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ご利用前の確認についてご利用開始までの流れ

●サービスのご利用前手続き（管理者の作業）

管理者カード、申込書控、ハードウエアトークンを用意

手順1：契約法人ID、暗証番号などの準備

〈中京〉ビジネスダイレクト ログオン画面で「契約法人ログオン」ボタンからログ
オンし契約法人開通確認画面で契約法人暗証番号、契約法人確認暗証番号
の変更及びEメールアドレスの登録

手順3：契約法人開通確認

利用者・業務情報登録／変更⇒利用者情報登録／変更画面で利用者の新規
登録【利用者情報、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者Eメール
アドレス、利用者権限】

手順4：利用者情報登録

IDと暗証番号

サービスの利用開始

利用者・業務情報登録／変更⇒振込手数料参照／変更画面で振込
手数料差引金額の変更

手順6：振込手数料登録／変更
※先方、当方負担振込手数料金額を変更する場合のみ

〈中京〉ビジネスダイレクトのご利用にあたって下記のID・暗証番号を使
用します。

●利用者IDには1～30桁、半角英数字を使用してください。
●暗証番号、確認暗証番号には4～12桁、半角英数字を使用してください。
※英字を使用した場合、大文字と小文字は別の文字とみなされますのでご注意ください。

本サービスの暗証番号等は、ご印鑑やご通帳・キャッシュカードと同様、非
常に大切なものですので、管理者・利用者ご自身で厳重に管理し、他人
に教えたり、知られないよう十分注意してください。契約法人暗証番号・契
約法人確認暗証番号・利用者暗証番号・利用者確認暗証番号はお客
さまのパソコンより随時変更することができます。定期的に変更することを
お勧めいたします。また、他人に知られた場合、もしくは知られてしまったと
思われたときは速やかに変更してください。

契約法人暗証番号・契約法人確認暗証番号を
お忘れになられた場合
⇒取引店にて「暗証番号の変更」手続きが必要です。

契約法人暗証番号・契約法人確認暗証番号の入力を連続で
当行所定回数以上相違した場合、契約法人は利用停止となります。
この場合、利用者も利用停止となります。
⇒取引店にて「暗証番号ロック解除」手続きが必要です。

※上記手続きには、お申込書およびお届印が必要です。
※手続きが完了するまでサービスは利用ができません。

利用者暗証番号・利用者確認暗証番号をお忘れになられた場合
⇒管理者の操作で「再設定」（変更）が可能です。

利用者暗証番号・利用者確認暗証番号の入力を連続で
当行所定回数以上相違した場合、利用者は利用停止となります。
⇒管理者の操作で「ロック解除」が可能です。

名称

ID

使用する画面

契
約
法
人

利
用
者

暗証番号

確認暗証番号

契約法人電子証明書取得
利用者電子証明書取得

契約法人ログオン
契約法人電子証明書取得

契約法人開通確認
契約法人認証情報変更
契約法人管理情報変更

設定（確認）方法

管理者カード裏面に記載
（ハイフンを除いた14桁の数字）

申込書に記入の仮暗証番号
※契約法人開通確認時に変更
します。

管理者が利用者登録時に
設定
※暗証番号、確認暗証番号は
利用者開通確認時に変更し
ます。

ID

暗証番号

確認暗証番号

利用者電子証明書取得

利用者ログオン
利用者電子証明書取得

利用者開通確認
利用者情報変更
資金移動サービス等

〈中京〉ビジネスダイレクト ログオン画面で「利用者ログオン」ボタンからログオン
し利用者開通確認画面で利用者暗証番号、利用者確認暗証番号の変更及
びEメールアドレスの登録（変更）

手順9：利用者開通確認

〈中京〉ビジネスダイレクト ログオン画面で「利用者電子証明書取得」ボタンか
　　ら利用者の電子証明書の取得

手順8：利用者電子証明書取得

管理者に契約法人ID、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号を
ご確認ください

手順7：利用者ID、暗証番号などの準備

●サービスのご利用前手続き（利用者の作業）

利用者・業務情報登録／変更⇒利用者情報登録／変更画面でハードウエア
トークンを登録

手順5：ハードウエアトークンの登録

手順2：契約法人電子証明書取得

〈中京〉ビジネスダイレクト ログオン画面で「契約法人電子証明書取得」ボタン
から管理者の電子証明書の取得

「管理者カード」とは別便でお送りする「ハードウエアトークン」到着後に設定して
ください。到着前でも手順：6にお進みいただくこともできますが、資金移動
（都度指定）はご利用いただけません。
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操作上のご注意

当行提供のセキュリティ対策ソフト

お客さまが当行ホームページにアクセスしている間、お客さまのパソコンを監視
し、ウィルスなどによる不穏な動きがあった場合、検知・駆除・通信の遮断を行う
ことが可能なウィルス対策ソフト「SaAT Netizen」（サートネチズン）を無料提
供しております。申込み不要でインストールできます。ぜひ本ソフトウェアを導入
し、安全な環境でご利用ください。インストール方法については、当行ホーム
ページをご覧ください。

無線LANのご利用について
事務所内、自宅内の無線を利用される場合、機器に搭載されているセキュリ
ティ設定が不十分だと、無線LANの電波が届く範囲内では通信内容が傍受
されたり、ネットワークに侵入されたりする可能性があります。当該機器の説明
書等をご覧いただき、設定には十分ご注意ください。
また、無線LANの利用環境として、駅、空港、カフェ、ホテルなどから無線LANを
使用してインターネットへアクセスできるサービスがありますが、このサービスの
中にはセキュリティレベルが低いものがあります。これらの公衆無線LAN
（Wi-Fi)からのログオン操作は控えていただきますようお願いします。

ご案内

お客さまのネットワーク環境により、ご利用いただけないことがあります。
当行はお客さまの所有するパソコンやネットワークなどの固有の問題について
はサポートできませんのでご了承ください。

●画面上に操作表示が示されない限り、ログオン中にブラウザの“「戻る」ボタン”
で画面を戻したり、“「更新」ボタン”で最新の状態にする操作は行わないでくださ
い。また［ESC］キー、［F5］キー、［BackSpace］キーも使用しないでください。
●ログオン中の操作はすべて画面内のメニューボタン、およびキーボード入力の
みで行ってください。
●終了する場合は「ログオフ」ボタンをクリックしてください。
　「戻る」ボタンおよび「×」ボタンは使用しないでください。
●セキュリティのため、一定時間（数分間）「次へ」「実行」「確認」等のボタンをク
リックしないと切断されます。再度ログオンからやり直してください。
●振込操作時にエラー等（パソコンのフリーズも含みます）が発生した場合は、資金移動の
「予約照会・取消」「取引履歴の照会」メニュー等で依頼結果を必ずご確認ください。

迷惑メール防止機能をご利用の場合
迷惑メール防止機能をご利用のお客さまは、必ず下記の電子メールドメインを
ご指定いただき、受信可能な状態に設定してください。

電子メールドメイン ： @finemax.net

電子証明書について

●電子証明書方式とは、当行が発行した電子証明書をお客さまのご利用いた
だくパソコンに格納することで、利用できるパソコンを特定し、本人以外からの
取引を規制することができます。そのため、なりすましなどの第三者による不正
利用を防止することができ、セキュリティ強化が図れます。

●電子証明書の有効期限は取得後1年間です。有効期限30日前から有効期
限前日までに更新をお願いします。
●契約法人電子証明書の更新期間内に更新されなかった場合、取引店で
「〈中京〉ビジネスダイレクト申込書」にて電子証明書の再発行手続きが必
要です。
●電子証明書をインストールしたパソコン本体の変更、OSの再インストール、ネッ
トワークドメインの変更、パワーオンパスワード等を変更する場合、電子証明書
の失効及び再発行と再取得が必要です。契約法人が利用する電子証明書
の失効及び再発行は取引店で「〈中京〉ビジネスダイレクト申込書」にて手続
きが必要です。
また、利用者電子証明書の発行（再発行含む）、失効は管理者が「利用者情
報登録／変更」画面で行います。パソコン等変更される場合、事前に中京銀
行EBセンターまでお問い合わせをお願いします。
●電子証明書の発行、更新可能時間帯はビジネスダイレクトご利用可能時間
帯と同じです。

スパイウェアの侵入を防止する
スパイウェアは、電子メール開封時やフリーソフトをダウンロードした時などに、ご
本人が気付かないうちにパソコンにインストールされてしまいます。心当たりの
ない電子メールや不審なフリーソフトには十分ご注意ください。

セキュリティソフトで侵入されていないことを確認する
スパイウェア対応のセキュリティソフトのご利用をお勧めします。最新のスパイ
ウェアに対応できるよう、常にアップデートをお願いします。
※スパイウェアはコンピュータウイルスとは異なりますので、スパイウェア対策機能のある
駆除ソフトをご利用ください。

お客さまの占有管理するパソコン以外から操作しない
インターネットカフェ、ホテルなど不特定多数の人が操作するパソコンにはスパ
イウェアがインストールされている危険があります。そのようなパソコンからの本
サービスのご利用はお控えください。

銀行を装い送付されるCD-ROMなどに注意する
当行では事前にご案内することなく、郵便などでCD-ROM、USBメモリなどをお
送りすることはございません。万一、当行名を偽装して、CD-ROMなどが送付さ
れた場合、パソコンに挿入することなく、直ちに当行へご連絡ください。

金融機関を装う電子メールにご注意ください

金融機関を装って電子メールを送付し、メールを受信されたお客さまをその金
融機関とは全く関係のないサイトに誘導し、パスワードなどの重要な情報を入
力させることにより、不正に個人情報を取得する事件が発生しております。電
子メールを使ってお客さまのパスワードを照会するようなことは一切ございませ
ん。心当たりのない発信元から到着した電子メールのリンク先ウェブサイトへ、
パスワードを入力しないようご注意ください。

中京銀行のドメイン名は「chukyo-bank.co.jp」です。
また本インターネットバンキングのドメイン名は「finemax.net」となっております。

スパイウェアにご注意ください

スパイウェア（※）といわれるソフトを使用し、お客さまのパソコンから不正に取得し
たパスワード等を使用した事件が発生しています。こうした被害に遭わないために
次の点を参考にして、お客さまご自身でパスワード等の管理をお願いします。
※電子メールの添付ファイルやフリーソフトと一緒にインストールされて、パスワードなど
の個人情報を収集し、第三者へ送信するソフトです。
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管理者カード

取引の成立

ビジネスダイレクトの申込手続が完了しますと、「管理者カード」、「ハードウ
エアトークン」が郵送されます。「管理者カード」には契約法人ＩＤの記載が
あります。大切に管理保管をお願いします。また、「ハードウエアトークン」
は振込等の操作の際に必要です。

本サービスにてお客さまからの依頼を受けた場合、お客さまに依頼内容
を確認し、お客さまの応諾の意思表示を当行が受信した時点で、当該取
引の内容が確定し、実行いたします。

資金移動（振込、振替）について
●振込と振替について
・振込とは、他名義もしくは他店・他行への資金移動を表します。
※店番号が異なる支店と出張所の間の振込は当行本支店あてとし取扱います。
・振替とは、同一支店の同一名義間での資金移動を表します。

●限度額について
・振込は、ビジネスダイレクト申込書の「一日あたりの限度額」および支
払可能残高の範囲内で指定できます。
・「一日あたりの限度額」は、代表口座、登録口座利用額の合算です。
・「一日あたりの限度額」の変更は、ビジネスダイレクト申込書の提出が
必要です。
・「一回あたりの限度額」は、「一日あたりの限度額」を上限に、利用者
毎に設定が可能です。
※現在の限度額は、ビジネスダイレクト申込書をご覧いただくか、契約法人で
ログオンして確認することができます。

・振替（代表口座、登録口座間）は、限度額に関係なく資金移動できます。

●入金先口座名義の確認機能について
・外資系等一部の金融機関では、口座名義確認機能が利用できません。
口座名義にカナ入力することで振込は可能です。
・資金移動情報入力後、確認の画面で所定回数以上の「キャンセル」
をされた場合、入金先口座確認機能が抑止されます。
抑止状態を解除する場合は、取引店への依頼が必要です。

●資金口座引落の時期について
・指定日が当日の場合
資金移動操作で「送信」ボタン押下後、資金移動送信完了表示時点です。
・指定日が翌営業日以降（予約）の場合
資金移動指定日当日の早朝となります。そのため指定日前営業日ま
でに振込振替資金の口座入金が必要です。
指定日当日に資金不足等の理由で資金引落※1がされなかった場合
は、依頼された資金移動は取消され振込振替は実行されません。
振込振替等が必要な場合は、再度資金移動操作が必要です。
※再度の操作で資金移動先口座、指定日、金額が同一の場合は、注意メッ
セージが表示されますが、そのまま操作を継続できます。
※1 資金引落がされなかった場合、Eメールアドレスへの通知はありません。

●資金移動の予約について
・６営業日先まで可能です。
・資金移動予約は、「資金移動予約照会・取消」のメニューから指定日
前日まで取消できます。
※指定日を当日とした場合は、取消できません。

●資金移動結果の照会について
・指定日が当日の場合、「取引履歴の照会」メニューで結果が照会でき
ます。
・指定日が翌営業日以降で予約された場合は、指定日当日に「入出金
明細照会」メニューで資金引落がされていることを確認してください。
※予約の結果は、指定日当日に必ず「予約照会・取消」メニューの結果照会
にて確認をお願いします。

●資金移動の相手先口座入金の時間について
・指定日当日に相手先口座に入金されますが、金融機関システム混雑な
どの都合から、入金時間が遅れる場合があります。

利用環境
●Ｗｉｎｄｏｗｓでのご利用ができます。（ＭａｃOSではご利用できません。）
　〔対応ＯＳ〕 Ｗｉｎｄｏｗｓ10、Ｗｉｎｄｏｗｓ11
　〔対応ブラウザ〕 Microsoft Edge
※詳しくは当行ホームページで確認できます。
●下記のビジネスダイレクトのＵＲＬを信頼済みサイトへ登録してください。
　【https://www3.suitebank3.finemax.net/】
　【https://onsite.symauth.jp】
　【https://onsite.verisign.co.jp】
●Windows/Edgeは米国Microsoft Corporationの米国およびその
他の国における登録商標または商標です。

セキュリティ対策
〈中京〉ビジネスダイレクトは、ご契約のみなさまに安心してご利用いただく
ためTLSによる暗号化技術を採用しています。また、本人確認は電子証
明書、暗証番号およびハードウエアトークンによるワンタイムパスワードを
使用する等、セキュリティ対策は万全の体制で臨んでいます。

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 0 - 1 2 3 4

税金・各種料金払込みについて
●ペイジーマークの記載された払込書のお支払ができます。
●ご利用可能な収納機関は当行
ホームページの「法人のお客さま」⇒
「〈中京〉ビジネスダイレクトのご案内」⇒
「ご利用いただけるサービス 収納サービス」で確認できます。
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用語解説

取引サービスを利用する方です。管理者が取引サー
ビスを行う場合、「利用者」としての登録が必要です。利用者

利用者を意味する認識番号です。利用者ID

契約者（または責任者）を意味します。
取引サービスを利用する方ではなく、利用者の登録
等の管理をする方です。

管理者

管理者の本人認証のための暗証番号です。契約法
人の電子証明書取得やログオン時に使用します。契約法人暗証番号

管理者が行った操作を、有効なものとして登録するため
の暗証番号です。利用者情報登録等で使用します。契約法人確認暗証番号

利用者の本人認証のための暗証番号です。利用者
の電子証明書取得やログオン時に使用します。初期
の暗証番号は「利用者情報登録」画面で指定します。

利用者暗証番号

利用者が行った操作を、有効なものとして登録するため
の暗証番号です。資金移動取引時の送信や総合振
込、給与振込の承認・送信時などに使用します。初期
の暗証番号は「利用者情報登録」画面で指定します。

利用者
確認暗証番号

利用者の取引サービスの使用権限範囲や利用限
度額を設定します。

利用者権限情報

申込書に仮の暗証番号として記入された、契約法人
暗証番号と契約法人確認暗証番号を、今後使用す
る暗証番号に変更する操作です。

契約法人
開通確認

「利用者情報登録」画面で設定した、利用者暗証番
号、利用者確認暗証番号を、今後使用する暗証番
号に変更する操作です。

利用者開通確認

ハードウエアトークンは、1回限り有効なワンタイムパスワード
生成機です。第三者はハードウエアトークンに表示されるワン
タイムパスワードはわからないため、不正な振込はできません。

ハードウエアトークン

契約者を意味する認
識番号です。管理者
カードの裏面に記載
されています。

契約法人ID
1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 0 - 1 2 3 4

サービスのご利用前手続き（管理者の作業）

手順1：契約法人ID、暗証番号などの準備
ご利用前にサービス開始に必要な契約法人IDや暗証番号を準備します。

準備するもの 確認方法

①契約法人ＩＤ
②契約法人暗証番号
③契約法人確認暗証番号
④シリアル番号
⑤ワンタイムパスワード

管理者カード裏面に記載された数字（１４桁）
申込書の仮契約法人暗証番号（６桁）
申込書の仮契約法人確認暗証番号（６桁）
トークン裏面に刻印された数字
トークンに表示された数字

手順2：契約法人電子証明書取得
中京銀行ホームページの「法人のお客さま」⇒「〈中京〉ビジネスダイレ
クトログオン」⇒「契約法人電子証明書取得」へ進みます。
その後、契約法人（管理者）の電子証明書を取得します。

中京ビジネス
ダイレクト申込書（控）

①

②

③

仮契約法人暗証番号

仮契約法人確認暗証番号

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 0 - 1 2 3 4

①
②

③

管理者は利用者情報等の情報を登録します。
契約法人ログオンして操作を行います。

利用者は管理者に与えられた権限の範囲内で実際の取引
サービスを行います。利用者ログオンして操作を行います。

契約法人ログオン

利用者ログオン

※申込書に記入された英字は「小文字」で記入された場合でも、「大文字」で初
期登録されています。

④ ⑤

①契約法人IDを入力　※ハイフン（ー）を除いて入力してください。
②契約法人暗証番号を入力
③　　  　 をクリック
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④【Step１】　　　　  　をクリック

⑤【Step２】ダウンロード表示より「ファイルを開く」をクリックすると
アプリ「RaCpiClientTool.exe」が起動します。
⑥【Step３】　　　　をクリック

アプリを起動せずに「実行」をクリックし
た場合は、以下のダイヤログが表示され
ます。Step１より再操作をお願いします。
※既にアプリをダウンロード済の場合、
Step1をする必要はありません。Step2
より再操作をお願いします。

アプリを起動した場合は、以下のアプリ
画面が表示されます。

【Microsoft Edge】

1110

続いて下記の画面が表示されます。

【アプリ方式】

【ダウンロード方式】

⑦ 上記の画面が表示されたら　　  をクリック

「電子証明書をインストールしました。」の結果表示を確認します。

⑧アプリで電子証明書のインストールが完了しているかを確認します。
⑨アプリの右上角「×」ボタンで閉じます。
以上で操作は完了です。手順３：契約法人開通確認（14ページ）へ
お進みください。

①「こちら」をクリック

②　　　　をクリック

⑥

⑥

①

⑦

④
④

⑤

⑤

　　　　　　または　　　　 ができない場合は、11ページの【ダウン
ロード方式】より操作をお願いします。

②

⑧

⑨
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③　　　　　  をクリック

③⑤

【Microsoft Edge】

⑥初期表示のまま、「次へ」ボタンをクリック

⑧初期表示のまま、「次へ」ボタンをクリック

⑨初期表示のまま、「次へ」ボタンをクリック

⑩「完了」ボタンをクリック

⑪「OK」をクリックし、取得を完了します。

⑦初期表示のまま、「次へ」ボタンをクリック

④

④ダウンロード表示より「ファイルを開く」をクリックすると証明書のイン
ポートウィザードの開始が開きます。
⑤電子証明書更新完了画面の　　をクリック

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪
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⑥　　       をクリック

契約法人（管理者）の暗証番号、確認暗証番号の変更及びメールアド
レスを登録します。

手順4：利用者情報登録
残高照会、入出金明細照会、資金移動（オンライン取引）や総合振
込、給与・賞与振込（ファイル伝送）を行う方（利用者）の情報および利
用条件などを登録します。管理者がオンライン取引、ファイル伝送を行う
場合もご自身を「利用者」として登録する必要があります。

①　　　　   をクリック

入力項目 説明
説　明①現在の契約法人暗証番号

②新しい契約法人暗証番号
③現在の契約法人確認暗証番号
④新しい契約法人確認暗証番号
⑤新しい契約法人Eメールアドレス

手順1で準備した仮契約法人暗証番号です
4桁～12桁で半角英数字
手順1で準備した仮契約法人確認暗証番号です
4桁～12桁で半角英数字
Eメールアドレスを入力してください

①

②

②　　　　   をクリック

③　　　　      をクリック

③

⑥

①

②

③

④

⑤

手順3：契約法人開通確認
中京銀行ホームページの「法人のお客さま」⇒「〈中京〉ビジネスダイレクト
ログオン」⇒「契約法人ログオン」へ進みます。
その後、契約法人（管理者）の暗証番号、確認暗証番号の変更とメールア
ドレスの登録を行います。

② 「認証用の証明書の選択」が表示されたら、契約法人の電子証明書を
選択
③　　   　 をクリック

④契約法人暗証番号を入力
⑤　　　  をクリック

① 　　　　　 をクリック

①

②

③

④

⑤
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①

②
③

手順6：振込手数料登録/変更
先方・当方負担振込手数料金額を変更する場合のみ、設定を行います。

手順5：ハードウエアトークンの登録
ハードウエアトークンの設定は、同封の手順書をご参照ください。

①　　　　　  をクリック
※先方負担手数料
　⇒振込の際、振込先に負担していただく手数料です。
　「標準手数料使用」は当サービスにて振込ご利用時にかかる金額です。
　「個別手数料変更」は貴社が任意に先方にご負担いただく金額を設定します。

②先方負担手数料をクリック
③　　      をクリック

利用者情報および利用者権限を登録します。

⑩利用者権限情報　※必要最低限の設定をお勧めします。
⑪契約法人確認暗証番号を入力
⑫　　     をクリック

入力項目 説　明

④利用者ID
⑤利用者名（半角）
⑥利用者名（漢字）
⑦利用者暗証番号
⑧利用者確認暗証番号
⑨利用者Eメールアドレス

１桁～30桁で半角英数字
半角英数カナ
任意
4桁～12桁で半角英数字
4桁～12桁で半角英数字
Eメールアドレスを入力してください

④
⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫
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⑤基準金額及び振込手数料（差引金額）を入力
⑥契約法人確認暗証番号を入力
⑦　　　  をクリック

⑤

⑦

⑥

1918

①　　　　　　　　　  をクリック

準備するもの 確認方法

①契約法人ID
②利用者ID
③利用者暗証番号
④利用者確認暗証番号

管理者にご確認ください
管理者にご確認ください
管理者にご確認ください
管理者にご確認ください

手順7：利用者ID、暗証番号などの準備
利用者ログオンに必要な契約法人ID、利用者ID、暗証番号などを準
備します。

サービスのご利用前手続き（利用者の作業）

手順8：利用者電子証明書取得
今後利用者が使用するパソコンで本操作が必要です。
中京銀行ホームページの「法人のお客さま」⇒「〈中京〉ビジネスダイレ
クトログオン」⇒「利用者電子証明書取得」へと進み、電子証明書を取
得します。

②契約法人IDを入力　※ハイフン（ー）を除いて入力してください。
③利用者IDを入力
④利用者暗証番号を入力
⑤　　  　  をクリック

①

②
③
④

⑤

④

④　　　　     をクリック
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続いて下記の画面が表示されます。

⑨

⑨上記の画面が表示されたら　　  をクリック

⑥【Step１】　　　　　  をクリック

⑧

「電子証明書をインストールしました。」の結果表示を確認します。

⑩アプリで電子証明書のインストールが完了しているかを確認します。
⑪アプリの右上角「×」ボタンで閉じます。

⑩

⑪

⑧

⑥
⑥

⑦

⑦【Step２】ダウンロード表示より「ファイルを開く」をクリックすると
アプリ「RaCpiClientTool.exe」が起動します。
⑧【Step３】　　　　をクリック

アプリを起動せずに「実行」をクリックし
た場合は、以下のダイヤログが表示され
ます。Step１より再操作をお願いします。
※既にアプリをダウンロード済の場合、
Step1をする必要はありません。Step2
より再操作をお願いします。

アプリを起動した場合は、以下のアプリ
画面が表示されます。

【Microsoft Edge】

⑦

　　　　　　または　　　　 ができない場合は、11ページの【ダウン
ロード方式】より操作をお願いします。

【アプリ方式】
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④利用者暗証番号を入力
⑤　　　  をクリック

④

利用者の暗証番号、確認暗証番号の変更とメールアドレスを登録します。

⑥　　  　 をクリック
以上で初期設定は終了となります。なお、ご利用サービスの操作に関しまし
ては、当行ホームページより各ご利用の手引きをご参照ください。

入力項目

説　明

①現在の利用者暗証番号
②新しい利用者暗証番号
③現在の利用者確認暗証番号
④新しい利用者確認暗証番号
⑤新しい利用者Eメールアドレス

手順7で準備した利用者暗証番号です
4桁～12桁で半角英数字
手順7で準備した利用者確認暗証番号です
4桁～12桁で半角英数字
Eメールアドレスを変更される場合、入力してください

①

②

⑤

⑤

③

④

⑥

2322

手順9：利用者開通確認
中京銀行ホームページの「法人のお客さま」⇒「〈中京〉ビジネスダイレ
クトログオン」⇒「利用者ログオン」へ進みます。
その後、利用者用の電子証明書を選択し、ログオンします。
利用者の暗証番号、確認暗証番号の変更とメールアドレスの登録
（変更）を行います。

※左記の画面が表示されない場合、
すべての「Microsoft Edge」を
閉じて、手順9の①へお進みくだ
さい。

管理者と利用者が同一のパソコンでご利用の場合、管理者の電子
証明書と利用者の電子証明書が表示されます。
●管理者用電子証明書
　契約法人ID（14桁）  THE CHUKYO BANK Internet Banking CA - G2
●利用者用電子証明書
　契約法人ID（14桁）  利用者ID  THE CHUKYO BANK Internet Banking CA - G2

②利用者の電子証明書（デジタル証明書）を選択

契約法人（管理者）と利用者が同一のパソコンの場合、または複数
の利用者が同一のパソコンで利用する場合、当該パソコンに複数
の電子証明書が存在しています。

①　　　　  をクリック

③　　  をクリック

①

③
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ご利用の手引き

法人・個人事業主の
皆さまへ、
パソコンが銀行の
窓口に早変わり！
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