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はじめに

この利用ガイドは電子証明書サービスの操作手順について、ご説明しております。

電子証明書サービスとは、「管理者」「利用者」の利用するパソコンに電子証明書をインストールする

ことにより、ログオンする際にＩＤ／パスワードによる認証に加え、電子証明書による二要素認証を実

施します。

電子証明書のインストールにともない、「管理者」「利用者」の利用するパソコンが限定されるため、

ＩＤ／パスワードによる認証のみを実施する場合よりも、高いセキュリティ強度でのサービスの利用が

可能となります。
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  お問い合わせ
  ご照会は

ちゅうぎんＥＢサポートセンター

０１２０－２２０－１６８

０８６－８０１－６８１１（通話料有料）

フリーダイヤル

フリーダイヤルをご利用いただけない場合

受付時間／平日  ９：００～１７：００（銀行窓口休業日は除きます）
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１．電子証明書サービスの機能

  電子証明書サービスの機能についてご説明します。

機能 機能説明 対象者 ＦＢ申込書

電子証明書

サービス登録

管理者への電子証明書サービスを登録します。
管理者

必要

（※2）

電子証明書

再発行（管理者）

利用パソコンの変更や電子証明書の有効期限（※1）切れ

により、管理者への電子証明書を再発行します。
管理者

電子証明書

サービス解除

管理者への電子証明書サービスを解除します。

解除後は、ＩＤ／パスワード方式に変更されます。
管理者

電子証明書

発行

管理者が利用者への電子証明書を発行します。
利用者

不要

（管理者の

操作で可能

です。）

電子証明書

失効

管理者が利用者の電子証明書を失効します。

失効後は、ＩＤ／パスワード方式に変更されます。
利用者

電子証明書

再発行（利用者）

利用パソコンの変更や電子証明書の有効期限（※1）切れ

により、管理者が利用者の電子証明書を再発行します。
利用者

電子証明書

取得

管理者、利用者が発行された電子証明書を取得します。 管理者

利用者
不要

（管理者、

利用者の操

作で可能で

す。）

電子証明書

更新

管理者、利用者が有効期限の近づいた電子証明書を更新し

ます。有効期限切れの30日前から可能です。

管理者

利用者

電子証明書

認証

管理者、利用者が保持する電子証明書によるログオン認証

をおこないます。

管理者

利用者

電子証明書

更新のお知らせ

管理者、利用者が電子証明書の更新が可能な期間に、ログ

オン時にお知らせ画面を表示します。

管理者

利用者

※1…有効期限は1年間になります。

※2…電子証明書再発行（管理者）は、「ちゅうぎんBiz-Directセンター登録依頼書」が必要になります。

【注意事項】利用パソコンの変更や電子証明書の有効期限が切れた場合、再発行の手続きが必要になりま

すが、利用者の場合は、管理者の操作で再発行が可能ですが、管理者の場合は、「ちゅうぎん Biz-Direct

センター登録依頼書」により当行への届出が必要となりますのでご注意願います。
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３．管理者ログオン画面での操作

(1)【管理者】 電子証明書の取得

中国銀行ホームページ＞法人のお客さま＞法人のお客さまトップへ＞管理者ログオンをクリックしてください。

【事前準備】

・「契約法人暗証番号」と「Biz-Directカード（管理者）」をお手元にご用意してください。

※初回の暗証番号は、中銀ファームバンキングサービス申込書「ちゅうぎんBiz-Direct」用（お客さま控）

３－①に記載。

①              をクリックしま                      

  す。

② 契約法人ＩＤ、契約法人暗証番号を入力しま

す。

③         をクリックします。

⑥ 電子証明書が取得できました。

        をクリックします。

④   をクリックし

アプリをダウンロード後、「ファイルを開く」より

アプリを起動します。

⑤ アプリが表示されたら

をクリックします。
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(2)【管理者】 電子証明書を使用したログオン

①『電子証明書を使用したログオンはこちら』をク

リックします。

※電子証明書を使用する場合、ＩＤ／パスワードに

よるログオンは利用できません。

②利用する証明書を選択し、ＯＫボタンをクリック

します。

③【契約法人暗証番号】を入力し、ログオンボタン

をクリックします。

④画面にしたがってパスワードを入力し、

をクリックします。

⑤管理者トップ画面が表示されます。

セキュリティのため、非表示にしております。

実際の画面にしたがって入力ください。
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(3)【管理者】 利用者への電子証明書の発行

①【利用者・業務情報登録／変更】をクリック、次

に、【利用者情報登録／変更】をクリックし、

電子証明書を発行したい「利用者」を選択し、変更

ボタンをクリックします。

※現在、利用者が電子証明書を利用しているかは、

こちらで確認できます。

②【発行する】の○をクリックし、●の状態にしま

す。

【注意事項】

電子証明書を使用する場合、新規で利用者を登録す

る際は、始めから【発行する】にチェック●が入っ

ていますので、電子証明書を使用しない場合は、チ

ェックを外してください。

③【契約法人確認暗証番号】を入力し、変更ボタン

をクリックします。
④

P.4
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(4)【管理者】 利用者への電子証明書の再発行

①【利用者・業務情報登録／変更】をクリック、次

に、【利用者情報登録／変更】をクリックし、

電子証明書を発行したい「利用者」を選択し、変更

ボタンをクリックします。

※現在、利用者が電子証明書を利用しているかは、

こちらで確認できます。

②【現在の電子証明書を失効し、再発行する】を選

択します。

③【契約法人確認暗証番号】を入力し、変更ボタン

をクリックします。

【参考】

管理者で利用者への電子証明書の発行・再発行をした場

合、利用者が電子証明書を取得するまでは、電子証明書

ステータス表示は『取得待ち』の状態になります。
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(5)【管理者】 利用者への電子証明書の失効

①

①【利用者・業務情報登録／変更】をクリック、次

に、【利用者情報登録／変更】をクリックし、

電子証明書を失効したい「利用者」を選択し、変更

ボタンをクリックします。

※現在、利用者が電子証明書を利用しているかは、

こちらで確認できます。

②【現在の電子証明書を失効する】を選択します。

③【契約法人確認暗証番号】を入力し、変更ボタン

をクリックします。
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４．利用者ログオン画面での操作

(1)【利用者】 電子証明書の取得

中国銀行ホームページ＞法人のお客さま＞法人のお客さまトップへ＞利用者ログオンをクリックしてください。

①              をクリックしま

す。

② 契約法人ＩＤ、利用者ＩＤ、利用者暗証暗号

を入力します。

※利用者ＩＤ、利用者暗証番号については、管理

者の方にご確認ください。

③         をクリックします。

⑥ 電子証明書が取得できました。

       をクリックします。

④   をクリックし

アプリをダウンロード後、「ファイルを開く」より

アプリを起動します。

⑤ アプリが表示されたら

をクリックします。
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(2)【利用者】電子証明書を使用したログオン

② 利用する証明書を選択し、ＯＫボタンをクリッ

クします。

③【利用者暗証番号】を入力し、ログオンボ

タンをクリックします。

④画面にしたがってパスワードを入力し、

をクリックします。

⑤利用者トップ画面が表示されます。

①              

をクリックします。

セキュリティのため、非表示にしております。

実際の画面にしたがって入力ください。
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５．Ｑ＆Ａ

Ｑ． 電子証明書サービスとは？

Ａ． 「管理者」「利用者」の利用するパソコンに電子証明書をインストールすることにより、ログオンで

きるパソコンを限定するサービスです。

ＩＤやパスワードを不正に取得された場合でも、電子証明書がインストールされたパソコン以外から

は操作できないため、不正利用の防止が図れます。

Ｑ． 電子証明書サービスの利用料は必要ですか？

Ａ． 必要ありません。現在の月額基本料で利用できます。

Ｑ． 電子証明書サービスを利用するには？

Ａ． 現在、「管理者」でＩＤ／パスワード方式をご利用のお客さまで、電子証明書方式に変更する場合は、

中銀ファームバンキングサービス申込書が必要となりますので、お手続きは中国銀行の窓口でお願い

いたします。

「利用者」の電子証明書を発行する場合は、「管理者」の操作で可能であり、中銀ファームバンキン

グサービス申込書は必要ありません。

Ｑ． 電子証明書サービスを解除するには？

Ａ． 現在、「管理者」で電子証明書方式をご利用のお客さまで、ＩＤ／パスワード方式に変更する場合は、

中銀ファームバンキングサービス申込書が必要となりますので、お手続きは中国銀行の窓口でお願い

いたします。

「利用者」の電子証明書を失効する場合は、「管理者」の操作で可能であり、中銀ファームバンキン

グサービス申込書は必要ありません。

Ｑ． ちゅうぎん Biz-Direct1契約で利用することができる電子証明書の枚数は？
Ａ． 「管理者」は 1枚、「利用者」は 1ＩＤにつき 1枚になります。

Ｑ． 電子証明書の有効期限は？

Ａ． 取得日から 1年間（365日）になります。有効期限が切れる前に電子証明書の更新が必要となります。
更新しない場合は、ログオンできなくなりますので注意が必要です。また、有効期限が切れた場合は、

電子証明書の再発行が必要となります。

Ｑ． 電子証明書の更新方法は？

Ａ． 有効期限の切れる 30日前になると、ログオンする時にお知らせ画面を表示しますので、画面にした
がい操作をお願いいたします。

Ｑ． 電子証明書を再発行するには？

Ａ． 「管理者」の電子証明書を再発行する場合は、「ちゅうぎん Biz-Directセンター登録依頼書」が必要
となりますので、お手続きは中国銀行の窓口でお願いいたします。

「利用者」の電子証明書を再発行する場合は、「管理者」の操作で可能であり、中銀ファームバンキ
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ングサービス申込書は必要ありません。

Ｑ． 利用するパソコンを変更する場合は、手続きが必要ですか？

Ａ． 「管理者」の利用するパソコンを変更する場合は、電子証明書の再発行が必要となりますので、お手

続きは中国銀行の窓口でお願いいたします。

「利用者」の利用するパソコンを変更する場合は、「管理者」の操作で電子証明書の再発行が可能で

すので、中銀ファームバンキングサービス申込書は必要ありません。

Ｑ． 電子証明書サービスの利用上の注意点は？

Ａ． 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡・廃棄する場合は、ブラウザから電子証明書の削除を

おこなってください。


