
1.

初期設定（マスターユーザの場合）

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくためには、ログインID・電子証明書を取得していただきます。 

お申込後、「法人JAネットバンクのご利用登録完了について」が届きましたら、「法人JAネットバンクサービス」をご利用いた

だくことができます。

最初に代表口座情報、ログインIDと各パスワードの登録を行っていただきます。 

ご利用の前に「法人JAネットバンク利用申込書（お客様控）（以下、申込書（控））」をお手元にご用意ください。

また、「法人JAネットバンクのご利用登録完了について」もお手元にご用意ください。 

ログインID取得

「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをクリックしてくださ

い。 
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2.

［電子証明書発行］ボタンをクリックした場合、次に表示される「証明書取得認証」画面でも［ログインID取得］ボタンをク

リックすることで、ログインIDの取得を行うことができます。 

「ログイン」画面が表示されます。

［ログインID取得］ボタンをクリックしてください。 
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1.

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 

ログインパスワードは、必ず大文字でご入力ください。（「法人JAネットバンク利用申込書」（お客様控え）に小文字でご

記入の場合でも必ず大文字でご入力ください。）

確認用パスワードは、「法人JAネットバンクのご利用登録完了について」の管理番号を入力してください。（管理番号は先

頭2桁が英字、以降は数字ですのでご注意ください。）

支店番号は、「法人JAネットバンクのご利用登録完了について」の店舗番号を入力してください。 

サービス開始登録

「口座情報登録」画面が表示されます。

お届けいただいた代表口座の支店番号、科目、口座番号と、ログインパスワード、確認用パスワードを入力し、［次へ］

ボタンをクリックしてください。 
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※ログインID取得は、「サービスご利用開始日」以降に行うことができます。 
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2.

ログインIDは、お客様が任意の文字列をお決めいただいて入力してください。

・半角英数字6文字以上12文字以内で入力してください。

・英字は大文字と小文字を区別します。

・入力されたログインIDがすでに他のお客様により登録されている場合、新たに登録できません。

・再発行はできませんので大切に管理願います。

ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードはそれぞれ異なる文字列を入力してください。

また、英字のみ、数字のみを入力することはできません。（英数字混在必須） 

「サービス開始登録」画面が表示されます。

ユーザ名、メールアドレス、ログインID、新しいログインパスワード、新しい確認用パスワードを入力し、［次へ］ボタンを

クリックしてください。 
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3.

4.

「サービス開始登録確認」画面が表示されます。

内容をご確認後、［登録］ボタンをクリックしてください。 

「サービス開始登録結果」画面が表示されます。

ご確認後、［電子証明書発行へ］ボタンをクリックしてください。 
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「証明書発行確認」画面が表示されますので、引き続き、『電子証明書取得』を行ってください。

Google ChromeまたはMicrosoft Edge(Chromium版）からご利用の場合は、［電子証明書発行へ］ボタンは表示されません。

［ログインへ］ボタンから「ログイン」画面に戻り、［電子証明書発行］ボタンをクリックし、引き続き、『電子証明書取得』を行ってく

ださい。 
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1.

初期設定（マスターユーザの場合）

「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくためには、ログインID・電子証明書を取得していただきます。 

「法人JAネットバンクサービス」をはじめてご利用のお客様は、「電子証明書発行」を行う前に、必ず「ログインID取得」を行っ

てください。 

電子証明書取得

「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをクリックしてくださ

い。 
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2. 「ログイン」画面が表示されます。

［電子証明書発行］ボタンをクリックしてください。
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3.

4.

（1） 『法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ セットアップ』という表題のダイアログが表示されます。

［次へ］ボタンをクリックしてください。

（2） 「インストール先選択（変更）」画面が表示されます。

インストール先を指定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

（ご指定がない場合は、変更する必要はありません。）

（3） 「法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ」がインストールされますので、［完了］ボタンをクリックしてください。

「証明書取得認証」画面が表示されます。

［証明書発行アプリのダウンロード］ボタンをクリックし、「証明書発行アプリ」をダウンロードします。 

「証明書発行アプリ」のインストールを行います。
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5.

6.

7.

（ご参考） ご利用のPC環境にてプロキシでの認証を実施されている場合、アプリ起動時に、以下の画面が表示され

ます。

ユーザ名、パスワードを入力し、認証を完了してください。

※プロキシでの認証を採用していない場合は、表示されません。

インストール完了後、Windowsのスタートボタンをクリックのうえ、手順[4.]でインストールした「法人ＪＡネットバンク証明

書発行アプリ」を起動してください。

（「法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ」フォルダを選択のうえ、「法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ」をクリックし

てください。）

起動後、「証明書取得 ＪＡ選択」画面が表示されます。

都道府県名・ご利用JAを選択し、［選択］ボタンをクリックしてください。 

「証明書取得」画面が表示されます。

［証明書発行］ボタンをクリックください。 

17 / 408 ページ



8.

9.

「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

「証明書取得 認証」画面が表示されます。

ログインIDおよびログインパスワードを入力し、［認証して発行］ボタンをクリックしてください。

「証明書取得 結果」画面が表示されます。

ご確認後、［閉じる］ボタンをクリックしてください。 
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1.

初期設定（マスターユーザの場合）

［ログイン］ボタンをクリックしてください。Windowsセキュリティのポップアップに表示される証明書情報を確認のうえ、

［OK］ボタンをクリックしてください。

※電子証明書方式は、お客様にご登録いただいたログインパスワードと、パソコンにインストールしていただいた電子

証明書によって、ご本人の確認を行います。

※認証局の不具合等が発生し、電子証明書方式にてログインできない場合は、ご利用のJAまでお問い合わせくださ

い。

初回ログイン（パソコン画面から）

「ログイン」画面が表示されます。 
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「ログイン」画面が表示されますので、ログインパスワードを入力し、［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

ログインパスワードは、ログインID取得時に入力していただいた文字列を入力してください。

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 

20 / 408 ページ



2.

スマートフォンのメールアドレス、利用開始パスワードを入力し、［トークン発行］ボタンをクリックしてください。

※登録するメールアドレスにアプリのダウンロード用URLを送信いたしますので、「otp-auth.net」からのメールが受信で

きるようにスマートフォンのメール受信設定を変更してください。

※利用開始パスワードは、「ワンタイムパスワードアプリの初期設定」を行う際に必要となりますので、お客様ご自身で指

定いただき、必ずメモをお取りください。

引き続き、『はじめてご利用のお客様』へお進みください。

すでにワンタイムパスワードをご利用のお客様は、『すでにご利用のお客様』へお進みください。

「ワンタイムパスワードトークン発行」画面が表示されます。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[3.]へお進みください。
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3.

「ワンタイムパスワード認証確認」画面が表示されますので、ワンタイムパスワードを入力し、［認証確認］ボタンをクリッ

クしてください。

「ログイン時お知らせ」画面が表示されます。

ご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[4.]へお進みください。
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4. 「トップページ」画面が表示されます。

「トップページ」画面からは、過去3回のログイン履歴や当JAからのお知らせを確認することができます。
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1.

認証局の不具合等が発生し、電子証明書方式にてログインできない場合は、ご利用のJAまでお問い合わせください。ご

連絡のうえ、ID・パスワード方式をご利用いただきます。 

ID・パスワード方式によるログインは、認証局の不具合等の場合に限ります。

通常時は、電子証明書方式によるログインが必須となります。

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 

ID・パスワード方式によるログインが必要な場合

ログイン画面が表示されますので、登録した「ログインID」「ログインパスワード」を入力して、［ログイン］ボタンをクリッ

クしてください。
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1.

2.

初期設定（マスターユーザの場合）

スマートフォンへのログインはあらかじめスマートフォンを「利用する」権限が必要です。

・ワンタイムパスワードサービス スマートフォンアプリケーション利用可能端末は以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/onetimepasswd_smartphone.asp

・ご利用可能なOSとブラウザの組合せは以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/smartphone.asp

ログインIDおよび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およびログインパスワードは、ログインID取得時に入力していただいた文字列を入力してください。

初回ログイン（スマートフォン画面から）

スマートフォンより「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンを

タップしてください。

「ログイン」画面が表示されます。 
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3.

スマートフォンのメールアドレス、利用開始パスワードを入力し、［トークンの発行］ボタンをタップしてください。

※登録するメールアドレスにアプリのダウンロード用URLを送信いたしますので、「otp-auth.net」からのメールが受信で

きるようにスマートフォンのメール受信設定を変更してください。

※利用開始パスワードは、「ワンタイムパスワードアプリの初期設定」を行う際に必要となりますので、お客様ご自身で指

定いただき、必ずメモをお取りください。

引き続き、『はじめてご利用のお客様』へお進みください。

すでにワンタイムパスワードをご利用のお客様は、『すでにご利用のお客様』へお進みください。

「ワンタイムパスワードトークン発行」画面が表示されます。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[4.]へお進みください。
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4.

5.

「ワンタイムパスワード認証確認」画面が表示されますので、ワンタイムパスワードを入力し、［認証確認］ボタンをタッ

プしてください。 

「ログイン時お知らせ」画面が表示されます。

ご確認後、［次へ］ボタンをタップしてください。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[5.]へお進みください。

「トップページ」画面が表示されます。

「トップページ」画面からは、前回のログイン履歴を確認することができます。 
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1.

初期設定（マスターユーザの場合）

ログイン

「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをクリックしてくださ

い。 
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2.

［ログイン］ボタンをクリックしてください。Windowsセキュリティのポップアップに表示される証明書情報を確認のうえ、

［OK］ボタンをクリックしてください。

※電子証明書方式は、お客様にご登録いただいたログインパスワードと、パソコンにインストールしていただいた電子

証明書によって、ご本人の確認を行います。

※認証局の不具合等が発生し、電子証明書方式にてログインできない場合は、ご利用のJAまでお問い合わせくださ

い。

ご連絡のうえ、ID・パスワード方式をご利用いただけます。

こちらをご参照ください。

『ID・パスワード方式によるログインが必要な場合』

「ログイン」画面が表示されます。 
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3.

「ログイン」画面が表示されますので、ログインパスワードを入力し、［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 

「ログイン時お知らせ」画面が表示されます。

ご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[4.]へお進みください。
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4. 「トップページ」画面が表示されます。

「トップページ」画面からは、過去3回のログイン履歴や当JAからのお知らせを確認することができます。
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1.

初期設定（管理者ユーザ・一般ユーザの場合）

管理者ユーザおよび一般ユーザが「法人JAネットバンクサービス」をご利用いただくためには、電子証明書を取得していただ

きます。 

電子証明書取得

「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをクリックしてくださ

い。 
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2. 「ログイン」画面が表示されます。

［電子証明書発行］ボタンをクリックしてください。
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3.

4.

（1） 『法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ セットアップ』という表題のダイアログが表示されます。

［次へ］ボタンをクリックしてください。

（2） 「インストール先選択（変更）」画面が表示されます。

インストール先を指定し、［次へ］ボタンをクリックしてください。

（ご指定がない場合は、変更する必要はありません。）

（3） 「法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ」がインストールされますので、［完了］ボタンをクリックしてください。

「証明書取得認証」画面が表示されます。

［証明書発行アプリのダウンロード］ボタンをクリックし、「証明書発行アプリ」をダウンロードします。 

「証明書発行アプリ」のインストールを行います。
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5.

6.

7.

（ご参考） ご利用のPC環境にてプロキシでの認証を実施されている場合、アプリ起動時に、以下の画面が表示され

ます。

ユーザ名、パスワードを入力し、認証を完了してください。

※プロキシでの認証を採用していない場合は、表示されません。

インストール完了後、Windowsのスタートボタンをクリックのうえ、手順[4.]でインストールした「法人ＪＡネットバンク証明

書発行アプリ」を起動してください。

（「法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ」フォルダを選択のうえ、「法人ＪＡネットバンク証明書発行アプリ」をクリックし

てください。）

起動後、「証明書取得 ＪＡ選択」画面が表示されます。

都道府県名・ご利用JAを選択し、［選択］ボタンをクリックしてください。 

「証明書取得」画面が表示されます。

［証明書発行］ボタンをクリックください。 
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8.

9.

「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

「証明書取得 認証」画面が表示されます。

ログインIDおよびログインパスワードを入力し、［認証して発行］ボタンをクリックしてください。

「証明書取得 結果」画面が表示されます。

ご確認後、［閉じる］ボタンをクリックしてください。 
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1.

初期設定（管理者ユーザ・一般ユーザの場合）

［ログイン］ボタンをクリックしてください。Windowsセキュリティのポップアップに表示される証明書情報を確認のうえ、

［OK］ボタンをクリックしてください。

※電子証明書方式は、お客様にご登録いただいたログインパスワードと、パソコンにインストールしていただいた電子

証明書によって、ご本人の確認を行います。

※認証局の不具合等が発生し、電子証明書方式にてログインできない場合は、ご利用のJAまでお問い合わせくださ

い。

初回ログイン（パソコン画面から）

「ログイン」画面が表示されます。 
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「ログイン」画面が表示されますので、ログインパスワードを入力し、［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

ログインパスワードは、マスターユーザまたは管理者ユーザから付与された文字列を入力してください。

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 
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2.

スマートフォンのメールアドレス、利用開始パスワードを入力し、［トークン発行］ボタンをクリックしてください。

※登録するメールアドレスにアプリのダウンロード用URLを送信いたしますので、「otp-auth.net」からのメールが受信で

きるようにスマートフォンのメール受信設定を変更してください。

※利用開始パスワードは、「ワンタイムパスワードアプリの初期設定」を行う際に必要となりますので、お客様ご自身で指

定いただき、必ずメモをお取りください。

引き続き、『はじめてご利用のお客様』へお進みください。

すでにワンタイムパスワードをご利用のお客様は、『すでにご利用のお客様』へお進みください。

「ワンタイムパスワードトークン発行」画面が表示されます。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[3.]へお進みください。
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3.

「ワンタイムパスワード認証確認」画面が表示されますので、ワンタイムパスワードを入力し、［認証確認］ボタンをクリッ

クしてください。 

「ログイン時お知らせ」画面が表示されます。

ご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[4.]へお進みください。 
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4.

新しいログインパスワードおよび新しい確認用パスワードは、お客様が任意の文字列をお決めいただいて入力してくださ

い。

・半角英数字6文字以上12文字以内で入力してください。

・英字は大文字と小文字を区別します。

・ログインパスワード、確認用パスワードはそれぞれ異なる文字列を入力してください。 

「パスワード強制変更」画面が表示されます。

現在のパスワードおよび新しいパスワードを入力し、［実行］ボタンをクリックしてください。 
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5.

6.

「パスワード変更結果」画面が表示されます。

ご確認後、［確認］ボタンをクリックしてください。 

「トップページ」画面が表示されます。

「トップページ」画面からは、過去3回のログイン履歴や当JAからのお知らせを確認することができます。 
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1.

認証局の不具合等が発生し、電子証明書方式にてログインできない場合は、ご利用のJAまでお問い合わせください。ご

連絡のうえ、ID・パスワード方式をご利用いただきます。 

ID・パスワード方式によるログインは、認証局の不具合等の場合に限ります。

通常時は、電子証明書方式によるログインが必須となります。

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 

ID・パスワード方式によるログインが必要な場合

ログイン画面が表示されますので、登録した「ログインID」「ログインパスワード」を入力して、［ログイン］ボタンをクリッ

クしてください。
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1.

2.

初期設定（管理者ユーザ・一般ユーザの場合）

・ワンタイムパスワードサービス スマートフォンアプリケーション利用可能端末は以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/onetimepasswd_smartphone.asp

・ご利用可能なOSとブラウザの組合せは以下の通りです。

http://www.dokodemobank.ne.jp/co/anserbizsol/environment/smartphone.asp

ログインIDおよび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およびログインパスワードは、マスターユーザまたは管理者ユーザから付与された文字列を入力してください。

初回ログイン（スマートフォン画面から）

スマートフォンより「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンを

タップしてください。

「ログイン」画面が表示されます。 
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3.

スマートフォンのメールアドレス、利用開始パスワードを入力し、［トークンの発行］ボタンをタップしてください。 

※登録するメールアドレスにアプリのダウンロード用URLを送信いたしますので、「otp-auth.net」からのメールが受信で

きるようにスマートフォンのメール受信設定を変更してください。

※利用開始パスワードは、「ワンタイムパスワードアプリの初期設定」を行う際に必要となりますので、お客様ご自身で指

定いただき、必ずメモをお取りください。 

引き続き、『はじめてご利用のお客様』へお進みください。

すでにワンタイムパスワードをご利用のお客様は、『すでにご利用のお客様』へお進みください。

「ワンタイムパスワードトークン発行」画面が表示されます。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[4.]へお進みください。 
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4.

「ワンタイムパスワード認証確認」画面が表示されますので、ワンタイムパスワードを入力し、［認証確認］ボタンをタッ

プしてください。 

「ログイン時お知らせ」画面が表示されます。

ご確認後、［次へ］ボタンをタップしてください。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[5.]へお進みください。
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5.

6.

7.

新しいログインパスワードおよび新しい確認用パスワードは、お客様が任意の文字列をお決めいただいて入力

してください。

・半角英数字6文字以上12文字以内で入力してください。

・英字は大文字と小文字を区別します。

・ログインパスワード、確認用パスワードはそれぞれ異なる文字列を入力してください。 

「パスワード強制変更」画面が表示されます。

現在のパスワードおよび新しいパスワードを入力し、［実行］ボタンをタップしてください。 

「パスワード変更結果」画面が表示されます。

ご確認後、［確認］ボタンをタップしてください。 

「トップページ」画面が表示されます。

「トップページ」画面からは、前回のログイン履歴を確認することができます。 
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1.

初期設定（管理者ユーザ・一般ユーザの場合）

ログイン

「法人JAネットバンク」のトップページから都道府県名・ご利用JAを選択のうえ、［ログイン］ボタンをクリックしてくださ

い。 
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2.

［ログイン］ボタンをクリックしてください。Windowsセキュリティのポップアップに表示される証明書情報を確認のうえ、

［OK］ボタンをクリックしてください。

※電子証明書方式は、お客様にご登録いただいたログインパスワードと、パソコンにインストールしていただいた電子

証明書によって、ご本人の確認を行います。

※認証局の不具合等が発生し、電子証明書方式にてログインできない場合は、ご利用のJAまでお問い合わせくださ

い。

ご連絡のうえ、ID・パスワード方式をご利用いただけます。

こちらをご参照ください。

『ID・パスワード方式によるログインが必要な場合』

「ログイン」画面が表示されます。 
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3.

「ログイン」画面が表示されますので、ログインパスワードを入力し、［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

［ソフトウェアキーボード］ボタン をクリックすると、画面上に文字ボタンを表示させ、マウス操作によりパスワードを入

力することができます。 

「ログイン時お知らせ」画面が表示されます。

ご確認後、［次へ］ボタンをクリックしてください。

※設定により本画面が表示されない場合があります。手順[4.]へお進みください。
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4. 「トップページ」画面が表示されます。

「トップページ」画面からは、過去3回のログイン履歴や当JAからのお知らせを確認することができます。
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