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1 ご利用ユーザについて 

本資料は、住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスをご利用いただくための事前準備、サービ

スへのログイン・ログアウトに関するご利用マニュアルです。 

 

1.1. 本マニュアルで記載する内容 

本マニュアルは、住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスをご利用いただくにあたり必要な

コンピュータ端末のシステム要件、事前設定およびログイン・ログアウトの操作を対象とし

ております。 

各機能の操作については、サービスごとのご利用マニュアルの業務編をご参照ください。 
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1.2. ご利用ユーザについて 

管理者権限を持つユーザと、担当者権限を持つユーザをご提供いたします。 

1.2.1 ユーザの体系 

住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスでは、管理者権限ユーザは、担当者権限ユーザ

が使用可能な機能に加えて、管理者権限ユーザのみが使用可能な機能をご利用いただけ

ます。 

管理者権限ユーザ、担当者権限ユーザの各機能オペレーション実行可否は、 

1.2.2 端末操作実行可否を参照してください。 

 

1.2.2 端末操作実行可否 

(1) 共通サービス 

共通サービスにおける、それぞれの操作の実行可否は、下表のとおりです。 

No. 業務種別 担当者権限 

ユーザ 

管理者権限 

ユーザ 分類  

1 ログイン ID/PW 認証 ○ ○ 

2 ID/PW+ワンタイムパスワード認証 ○ ○ 

3 メール メール送信設定 ○ ○ 

4 マニュアル マニュアルダウンロード機能 ○ ○ 

5 ユーザ管理（※） ロック解除 × ○ 

6 OTP トークンロック解除 × ○ 

7 OTP 無効化 × ○ 

8 ユーザ情報の登録 × ○ 

9 ユーザ情報の削除 × ○ 

10 ユーザ情報の変更 × ○ 

※ユーザ管理は、自身の法人内の各ユーザに対する操作を示します。 

当資料の「6 ユーザ管理機能」において説明します。 

 

(2) 外国送金サービス 

外国送金サービスにおける、それぞれの操作の実行可否は、下表のとおりです。 

No. 業務種別 担当者権限 

ユーザ 

管理者権限 

ユーザ 分類  

1 依頼管理 依頼作成・修正 ○ ○ 

2 依頼照会 ○ ○ 

3 依頼承認 × ○ 

4 マスター管理 マスターデータ登録・変更 ○ ○ 
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2 初期設定方法 

本章では、住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスへの初めてログインする操作についてご説

明いたします。 

2.1 ID・パスワード方式ログイン 

(1) 住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスを初めてご利用になるお客さまは、住信

SBI ネット銀行 外貨送金サービスの ID/PW 入力画面において、[ユーザ ID]およ

び[パスワード]をご入力いただき、[ログイン]ボタンを押下してください。 

  

 

 

※ユーザ ID は、送付されたものをご入力ください。 

※ログインパスワード欄には、住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスご利用の 

お申し込み時にご記入いただいた「仮パスワード」をご入力ください。 

 

■画面上のボタンをクリックしても反応がない場合 

→もう一つ別に、住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスの画面を開いていませんか？ 

 …住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスは、複数画面でご利用いただくことはできません。 

他のウィンドウを閉じて、再度ボタンをクリックしてみてください。 

  

ログインパスワード欄は、入力文字によらず[●]に 

置き換えて表示されますので、大文字・小文字に 

注意してご入力ください。 
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(2) パスワード変更画面が表示されますので、ログインパスワードを変更してくださ

い。ログインパスワードを変更されませんと、サービスにログインすることはで

きません。 
 

ユーザ ID 送付されたものをご入力ください。 

ログイン 

パスワード 

初めて 

ログインされる場合 

住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスご利用のお申込み時に 

ご記入いただいた「仮パスワード」をご入力ください。 

2 回目以降の 

ログインの場合 

初回ログイン時に変更されたログインパスワードを 

入力してください。 

 

[新しいパスワード]、[新しいパスワード(再入力)]をご入力いただき、 

[パスワード変更]ボタンを押下してください。 

 
  

※パスワード変更の条件 

パスワード変更の際、下記の条件を満たしたパスワードを設定してください。 

条件を満たしていない場合は変更することができません。 

1 

前回および前々回設定していたパスワードと異なっていること。 

（本サービスは直近 2 世代前までのパスワードを記憶していますので、 

  2 世代前までに設定していたパスワードを使用することはできません。） 

2 パスワードの桁数が 6 桁以上 16 桁以下であること。 

3 ユーザ名と異なる文字列であること。 

4 半角英数字記号以外を入力しないこと。 

5 
英字と数字を混在させていること。なお、英字は大文字・小文字を 

区別しますので、注意してご入力ください。 
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(3) パスワード変更に成功すると、「初期画面」が表示されます。 

[お客様名]、[ユーザ ID]、[ユーザ名]が正しいことをご確認のうえ、 

サービスをご利用ください。 

これより以降、各サービスのご利用が可能となります。 

 
  

お申込み頂いたお客様名 

ログイン頂いたユーザ ID 

ユーザ ID が示すユーザ名 
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3 ワンタイムパスワード方式ログイン 

本サービスにログインする方法として、以下の２通りが可能です。 

いずれの方法で利用するかは、ユーザごとに任意で選択できます。 

A ログイン ID + ログインパスワード による認証 

B ログイン ID + ログインパスワード + ワンタイムパスワード による認証 

初期状態ではユーザ ID およびログインパスワードによるログイン（A）を行います。 

ユーザ ID およびログインパスワードによる認証のみで、そのままお使いいただくことも可能

ですが、本サービスではより安全なご利用のために、ログインワンタイムパスワード方式

(One-Time Password / OTP)によるログイン(B)についても可能としています。 

 

ワンタイムパスワードとは、 

第三者による本サービスの不正利用を防ぐための認証方式で、 

専用のアプリケーションソフトを使って生成される使い捨てパスワードです。 

 

ワンタイムパスワードは一度利用する、もしくは生成されてから一定時間を経過すると 

無効になり、万が一第三者がワンタイムパスワードを入手にしても不正利用はできませんので、第三者の「な

りすまし」といった不正利用の未然防止に役立ちます。 

 

※ワンタイムパスワード方式でログインを行うには、 

ご利用になるコンピュータ端末にワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトを 

インストールし、住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスのログイン画面より 

[利用開始登録]を行う必要があります。 

 

[利用開始登録]を行うと、ご利用のユーザ ID に対して、端末上のワンタイムパスワード生成

アプリケーションソフトが登録された状態となります。 

この登録された状態のユーザ ID でログインしようとする際には、ワンタイムパスワードを要

求する画面が表示され、ログインするためにはワンタイムパスワードの入力が必要となります。 
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3.1 ワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトのインストール 

本節では、ワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトの入手およびインストールに

ついて 

ご説明いたします。 

住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスでは、 

以下のワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトが利用可能です。 

 

(A) 「VIP Access Desktop」 

  ・・・ご利用のコンピュータ端末(パソコン)へ導入する形式 

(B) 
「VIP Access for Mobile」 

  ・・・スマートフォン、携帯電話を利用する形式 

 

ただし、本サービスではユーザ 1 名につき、 

1 種類のワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトのみ利用可能です。 

2 種類のワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトを併用することはできませんの

で、お客さまのご利用環境に合わせてご選択ください。 

 

また、既に他金融機関サービスや他サービスにおいて、 

上記アプリケーションソフトを導入されている場合は、再度導入する必要はありません。 

インストール済みのワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトを 

そのままご利用いただくことが可能です。 

■ VIP Access Desktop(Windows 版)のインストール方法 

 

VIP Access Desktop は、ご利用のコンピュータ端末にインストールするタイ

プのワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトです。 

以下の方法でアプリケーションソフトをご利用のコンピュータ端末に 

ダウンロードおよびインストールを行ってください。 
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(1) 以下の方法で、VIP Access Desktop のダウンロードサイトへアクセスしてください。 

ログイン画面より VIP Access のバナーを押下してください。 

 
 

URL は以下のものになります。 

 

 

 

Web ブラウザ(Microsoft Edge,Google Chrome) より、下記の URL(アドレス)にアク

セスしてください。 

https://vip.symantec.com/ 

 
 

 

 

https://vip.symantec.com/ 
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(2) ダウンロードを選択してください。 

 
 

 

(3) 「オプションの選択」が表示されるので、「Windows」を選択してください。 
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※実行ボタン押下後、パソコンへのダウンロードが始まります。 

しばらくお待ちください。しばらく待つと、画面下部にダウンロードのダイアログが表

示されますので、「実行」してください。 
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(4) ダウンロードが完了すると、VIP Access セットアップウィザード画面が立ち上がりま

すので[次へ(N)]ボタンをクリックしてください。 

 
 
 
 

(5) 「VIP Access をインストールすると、ライセンス契約の条件に同意したことになりま

す。」にチェックし、[次へ(N)]ボタンをクリックしてください。 
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(6) インストール場所を確認されますので、特に変更がない場合は 

   [次へ(N)]ボタンをクリックしてください。 

 

 

(7) [インストール(I)]ボタンをクリックしてください。 
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(8) インストールが行われますので、しばらくお待ちください。 

 

 

(9) [完了(F)]ボタンをクリックしてください。 
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(10) Windows の[スタートメニュー]＞[すべてのプログラム]より、 

「VIP Access」をクリックしてください。 

 

 

(11) VIP Access が起動します。 
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※VIP Access Desktop は、セキュリティベンダシマンテック社より提供されている無

償のワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトです。 

提供元より、事前の通知なく [VIP Access Desktop]のイントール方法等が変更され

る可能性があります。 

 

 

【VIP Access Desktop のインストールに際して】 

・インストールを行うにあたっては、Windows アカウントの管理者権限 

（Administrator 権限）が必要です。Windows アカウントの権限によって、 

アプリケーションのインストールが制限されている場合は、 

管理者権限でインストールを行ってください。 

・VIP Access Desktop の動作環境ならびに詳細な仕様については 

シマンテック社の WEB サイトをご参照ください。 
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■ VIP Access for Mobile (iOS 版)のインストール方法 

(1) App Store アプリを起動し、「検索」タブで「vip access」と入力して検索を行って

ください。 

 
 

     ※上図の例では、iPhone 用の「VIP Access for iPhone」が検索されています。 

(2) 上記で検索された Symantec 社製の VIP Access アプリ（製品名は変更される可能

性があります）の「入手」アイコンをタップし、アプリをインストールします。 

※アイコンは以下のようになります。 

 
     ※インストールが正常に終了すると、ホーム画面に VIP Access のアイコンが表示さ

れます。 
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(3) VIP Access アプリのアイコンをタップすると、VIP Access が起動します。 

（App Store アプリで「開く」アイコンをタップした場合も同様です） 

 
※このスクリーンショットは VIP Access for iOS ver3.0 のものです。 

VIP Access アプリのバージョンアップにより、予告なくデザインが変更される場

合があります。 
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■ VIP Access for Mobile (Android 版)のインストール方法 

(1) Play ストアアプリを起動し、「検索」タブで「vip access」と入力して検索を行って

ください。 

 
 

(2) 上記で検索された Symantec 社製の VIP Access アプリ（製品名は変更される可能

性があります）を選択します。 

 
  



 

【住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービス】ご利用マニュアル 初期設定／ユーザ管理編 

 

- 22 - 

7283-03 2020.08 

(3) 「インストール」アイコンをタップし、アプリをインストールします。 

 

※アイコンは以下の表示となります。 

 
(4) インストールが正常に終了すると、ホーム画面に VIP Access アプリのアイコンが表

示されます。 

 
(5) VIP Access アプリのアイコンをタップすると、VIP Access が起動します。（App 

Store アプリで「開く」アイコンをタップした場合も同様です） 
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■ VIP Access for Mobile 各部の名称と使い方 

  VIP Access for Mobile の各部について、主な項目を説明いたします。 

 
※VIP Access 提供元より、事前の通知なく、[VIP Access for Mobile]のイントール方法等が変

更される可能性があります。 
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3.2 ワンタイムパスワード利用開始登録 

本節では、ワンタイムパスワードを初めてご利用になる際の利用開始登録の操作について 

ご説明いたします。 

 

 

ID/PW 入力画面 

OTP 利用開始登録画面 

ユーザ ID・ログインパスワードを入力します 

OTP 認証画面 

トークン ID・ワンタイムパスワード１ 

・ワンタイムパスワード２を入力します 

引き続きご利用になる場合は、 

新たなワンタイムパスワードを入力します 

ご利用のユーザ ID に 

トークン ID を登録する 

手続きを行います。 

 

この手続きのことを 

「利用開始登録」と呼びます。 

 

利用開始登録では、 

ワンタイムパスワードを 

２種類入力する必要があります。 

利用開始登録が完了したら、 

そのままログイン手続きに 

移ります。 

ＳＴＥＰ１ 

ＳＴＥＰ2 
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(1) 住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスを初めてご利用になるお客さまは、住信 SBI

ネット銀行 外貨送金サービスの ID/PW 入力画面において、 

[ユーザ ID]および[パスワード]をご入力いただき、 

[OTP 利用開始登録]ボタンを押下してください。 

 

 

 

※ユーザ ID は、送付されたものをご入力ください。 

※ログインパスワード欄には、住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスご利用の 

お申し込み時にご記入いただいた「仮パスワード」をご入力ください。 

 

■画面上のボタンをクリックしても反応がない場合 

→もう一つ別に、住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスの画面を開いていませんか？ 

 …住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスは、複数画面でご利用いただくことはできません。 

他のウィンドウを閉じて、再度ボタンをクリックしてみてください。 

 

ログインパスワード欄は、入力文字によらず[●]に 

置き換えて表示されますので、大文字・小文字に 

注意してご入力ください。 
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(2) OTP 利用開始登録画面が表示されますので、インストール済の OTP 生成ソフトを起

動し、生成ソフトに表示されている「トークン ID」「ワンタイムパスワード」を OTP

利用開始登録画面の[トークン ID][OTP1]の欄に入力します。 

 

 

(3) 次に OTP 生成ソフト上で再度生成された「ワンタイムパスワード」を、 

画面の[OTP2]の欄に入力し、[OTP 利用開始登録]ボタンを押下します。 
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(4) 登録が正常に完了すると、OTP 認証画面が表示されます。 

[トークン ID]欄に、登録した OTP 生成ソフトの「トークン ID」が表示されているこ

とをご確認ください。 

 

 

(5) 引き続き、OTP 生成ソフト上で生成された、新たな「ワンタイムパスワード」を、 

OTP 認証画面の[OTP]の欄に入力し、[OTP ログイン]ボタンを押下します。 

 

 

※ワンタイムパスワードは一度使用すると無効となります。 

そのため、利用開始登録に使用したワンタイムパスワードを再度利用して 

ログインすることはできませんので、ご注意ください。 
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(6) 以下の場合は、パスワード変更画面が表示されますので、ログインパスワードを変更

してください。ログインパスワードを変更されませんと、サービスにログインするこ

とはできません。 

(a) 初めてサービスにログインする場合 

(b) ログインパスワードの有効期限(※)が切れている状態でログインする場合 

(c) 当社にてパスワード再設定等を行った後にログインする場合 

※ ログインパスワードの有効期限は、パスワードを設定してから 180 日(暦日)間です。 
 

ユーザ ID 送付されたものをご入力ください。 

ログイン 

パスワード 

初めて 

ログインされる場合 

住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスご利用のお申込み時に 

ご記入いただいた「仮パスワード」をご入力ください。 

2 回目以降の 

ログインの場合 

初回ログイン時に変更されたログインパスワードを 

入力してください。 

 

 

[新しいパスワード]、[新しいパスワード(再入力)]をご入力いただき、 

[パスワード変更]ボタンを押下してください。 

 
 

(7) パスワード変更に成功すると、「初期画面」が表示されます。 

  

※パスワード変更の条件 

パスワード変更の際、下記の条件を満たしたパスワードを設定してください。 

条件を満たしていない場合は変更することができません。 

1 

前回および前々回設定していたパスワードと異なっていること。 

（本サービスは直近 2 世代前までのパスワードを記憶していますので、 

  2 世代前までに設定していたパスワードを使用することはできません。） 

2 パスワードの桁数が 6 桁以上 16 桁以下であること。 

3 ユーザ名と異なる文字列であること。 

4 半角英数字記号以外を入力しないこと。 

5 
英字と数字を混在させていること。なお、英字は大文字・小文字を 

区別しますので、注意してご入力ください。 
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[お客様名]、[ユーザ ID]、[ユーザ名]が正しいことをご確認のうえ、サービスを 

ご利用ください。これより以降、各サービスのご利用が可能となります。 

 

お申込み頂いたお客様名 

ログイン頂いたユーザ ID 

ユーザ ID が示すユーザ名 
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3.3 ワンタイムパスワード利用開始登録に失敗した場合 

本節では、ワンタイムパスワードの利用開始登録に失敗した場合の操作について 

ご説明いたします。 

3.3.1 ユーザ ID・ログインパスワードによる認証に失敗した場合 

[ユーザ ID][ログインパスワード]に誤った値を入力した状態で[ログイン]ボタンを 

押下すると、エラーメッセージが表示されます。 

 [ユーザ ID][ログインパスワード]をご確認の上、再入力をお願いいたします。 

 

 

  
※ご注意 

ログインパスワード認証に所定回数連続して失敗されますと、 

そのユーザ ID は使用不能(ログインパスワードロック状態)となります。 

その場合は、ロック解除が必要となりますので、「6.ログインパスワード変更/ログイン 

パスワードロック解除」を参照ください。 

パスワードを入力する際は、大文字/小文字が正しく入力されていることを 

ご確認いただきますよう、お願いいたします。 

 

正しいログインパスワードを入力してもエラーとなる場合、 

テキストエディタ（メモ帳）などを開いて入力してみましょう。 

CAPS LOCK キーが有功になっていて、大文字・小文字が逆に 

入力されている場合があります。 
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3.3.2 トークン ID/ワンタイムパスワードの登録に失敗した場合 

[トークン ID] [OTP1] [OTP2]に誤った値を入力した状態で  

[OTP 利用開始登録]ボタンを押下すると、エラーメッセージが表示されます。 

入力内容をご確認のうえ、再入力をお願いいたします。 

 

 

 

[OTP1][OTP2]は、以下の条件を満たす必要があります。 

 

１ OTP1、OTP2 ともにワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトで生成されたワ

ンタイムパスワードであること。 

２ OTP1、OTP2 ともに有効なワンタイムパスワードであること。 

2.1)一度使用されたワンタイムパスワードは無効となります。 

2.2)ワンタイムパスワードは生成後 30 秒を経過すると無効となります。（※） 

３ 一度エラーとなった場合、OTP1、OTP2 ともに再入力をお願いいたします。 

 

※OTP1、OTP2 は連続して生成されたワンタイムパスワードであり、 

かつ[OTP 利用開始登録]ボタンを押下するタイミングは 

OTP2 の生成後 30 秒以内であることが必要です。 
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3.4 ワンタイムパスワード方式ログイン 

本節では、ワンタイムパスワード利用開始登録が完了している場合の 

ログインに関する操作についてご説明いたします。 

 

 

ID/PW 入力画面 
ユーザ ID・ログインパスワードを入力します 

OTP 認証画面 ワンタイムパスワードを入力します 

ＳＴＥＰ１ 

ＳＴＥＰ2 
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(1) ワンタイムパスワード利用開始登録がお済みのお客さまは、 

ID/PW 入力画面にて、[ユーザ ID][パスワード]をご入力いただき、[ログイン]ボタン

を押下してください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

ユーザ ID 送付されたものをご入力ください。 

ログイン 

パスワード 

初めて 

ログインされる場合 

住信SBIネット銀行 外貨送金サービスご利用のお申し込み

時に 

ご記入いただいた「仮パスワード」をご入力ください。 

2 回目以降の 

ログインの場合 

初回ログイン時に変更されたログインパスワードを 

入力してください。 

 

  

ID/PW 入力画面を Web ブラウザのお気に入りへ登録すると、 

正常に開くことができない場合がありますので、 

Web ブラウザのお気に入りへのこの画面の登録はご遠慮ください。 
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(2) ユーザ ID・ログインパスワードが正しく入力されている場合、 

登録済みのトークン ID とワンタイムパスワード入力欄が表示されます。 

利用開始登録済のワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトの 

「トークン ID」が表示されていることをご確認ください。 

  

 

(3) ワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトを起動し、 

表示されている「ワンタイムパスワード」を[OTP]欄に入力し、 

[OTP ログイン]ボタンを押下してください。 
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(4) 以下の場合は、パスワード変更画面が表示されますので、ログインパスワードを変更

してください。ログインパスワードを変更されませんと、サービスにログインするこ

とはできません。 

(a) 初めてサービスにログインする場合 

(b) ログインパスワードの有効期限(※)が切れている状態でログインする場合 

(c) ログインパスワードの再設定等を行った後にログインする場合 

※ログインパスワードの有効期限は、ログインパスワードを設定してから 180 日(暦日)間です。 

 

 [新しいパスワード]、[新しいパスワード(再入力)]をご入力いただき、 

[パスワード変更]ボタンを押下してください。 

 
 

 

 

 

  

※パスワード変更の条件 

パスワード変更の際、下記の条件を満たしたパスワードを設定してください。 

条件を満たしていない場合は変更することができません。 

1 

前回および前々回設定していたパスワードと異なっていること。 

（本サービスは直近 2 世代前までのパスワードを記憶していますので、 

  2 世代前までに設定していたパスワードを使用することはできません。） 

2 パスワードの桁数が 6 桁以上 16 桁以下であること。 

3 ユーザ名と異なる文字列であること。 

4 半角英数字記号以外を入力しないこと。 

5 
英字と数字を混在させていること。なお、英字は大文字・小文字を 

区別しますので、注意してご入力ください。 
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(5) パスワード変更に成功すると、「初期画面」が表示されます。 

[お客様名]、[ユーザ ID]、[ユーザ名]が正しいことをご確認のうえ、サービスを 

ご利用ください。これより以降、各サービスのご利用が可能となります。 

 

 

お申込み頂いたお客様名 

ログイン頂いたユーザ ID 

ユーザ ID が示すユーザ名 
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3.5 ログインに失敗した場合 

本節では、ログイン認証に失敗した場合についてご説明いたします。 

3.5.1 ユーザ ID・ログインパスワードによる認証に失敗した場合 

[ユーザ ID] [ログインパスワード]に誤った値を入力した状態で [ログイン]ボタンを

押下すると、エラーメッセージが表示されます。 

 [ユーザ ID] [ログインパスワード]をご確認の上、再入力をお願いいたします。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご注意 

ログインパスワード認証に所定回数連続して失敗されますと、そのユーザ ID は使用不

能(ログインパスワードロック状態)となります。 

その場合は、ロック解除が必要となりますので、「6.ログインパスワード変更/ 

ログインパスワードロック解除」を参照ください。 

パスワードを入力する際は、大文字/小文字が正しく入力されていることをご確認いた

だきますよう、お願いいたします。 

 

正しいログインパスワードを入力してもエラーとなる場合、 

テキストエディタ（メモ帳）などを開いて入力してみましょう。 

CAPS LOCK キーが有功になっていて、大文字・小文字が逆に 

入力されている場合があります。 
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3.5.2 ワンタイムパスワードによる認証に失敗した場合 

[OTP] に誤ったワンタイムパスワードや有効期限の切れたワンタイムパスワードを 

入力した状態で [OTP ログイン] ボタンを押下すると、エラーメッセージが表示され

ます。 

[トークン ID] 欄に表示されている文字列が、登録したワンタイムパスワード生成アプ

リケーションソフトの「トークン ID」と同じであることをご確認ください。 

また、「ワンタイムパスワード」を改めてご確認のうえ、再入力をお願いいたします。 

  

 

 
  

※ご注意 

ワンタイムパスワード認証に 10 回連続して失敗されますと、 

そのトークン ID は使用不能(ワンタイムパスワードロック状態)となります。 

ワンタイムパスワードロック状態になった場合は、 

ロック解除が必要となりますので、「7.ワンタイムパスワードロック解除/ 

ワンタイムパスワード無効化」を参照ください。 

ワンタイムパスワードを入力する際は、以下の点にご注意いただきますよう、 

お願いいたします。 

１ 一度使用したワンタイムパスワードおよび 

生成後 30 秒以上経過したワンタイムパスワードは無効となります。 

２ ご利用のコンピュータ端末側とワンタイムパスワード認証システム側における 

ワンタイムパスワードの生成回数にずれが生じますと、認証できない場合があります。 

この場合は、「FAQ」の操作を行ってください。 
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4 ログアウト方法 

本章では、サービスのログアウトの操作についてご説明いたします。 

 

4.1 ログアウト 

本節では、業務終了後にサービスからログアウトされる操作についてご説明いたします。 

(1) 画面右上の[ログアウト]ボタンを押下してください。 

※ ログアウトの際は、必ずログアウトボタンを押下のうえ、 

終了処理を行なってください。 

※ 画面右上の×ボタンで画面を閉じられますと、次回ログイン時に通常どおりログイン出来ない 

可能性があります。 

その際は、ログイン画面に[再ログイン]ボタンが表示されますので、 

[再ログイン]ボタンを押下し、ログインを行なってください。 
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(2) 下画面のとおり、ログアウトした旨のメッセージが表示され、サービスからの 

ログアウトが完了します。 

 
 

(3) ログアウトボタンを押下せずブラウザを終了した場合、次回ログイン時に 

前回正常にログアウト処理が行われなかった旨が表示されます。 

その際、ログイン画面上に「セッションを消去して強制ログインを行う」 

チェックボックスが表示されますので、チェックを付けた状態で 

サービスにログインしてください。 
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5 メール設定 

本章では、メール設定の操作についてご説明いたします。 

 

5.1 メール送信イベント設定 

本節では、メール送信対象イベントを設定する操作についてご説明いたします。 

メール送信を行う処理(イベント)ごとに、担当者に対してメールを送信するか否かを選択す

ることが可能です。尚、管理者に対しては全てのメールが送信されます。 

 

(1) メニュー画面より[メール送信設定管理]ボタンを押下し、 

メール送信設定管理画面を表示してください。 
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(2) メール送信されるイベントの一覧が表示されますので、送信イベントごとに 

「担当者の設定有無」欄の”担当者も設定する“チェック要否を選択してください。 

“担当者も設定する”にチェックを付けた場合は、対象イベントが発生した際に登録さ

れた管理者・担当者のメールアドレス宛てにメールが送信されます。 

“担当者も設定する”にチェックをはずした場合は、対象イベントが発生した際に担当

者に対してはメールが送信されません。（管理者宛にはメールが送信されます） 

 
 

(3) 設定変更後、[登録]ボタンを押下してください。 
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(4) メール送信イベントの登録・変更が完了すると、画面上部に 

「メール送信設定の登録が完了しました。」と表示されます。 

以上でメール送信イベントの登録・変更が完了となります。 
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6 ユーザ管理機能 

本章では、管理者権限ユーザがご自身の法人内の他のユーザに対して行うことができる機能に

ついてご説明いたします。 

本章で説明する機能は、以下に挙げる場合で、かつ管理者権限ユーザがログイン可能な場合、

管理者権限ユーザご自身で操作が可能です。この際、当社へのご連絡は不要です。 

ただし、管理者権限ユーザがログインできない状態にある場合、以下の操作は行うことができ

ませんので、当社へご連絡ください。 

 

① 担当者権限ユーザ・他の管理者権限ユーザがパスワードロックとなった場合 

② 担当者権限ユーザ・他の管理者権限ユーザがログインパスワードを失念した場合 

③ 担当者権限ユーザ・他の管理者権限ユーザがワンタイムパスワードロックとなった場合 

④ 担当者権限ユーザ・他の管理者権限ユーザがご利用端末を変更する場合 

 

6.1 ログインパスワードの変更（手動変更） 

本節では、お客さま任意でのログインパスワードの変更の操作についてご説明いたします。 

(1) パスワードを変更する場合は、画面上部にある[パスワード変更]ボタンを押下してく

ださい。 
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(2) パスワード変更画面にて、[現在のパスワード]、[新しいパスワード]、[新しいパスワ

ード(再入力)]をご入力いただき、[パスワード変更]ボタンを押下してください。 

 
 

 

 

 

 

パスワード欄は、入力文字によらず[●]に置き換えて表示されますので、 

大文字・小文字に注意してご入力ください。 

※パスワード変更の条件 

パスワード変更の際、下記の条件を満たしたパスワードを設定してください。 

条件を満たしていない場合は変更することができません。 

1 

前回および前々回設定していたパスワードと異なっていること。 

（本サービスは直近 2 世代前までのパスワードを記憶していますので、 

  2 世代前までに設定していたパスワードを使用することはできません。） 

2 パスワードの桁数が 6 桁以上 16 桁以下であること。 

3 ユーザ名と異なる文字列であること。 

4 半角英数字記号以外を入力しないこと。 

5 
英字と数字を混在させていること。なお、英字は大文字・小文字を 

区別しますので、注意してご入力ください。 
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(3) パスワード変更が正常に完了しますと、 

画面上部に「パスワードを変更しました。」と表示されます。 

 
 

6.2 パスワードの再発行 

ログインパスワードをお忘れになった場合は、「6 ユーザ管理機能」を参照し、管理者権限

ユーザがパスワードの再発行を行ってください。管理者権限ユーザがログインできない場合

は、当社にご連絡ください。 

 

6.3 ログインパスワードロックの解除 

ログイン時にログインパスワード認証を所定回数連続して間違えられますと、ログインパス

ワードがロックされます。この状態になりますと、以後パスワードを正しく入力されてもロ

グインすることができません。 

ログインパスワードロック状態となった場合は、「6 ユーザ管理機能」を参照し、管理者権

限ユーザがログインパスワードのロック解除を行ってください。管理者権限ユーザがログイ

ンできない場合は、当社にご連絡ください。  
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6.4 セッションタイムアウト 

住信 SBI ネット銀行 外貨送金サービスでは、サービスにログインされた状態で 

何もオペレーション（画面上のボタンのクリック）を行わずに 30 分が経過しますと 

セッションが無効となります。 

セッションが無効になった状態で画面上のボタンを押下すると 

ログアウト画面（セッションタイムアウト画面）が表示され、自動的にログアウトします。 

 

これは、ご利用者がサービスにログインしたまま長時間コンピュータ端末から離れた場合、

第 3 者にその端末を不正に使用されることを防ぐための仕組みです。 

 

再度サービスをご利用いただく場合は、ログイン画面よりユーザ ID・パスワードを 

ご入力のうえ、「セッションを消去して強制ログインを行う」にチェックを入れて、 

ログインボタンを押下し、サービスに再ログインしてください。 
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6.5 ログインパスワード変更/ログインパスワードロック解除 

本節では、ログインパスワードの変更、およびログインパスワードロック解除の操作について

ご説明いたします。 

 

6.5.1 ログインパスワードロック状態の確認 

(1)  メニュー画面より[パスワードロック解除]ボタンを押下し、 

パスワードロック解除ユーザ一覧画面を表示してください。 
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(2) ログインパスワードロック欄に「ロック」と表示されているユーザが、ログインパス

ワードロック状態のユーザとなります。 

ログインパスワードロックの解除、およびログインパスワードの変更については、

[6.1.2 ログインパスワードの変更][6.1.3 ログインパスワードロックの解除]を参

照してください。 
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6.5.2 ログインパスワードの変更 

本節では、ログインパスワード変更の操作についてご説明いたします。 

ログインパスワードロック状態のユーザに対して、ログインパスワード変更を行うと、ログ

インパスワードロックは解除されます。 

 

(1) パスワードロック解除ユーザ一覧画面から、ログインパスワードを変更するユーザの

ユーザ ID を押下してください。 
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(2) パスワードロック解除ユーザ設定画面が表示されますので、[パスワード再設定]ボタ

ンを押下してください。 

 
 

(3) ログインパスワード欄が入力可能となりますので、新しいパスワードを入力し、[パ

スワード保存]ボタンを押下してください。 

入力したパスワードは仮のパスワードとなります。パスワードを変更されたユーザが

ログインする際に、パスワード変更が必要となりますので、ご注意ください。 
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(4) 画面上部に「パスワードを保存しました」と表示されることを確認してください。 

 [戻る]ボタンを押下し、パスワードロック解除ユーザ一覧画面を表示してください。 

 
 

(5) ログインパスワードを変更したユーザのログインパスワード変更日欄が 

「当日」に変更され、かつログインパスワードロック欄が「空欄」に 

なっていることを確認してください。 
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(6) ログインパスワードを変更したユーザがログインを行うと、ログインパスワード変更

が必要となりますので、ログインパスワードを変更し、ログインを行ってください。 

以上で、ログインパスワードの変更は完了となります。 
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6.5.3 ログインパスワードロックの解除 

本節では、ログインパスワードロック解除の操作についてご説明いたします。 

 

(1) パスワードロック解除ユーザ一覧画面から、ログインパスワードロックを解除するユ

ーザのユーザ ID を押下してください。 

 
 

(2) パスワードロック解除ユーザ設定画面が表示されますので、[ロック解除]ボタンを押

下してください。 
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(3) 画面上部に「ロックを解除しました」と表示されることを確認してください。 

続いて、[戻る]ボタンを押下し、パスワードロック解除ユーザ一覧画面を表示してく

ださい。 

 
 

(4) ログインパスワードロックを解除したユーザのログインパスワードロック欄が 

「空欄」になっていることを確認してください。 

以上で、ログインパスワードロックの解除は完了となります。 
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6.6 ワンタイムパスワードロック解除/ワンタイムパスワード無効化 

本節では、ワンタイムパスワードロック解除およびワンタイムパスワード生成アプリケーショ

ンソフトをインストールした端末を変更する際のワンタイムパスワード無効化の操作につい

てご説明いたします。 

 

6.6.1 ワンタイムパスワードロック状態の解除 

本節では、ワンタイムパスワードロック解除の操作についてご説明いたします。 

 

(1) メニュー画面より[パスワードロック解除]ボタンを押下し、 

パスワードロック解除ユーザ一覧画面を表示してください。 

 

 

(2) ワンタイムパスワードステータス欄に「ロック」と表示されているユーザが、ワンタ

イムパスワードロック状態のユーザとなります。 
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(3) パスワードロック解除ユーザ一覧画面から、ワンタイムパスワードロックを解除する

ユーザのユーザ ID を押下してください。 

 

 

(4) パスワードロック解除ユーザ設定画面が表示されますので、ワンタイムパスワード欄

の[ロック解除]ボタンを押下してください。 
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(5) 画面上部に「トークンステータスのロック解除が完了しました」と表示されることを

確認してください。 

続いて、[戻る]ボタンを押下し、パスワードロック解除ユーザ一覧画面を表示してく

ださい。 

 

 

(6) ワンタイムパスワードロックを解除したユーザのワンタイムパスワードロック欄が

「空欄」になっていることを確認してください。 

以上で、ワンタイムパスワードロックの解除は完了となります。 
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6.6.2 ワンタイムパスワードの無効化 

本節では、ワンタイムパスワード無効化の操作についてご説明いたします。 

 

(1) メニュー画面より[パスワードロック解除]ボタンを押下し、 

パスワードロック解除ユーザ一覧画面を表示してください。 

 

 

(2) ワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトをインストールした端末を変更

するユーザのユーザ ID を押下してください。 
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(3) パスワードロック解除ユーザ設定画面が表示されますので、ワンタイムパスワード欄

の[無効]ボタンを押下してください。 

 

 

 

 

(4) 画面上部に「トークンステータスの無効化が完了しました。」と表示されることを 

確認してください。 

以上で、ワンタイムパスワードの無効化は完了となります。 
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6.7 依頼承認パスワード変更/依頼承認パスワードロック解除 

本節では、依頼承認パスワード変更および依頼承認パスワードロック解除の操作についてご説

明いたします。 

 

6.7.1 依頼承認パスワードの変更 

本節では、依頼承認パスワード変更の操作についてご説明いたします。 

依頼承認パスワードロック状態のユーザに対して、依頼承認パスワード変更を行うと、依頼

承認パスワードロックは解除されます。 

(1) メニュー画面より[法人ユーザ管理]ボタンを押下し、事業法人ユーザ管理画面を表示

してください。 

 
 

(2) 依頼承認パスワードを変更したいユーザのユーザ ID を押下してください。 
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(3) 事業法人ユーザ登録画面が表示されますので、[パスワード再設定]ボタンを押下して

ください。 

 
 

(4) 依頼承認パスワード欄が入力可能となりますので、新しいパスワードを入力し、[パ

スワード保存]ボタンを押下してください。 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

※依頼承認パスワード設定の条件 

依頼承認パスワード保存の際、下記の条件を満たしたパスワードを設定してくだ

さい。 

条件を満たしていない場合は保存することができません。 

1 依頼承認パスワードの桁数が 6 桁以上 16 桁以下であること。 

2 
英字と数字を混在させていること。なお、英字は大文字・小文字を 

区別しますので、注意してご入力ください。 
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6.7.2 依頼承認パスワードロックの解除 

本節では、依頼承認パスワードロック解除の操作についてご説明いたします。 

 

(1) メニュー画面より[法人ユーザ管理]ボタンを押下し、事業法人ユーザ管理画面を表示

してください。 

 
 

(2) 依頼承認パスワードロックを解除したいユーザのユーザ ID を押下してください。 
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(3) 事業法人ユーザ登録画面が表示されますので、[ロック解除]ボタンを押下してくださ

い。 

 

 
 

(4) 画面上部に「ロックを解除しました」と表示されることを確認してください。 
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6.8 ユーザ情報の登録 

本節では、ユーザ情報の登録についてご説明いたします。本機能は管理者ユーザのみがご利

用可能です。 

 

6.8.1 ユーザ情報の登録 

(1) メニュー画面より、[法人ユーザ管理]ボタンを押下し、 

事業法人ユーザ管理画面を表示してください。 

 
 

(2) [新規追加]ボタンを押下し、事業法人ユーザ登録画面を表示してください。 
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(3) [ユーザ名] [有効/無効] [メールアドレス]を全て入力してください。 

[管理者] チェックボックスは管理者として登録する場合のみチェックしてください。 

[登録]ボタンを押下すると確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下す

ると新規ユーザが登録されます。 

 

 

 

 

 

 

  

※ユーザ新規追加時の注意点 

・ユーザ情報登録後、全所属ユーザ宛に新規ユーザ登録完了のお知らせメールが送信されます。 

・ユーザ情報登録後、パスワードの設定が必要となります。管理者ユーザを追加した場合は、 

依頼承認パスワードの設定も必要となります。 

・新規ユーザ登録完了のお知らせメールではパスワードは通知されません。 

管理者ユーザから新規追加ユーザへパスワードを通知してください。 
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6.8.2 パスワードの設定 

(1) ユーザ登録完了後、パスワード設定が必要になります。 

パスワードの [パスワード再設定]ボタンを押下します。 

 
 

(2) [パスワード再設定]ボタンを押下すると、パスワード欄が入力可能となり 

「パスワード保存」ボタンが押下可能になります。 
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(3) パスワード欄に設定したいログインパスワードを入力し、[パスワード保存]ボタンを

押下してください。確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下すると

パスワードが設定されます。 

入力したパスワードは仮のパスワードとなります。パスワードを設定されたユーザが

ログインする際に、パスワード変更が必要となりますので、ご注意ください。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

※パスワード設定の条件 

パスワード保存の際、下記の条件を満たしたパスワードを設定してください。 

条件を満たしていない場合は保存することができません。 

1 パスワードの桁数が 6 桁以上 16 桁以下であること。 

2 ユーザ名と異なる文字列であること。 

3 半角英数字記号以外を入力しないこと。 

4 
英字と数字を混在させていること。なお、英字は大文字・小文字を 

区別しますので、注意してご入力ください。 
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6.8.3 依頼承認パスワードの設定 

本節では、管理者ユーザを新規追加した場合に行う依頼承認パスワードを設定する操作に

ついてご説明いたします。 

(1) 依頼承認パスワードの[パスワード再設定]ボタンを押下します。 

 
 

(2) [パスワード再設定]ボタンを押下すると、依頼承認パスワード欄が入力可能となり 

「パスワード保存」ボタンが押下可能になります。 

依頼承認パスワード欄に依頼承認パスワードを入力し、[パスワード保存]ボタンを押

下してください。確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下すると依頼

承認パスワードが再設定されます。 

 

 
 

 

  

※依頼承認パスワード設定の条件 

依頼承認パスワード保存の際、下記の条件を満たしたパスワードを設定してくだ

さい。 

条件を満たしていない場合は保存することができません。 

1 依頼承認パスワードの桁数が 6 桁以上 16 桁以下であること。 

2 半角英数字以外を入力しないこと。 

3 
英字と数字を混在させていること。なお、英字は大文字・小文字を 

区別しますので、注意してご入力ください。 
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6.9 ユーザ情報の削除 

本節では、OTP パスワードの無効化・ユーザ情報の削除についてご説明いたします。本機能

は管理者ユーザのみがご利用可能です。 

 

6.9.1 ワンタイムパスワードの無効化 

ユーザ情報を削除するにあたり、削除したいユーザがワンタイムパスワードを使用していた

場合、ユーザ情報の削除をする前にワンタイムパスワードの無効化をする必要がございます。 

 

(1) メニュー画面より、[法人ユーザ管理]ボタンを押下し、 

事業法人ユーザ管理画面を表示してください。 
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(2) OTP トークンの無効化を行いたいユーザのユーザ ID を押下してください。 

 
 

(3) 事業法人ユーザ登録画面が表示されますので、 

OTP トークンの[無効化]ボタンを押下すると確認メッセージが表示されますので、 

[OK]ボタンを押下すると OTP トークンが無効化されます。 
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6.9.2 ユーザ情報の削除 

(1) メニュー画面より、[法人ユーザ管理]ボタンを押下し、 

事業法人ユーザ管理画面を表示してください。 

 
 

(2) ユーザ情報の削除を行いたいユーザのユーザ ID を押下してください。 
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(3) [有効/無効] のラジオボタンの[無効]を選択し、[登録] ボタンを押下すると 

確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下するとユーザが無効化され

ます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  ※ユーザ削除時の注意点 

本手順で削除(無効で登録)されたユーザには外貨送金サービスからのメールが送

信されなくなりますので、ご注意ください。 
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6.10 ユーザ情報の変更 

本節では、ユーザ情報の変更についてご説明いたします。本機能は管理者ユーザのみがご利

用可能です。 

6.10.1 ユーザ情報の設定変更 

ユーザ情報の設定変更についてご説明いたします。 

(1) メニュー画面より、[法人ユーザ管理]ボタンを押下し、 

事業法人ユーザ管理画面を表示してください。 

 
 

(2) ユーザ情報の設定変更を行いたいユーザのユーザ ID を押下してください。 
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(3) 変更したい箇所を入力し、[登録]ボタンを押下すると 

確認メッセージが表示されますので、 [OK]ボタンを押下すると変更したユーザ情報

が登録されます。 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

※ユーザ情報変更時の注意点 

・ユーザのメールアドレスを変更した場合、メールアドレス変更完了のメールが 

変更前後のメールアドレスそれぞれに送付されます。 

・権限を担当者から管理者に変更した場合、6.10.3 依頼承認パスワードの再設定 

 を参照し [依頼承認パスワード]を設定してください。 
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6.10.2 パスワードの再設定 

本節では、パスワードの再設定についてご説明いたします。 

 

(1) メニュー画面より、[法人ユーザ管理]ボタンを押下し、 

事業法人ユーザ管理画面を表示してください。 

 
 

(2) パスワードの再設定を行いたいユーザのユーザ ID を押下してください。 
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(3) パスワードの [パスワード再設定]ボタンを押下します。 

 
 

 

(4) [パスワード再設定]ボタンを押下すると、パスワード欄が入力可能となり 

「パスワード保存」ボタンが押下可能になります。 
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(5) パスワード欄に再設定したいログインパスワードを入力し、 

[パスワード保存]ボタンを押下してください。 

確認メッセージが表示されますので、 

[OK]ボタンを押下するとパスワードが再設定されます。 
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6.10.3 依頼承認パスワードの再設定 

本節では、依頼承認パスワードの再設定についてご説明いたします。 

 

(1) メニュー画面より、[法人ユーザ管理]ボタンを押下し、 

事業法人ユーザ管理画面を表示してください。 

 
 

(2) 依頼承認パスワードの再設定を行いたいユーザのユーザ ID を押下してください。 
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(3) [パスワード再設定]ボタンを押下すると、依頼承認パスワード欄が入力可能となり 

「パスワード保存」ボタンが押下可能になります。 

依頼承認パスワード欄に再設定したい依頼承認パスワードを入力し、[パスワード保

存]ボタンを押下してください。 

確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下すると依頼承認パスワード

が再設定されます。 

 

 
 

6.10.4 削除したユーザの有効化 

削除したユーザを有効化する操作についてご説明いたします。 

(1) メニュー画面より、[法人ユーザ管理]ボタンを押下し、 

事業法人ユーザ管理画面を表示してください。 
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(2) 抽出条件で[無効]を選択し抽出ボタンを押下します。有効化を行いたいユーザのユー

ザ ID を押下してください。 

 
 

(3) [有効/無効] のラジオボタンの[有効]を選択し、[登録] ボタンを押下すると 

確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押下するとユーザが有効化され

ます。 

 

 

 

 

 


