「仮ログインパスワード」 

契約完了通知書の「仮確認用パスワード」 

同じものを 
２回入力 
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ながさきインターネットバンキング 初期設定ガイド 

⑦お客様情報の入力 お客様情報登録 
（Eメールアドレス、限度額等の設定） ⑦ 

Ⓐ Eメールアドレスを登録してください。 
お取引の受付確認や処理結果を電子メールにて
ご案内いたします。 

登録内容の確認、完了 ⑧ 
登録内容の確認画面が表示されます。 
注意事項の確認にチェックを入れ、「確認用パス
ワード」を入力します。 
入力を終えましたら「登録を確定する」ボタンを
タップしてください。 
 

 

各種迷惑メールの受信拒否設定を行われているお客

さまは、"webcenter.anser.or.jp"のドメインを

受信できるよう設定をお願いいたします。 

ご確認ください 

ワンタイムパスワード利用申請 ⑨ 
「メールアドレス」と「利用開始パスワード」 
（4～8桁の任意の半角数字のみ）を入力し、「確
定する」ボタンをタップしてください。 

Ⓒ 「振込・振替限度額」を登録してください。 
 

０万円とした場合、振込・振替はできません。 

Ⓑ ご連絡先の電話番号を入力してください。 

入力を終えましたら、 「確認画面へ」ボタンを
タップしてください。 

ⒶEメールアドレス 
   同じものを２回入力 

Ⓑ電話番号を入力 

Ⓒ限度額を入力 

⑨ワンタイムパスワード利用申請 

 

各種迷惑メールの受信拒否設定を行われているお客

さまは、"otp-auth.net "のドメインを受信できるよ

う設定をお願いいたします。 

ご確認ください 

同じものを２回 
入力（数字のみ） 

Eメールアドレス 
同じものを２回入力 

 入力いただいたメールアドレスに対し、ワンタイ
ムパスワードの利用開始に関する案内を送信しま
す。アドレスは⑦で登録いただいたEメールアドレ
スと同一のものでも差し支えございません。 
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ながさきインターネットバンキング 初期設定ガイド 

⑩トークンダウンロード トークン(ワンタイムパスワードアプリ) 
ダウンロード ⑩ 

画面に表示されている「サービスID」「ユーザ
ID」をお控えのうえ、 「トークンダウンロード」
ボタンをタップし、アプリをインストールしてく
ださい。 

ワンタイムパスワードアプリ初期登録・
確認 ⑪ 

⑩でインストールしたアプリを開き、「サービス
ID」「ユーザID」「利用開始パスワード」を入力
します。 

 

既にワンタイムパスワードアプリをダウンロードされている
場合は、トークンのダウンロードは必要ありません。 
インストールされているワンタイムパスワードアプリのメ
ニューから「トークン追加」を選択し、登録をお願いし
ます。 

ご確認ください 

トークン表示名設定 ⑫ 

ワンタイムパスワードアプリ内の表示名設定画面
が表示されます。 
変更の必要が無ければ、そのまま「登録」ボタン
をタップしてください。 

⑪ワンタイムパスワード利用申請 

 「サービスID」「ユーザID」は⑧で入力いただい
たメールアドレスにも送信されております。 

画面中央の確認事項をご覧いただき、同意欄に
チェックを付け「送信」ボタンをタップしてくだ
さい。 

トークン追加完了の画面に切り替わりましたら、 
「次へ」ボタンをタップしてください。 

⑩で表示、またはメールで 
受信したサービスIDを入力 

⑩で表示、またはメールで 
受信したユーザIDを入力 

⑨で入力した利用開始パスワードを入力 

＊以上で初期登録は完了です。 
  
 次回からのログイン方法は次ページをご確認 
 ください。 

5 



ながさきインターネットバンキング 初期設定ガイド 

①ワンタイムPWでログイン 

スマートフォン用アプリからワンタイム
パスワードでログイン ① 

スマートフォン用アプリ（ワンタイムPW）を開き、 
「ログイン」ボタンをタップしてください。 

「ログインID」「ログインパスワード」
の入力 ② 

ながさきインターネットバンキングのログイン画面
が表示されますので、「ログインID」「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。 
 

ながさきインターネットバンキング 
メニュー画面 ③ 

ながさきインターネットバンキングのメニュー画
面が表示されます。 
 
画面左上にある「お取引」のメニューボタンより、
各種お取引やご登録情報の変更を行うことができ
ます。 

②ログインID・パスワードの入力 

 「ワンタイムパスワード」は自動的に入力され
ます。 

ログイン方法  

 

初期設定が終わりましたら、ながさきインターネットバン

キングへのログインはワンタイムPWから行います。 

ご確認ください 

③メニュー画面 

※画面は一部異なる場合があります 

ワンタイムパスワード方式でのログイン方法を
ご説明します。 

＊以上でログインは完了です。 

タップします 
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①生体認証利用設定 

ワンタイムパスワードアプリを開き生体
認証利用設定を選択 ① 

ワンタイムPWアプリを開き「生体利用設定」をタッ
プします。 

生体認証操作 ② 
スマートフォンの生体認証操作を行ってください。 
 
 生体認証の操作は、ご利用中のスマートフォン

により異なります。 

 

生体認証機能はスマートフォン本体の機能を利用しま
す。予めスマートフォンの機能設定を実施してください。 

ご確認ください 

生体認証の利用設定 ③ 
ご登録いただいている「ログインID」「ログイン
パスワード」を入力し、「登録」ボタンをタップ
してください。 

②生体認証操作 

 画面下部の「生体認証ログイン利用設定」をタッ
プいただいても設定が可能です。 

- 生体認証機能の登録 ‐ 

③生体認証の利用設定 

 

 

「ログインID」「ログインパスワード」は機種変更等でワ
ンタイムPWアプリの再設定を行う際に入力が必要と
なります。 
「ログインID」「ログインパスワード」はお忘れにならな
いよう、ご注意ください。 

ご確認ください 

＊以上で生体認証機能の設定は 
 完了です。 

※画面イメージはiPhoneになります 

ご利用のスマートフォンで生体認証（指紋認証等）
を登録されている場合、生体認証を利用した 
ログインが可能です。 
 
ログイン時にID等の入力が不要となり、サービスを
簡単にご利用いただけるようになりますので、是非
ご活用ください！ 
 

タップします 
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①ワンタイムPWでログイン 

スマートフォン用アプリからワンタイム
パスワードでログイン ① 

スマートフォン用アプリ（ワンタイムPW）を開き、 
「生体認証でログイン」ボタンをタップしてくだ
さい。 

ながさきインターネットバンキング 
メニュー画面 ③ 

ながさきインターネットバンキングのメニュー画
面が表示されます。 
 
画面左上にある「お取引」のメニューボタンより、
各種お取引やご登録情報の変更を行うことができ
ます。 

-生体認証ログイン方法‐  

③メニュー画面 

生体認証方式でのログイン方法をご説明します。 
本方式でのログインは、予め生体認証利用設定
が必要となります。 

＊以上でログインは完了です。 

生体認証操作 ② 
スマートフォンの生体認証操作を行ってください。 
 
 生体認証の操作は、ご利用中のスマートフォン

により異なります。 

②生体認証操作 

※画面イメージはiPhoneになります 

タップします 
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