
『埼玉県医師信用組合　インターネットバンキングサービス取扱説明書』

（１）ログインの方法

（２）口座情報
　　　①残高照会
　　　②入出金明細照会

（３）振込・振替
　　　①振込・振替
　　　②振込・振替のご依頼内容の
　　　照会・取消

（４）ご利用サービスの変更
　　　①パスワード変更
　　　②お客様情報変更

①
「ログイン」ボタンを

クリックして下さい。
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（１）ログインの方法
（操作上のご注意）
ログイン後の操作はメニューボタンにて行います。ブラウザの操作（中止、更新等）は禁止です。

①
ログインIDを
入力して下さい。

②
ログインパスワードを
入力して下さい。

③
「ログイン」ボタンを
クリックして下さい。

※中止、更新等は
使用しないで下さい。

【注意事項】
＊ログインパスワードの入力は、ソフトウェア
キーボードのご利用をお勧めします！（入力後
は「入力確定」ボタンをクリックして下さい。）
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（１）ログインの方法
　メニュー画面
　　※ログインが正常に作動すると、こちらの画面が表示されます。

１２３４５６７

●● ●●
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（２）口座情報
　　①残高照会

②
「残高照会」ボタンを
クリックして下さい。

①
「口座情報」ボタンを
クリックして下さい。
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（２）口座情報
　　①残高照会

１２３４５６７
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（２）口座情報
　　②入出金明細照会

②
「入出金明細照会」ボタンを
クリックして下さい。

①
「口座情報」ボタンを
クリックして下さい。
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（２）口座情報
　　②入出金明細照会

②
「照会する」ボタンを
クリックして下さい。

①
照会期間を選択して下
さい。
【注意事項】をご参照下
さい。

【注意事項】
＊最新…前回照会した明細以降から本日まで

なお、集約表示（次ページ参照）される場合があります。
※一度照会すると最新の明細は表示されなくなりますので、
再度照会したい場合は下記のいずれかの期間を選んで下さい。

＊当月…当月1ヶ月間

＊前月…前月1ヶ月間

＊全期間…本日までの過去3ヶ月間

＊再照会（当日）…本日照会した明細を再度照会する場合
※初めに照会した際に表示されていた
取引番号（001～）の入力が必要です。

＊再照会（日付を指定する）…指定した日付
※取引番号（001～）の入力が必要です。

7



（２）口座情報
　　②入出金明細照会

※入出金明細照会の集約表

示について
当組合の普通預金取引は、

基準日(毎月１７日)に60件を超え
る未記帳取引がある場合は、お
取引ごとの明細を表示せず、集
約して表示させていただいており
ます。

毎月７日（集約基準日の翌月７

日）までに、未記帳取引が解消さ

れない口座については、１７日付

で、入金、出金取引ごとに１明細

に集約して表示させていただい

ております。

すべての未記帳取引を無制限

に保有することは、システムの容

量上限界がある為、集約して表

示させていただいております。
集約表示後に、当期間中の明
細をご希望の場合は、毎月ご郵
送させて頂く「普通預金お取引明
細書」でご確認頂くか、大変お手
数ですが、当組合までお問合せ
下さいますよう、よろしくお願い申
し上げます。

１２３４５６７
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（３）振込・振替
　　①振込・振替

②
「振込・振替」ボタンを
クリックして下さい。

①
「振込・振替」ボタンを
クリックして下さい。
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（３）振込・振替
　　①振込・振替
　　　ステップ１＜振込方法選択＞

●●●●

▲▲ ○○ 9876543
①
振込先を選び、「選択」ボ
タンをクリックして下さい。

入力の必要はありません。

１２３４５６７
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（３）振込・振替
　　①振込・振替
　　　ステップ２＜振込金額入力＞

9876543
●●●●

▲▲

○○

１２３４５６

①
お振込み金額を入力して下さい。
数字のみ入力し、￥マーク、コンマ等は
入力しないで下さい。

②
指定日を選択して下さい。

③
半角カナ、半角英数字
のみ入力可能です。

④
「確認画面へ」ボタンを
クリックして下さい。
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（３）振込・振替
　　①振込・振替
　　　ステップ３＜振込内容確認＞

１２３４５６７

▲▲

○○

●●●●

9876543

②
「確定する」ボタンを
クリックして下さい。

【注意事項】
＊確認用パスワードの入力は、ソフトウェアキー
ボードのご利用をお勧めします！（入力後は「入力
確定」ボタンをクリックして下さい。）

①
確認用パスワードを
入力して下さい。
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（３）振込・振替
　　①振込・振替
　　　ステップ４＜振込完了＞

▲▲

○○

●●●●

１２３４５６７

1,000円
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（３）振込・振替
　　②振込・振替のご依頼内容の照会・取消

②
「振込・振替のご依頼内容の
照会・取消」ボタンをクリックし
て下さい。

①
「振込・振替」ボタンを
クリックして下さい。
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（３）振込・振替
　　②振込・振替のご依頼内容の照会・取消

●● ●●

１２３４５６７

※振込指定日を当日
以外に指定した場合の
み（予約振込のみ）、取
消しができます。
振込指定日を当日に
した場合は、取消しで
きません。

【取消】
「取消」ボタンを
クリックして下さい。

【詳細の確認】
「詳細」ボタンを
クリックして下さい。
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（３）振込・振替
　　②振込・振替のご依頼内容の照会・取消
ご依頼内容の照会画面

※ご依頼内容を取り消す場合には
「ご依頼内容の取消確認へ」ボタンを
クリックして下さい。
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（３）振込・振替
　　②振込・振替のご依頼内容の照会・取消
ご依頼内容の取消画面

１２３４５６７

9876543

▲▲

●●●●

○○

①
確認用パスワードを

入力して下さい。

②
「取消を確定する」
ボタンをクリックして
下さい。

【注意事項】
＊確認用パスワードの入力は、ソフトウェアキー
ボードのご利用をお勧めします！（入力後は「入力
確定」ボタンをクリックして下さい。）

１２３４５６７

9876543

▲▲

●●●●

○○
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（３）振込・振替
　　②振込・振替のご依頼内容の照会・取消
取消完了画面

取消日

18



（4）ご利用サービスの変更
　　①パスワード変更

【注意事項】
各種パスワードは、お
客様を確認させていた
だく大切な情報ですので、
第三者に知られることの
ないよう、また、お忘れ
にならないようご注意く
ださい。なお、定期的な
変更をお願いいたしま
す。

②
「パスワード変更」
ボタンをクリックして
下さい。

①
「ご利用サービスの変更」

ボタンをクリックして下さい。
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（４）ご利用サービスの変更
　　①パスワード変更

①
「変更する」にチェックを

いれて下さい。

②
現在のログインパスワード
を入力して下さい。

③
新しいログインパスワードを入
力して下さい。
【注意事項】をご参照下さい。

【注意事項】
＊半角英数字混在でご入力下さい。

＊新しいログインパスワード、新しい確認用パスワードはそれ
ぞれ異なる英数字をご入力下さい。また、ログインＩＤと同一の
英数字ではご登録いただけません。

＊各種パスワードの入力は、ソフトウェアキーボードのご利用
をお勧めします！（入力後は「入力確定」ボタンをクリックして
下さい。）

＊30日以上パスワードの変更がない場合、ログイン後「現在
のパスワードが30日間変更がありません。パスワードの変更
をお勧めします。」というメッセージとともに、本画面と同様の
画面が表示されますので、変更の操作をしてください。なお、
パスワードは定期的な変更をお願いいたします。

⑦
「変更を確定する」ボタンを
クリックして下さい。

④
「変更する」にチェック
をいれて下さい。

⑤
現在の確認用パスワード
を入力して下さい。

⑥
新しい確認用パスワードを入力して下さい。
【注意事項】をご参照下さい。
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（４）ご利用サービスの変更
　　①パスワード変更
　　　パスワード変更完了画面
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（４）ご利用サービスの変更
　　②お客様登録情報変更

②
「お客様登録情報変更」

ボタンをクリックして下さい。

①
「ご利用サービスの変更」

ボタンをクリックして下さい。
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（４）ご利用サービスの変更
　　②お客様登録情報変更

012-345-

abcd123@xyz.co.jp

012-345- 6789

②
確認の為、再度新しい
メールアドレスをご入力
下さい。

①
新しいメールアドレ
スを入力して下さい。
（変更する場合の
み）

③
ＤＭ送信希望条件を
選択して下さい。（変
更する場合のみ）

④
新しいご連絡先電話番号を
入力して下さい。（変更する場合
のみ）
【注意事項】をご参照下さい。

⑤
「お客様登録情報の変更確認画面へ」

ボタンをクリックして下さい。

【注意事項】

＊インターネットバンキングサービスに関する
　連絡先電話番号の変更であり、当組合に既
　にお届けいただいている電話番号の変更手
　続ではございません。当組合へお届けの電
　話番号を変更の場合は、別途正式な変更手
　続をお願いいたします。詳しくは当組合まで
　お問合せ下さい。
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（４）ご利用サービスの変更
　　②お客様登録情報変更

abcd123@xyz.co.jp

012-345-6789

098-765-4321

②
入力内容をご確認いただき、よろし
ければ「変更を確定する」ボタンをク
リックして下さい。

【注意事項】
＊確認用パスワードの入力は、ソフトウェア
キーボードのご利用をお勧めします！（入力後
は「入力確定」ボタンをクリックして下さい。）

①
確認用パスワードを

入力して下さい。
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（４）ご利用サービスの変更
　　②お客様登録情報変更
お客様情報変更完了画面

abcd123@xyz.co.jp

012-345-6789

098-765-4321
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