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１．ご利用開始にあたって

(1)ご利用開始までの流れ

《電子証明書方式のお客さま》 《ＩＤ／パスワード方式のお客さま》

サービスの利用開始

【準 備】 契約法人ID（Biz-Directカードの裏面に記載）、暗証番号などの準備

Biz-Directカード、申込書（お客さま控）を用意
【１－(3)】法人のお客さまトップ画面の表示方法について（P.5）

【２－(1)】契約法人開通確認（P.6）

（ちゅうぎんBiz-Direct「管理者ログオン」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（申込書３①参照）」「契約法人確認暗証番号（申込書３

②参照）」の変更および「Eメールアドレス」の登録）

【２－(2)】利用者情報登録（P.8）

利用者･業務情報登録/変更→利用者情報登録/変更→新規登録（利用者ＩＤ、利用者暗

証番号、利用者確認暗証番号、Ｅメールアドレス、利用者権限）

【２－(3)】信頼済みサイトへの登録（P.12）

インターネットオプションの「信頼済みサイト」への登録

【２－(4)】セキュリティソフトのインストール（P.13）

SaAT Netizen（サート・ネチズン）のインストール

【３－(1)】利用者の電子証明書の取得（P.18）

ちゅうぎんBiz-Direct「利用者ログオン」画面で「電子証

明書取得はこちら」

【３－(2)】管理者の電子証明書の取得（P.19）

ちゅうぎんBiz-Direct「管理者ログオン」画面で「電子証

明書取得はこちら」

【３－(3)】【４－(1)】

利用者開通確認（電子証明書方式のお客さまP.20、ID/パスワード方式のお客さまP.23）

ちゅうぎんBiz-Direct「利用者ログオン」画面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
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(2)ご利用前に「管理者」と「利用者」についてご確認ください

サービスのご契約後に、本サービスの「管理者」および「利用者」をお決めいただきます。

管

理

者

管理者とは ･････

契約法人ＩＤ
ご契約者さまを識別するＩＤです。

Biz-Directカードの裏面に記載（８から始まる７桁）

契約法人暗証番号

ご契約者さまを識別するＩＤの暗証番号です。

お申込書にご記入いただいた数字６桁です。（申込書３－①参照）

※ご利用開始時に変更します。

契約法人確認暗証番号

ご契約者さまの操作を確定する暗証番号です。

お申込書にご記入いただいた数字６桁です。（申込書３－②参照）

※ご利用開始時に変更します。

「管理者」は本サービスにかかる全ての利用権限を有する方で、「利用

者」を指名し利用者毎にサービスの利用権限を設定することができま

す。（管理者は１名のみ）

利

用

者

利用者とは ･････

利用者ＩＤ
利用者さまを識別するＩＤです。

（管理者が決めて登録します。P.8－④）

※登録後の変更はできません。

（削除、新規は可能ですが、削除後の利用者ＩＤの再利用は不可）

利用者さまを識別するＩＤの暗証番号です。

（利用者ログオン時に、本人確認をおこなうための暗証番号です。）

（管理者が決めて入力します。P.9－⑦）

利用者さまが資金移動の送信をおこなう場合に使用する暗証番号で

す。（管理者が決めて入力します。P.9－⑨）

各種お取引をご利用になる方をいいます。

管理者では残高照会や資金移動等のお取引はできません。

セキュリティを守るため、お客さまの暗証番号は当行ではお調べできない仕組みとなっておりますので、

暗証番号の種類により次のお手続きをお願いいたします。

「契約法人暗証番号」、

「契約法人確認暗証番号」

が不明の場合

申込書にて「暗証番号の変更」をお取引店へお届けください。

変更が完了後、新規のお申込みに準じて、再度「契約法人開通確認」

をおこなってください。（P.6）

管理者の方が管理者ログオンからログオンして「利用者・業務情報登

録／変更」→「利用者情報登録／変更」メニューから、該当利用者の

暗証番号の再設定をおこなってください。（P.8で利用者を選択後に「変
更」ボタンから変更が可能です）

※暗証番号が不明の場合

Biz-Direct カード（管理者用）に記載されたパスワード表を使用して
ご入力いただきます。

ワンタイムパスワード

Biz-Direct カード（利用者用）に記載されたパスワード表を使用して
ご入力いただきます。

ワンタイムパスワード

「利用者暗証番号」、

「利用者確認暗証番号」

が不明の場合

利用者確認暗証番号

利用者暗証番号
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(3)法人のお客さまトップ画面の表示方法について

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。

① 【法人のお客さま】をクリックします。

③ 法人のお客さまトップ画面が表示されます。

② 【法人のお客さまトップ】をクリックします。
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２．ご契約者すべてのお客さま（サービスをご利用になる前の手続き）

(1)契約法人開通確認

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】

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）と

「Biz-Directカード（管理者用）」をお手元にご用意ください。

① 契約法人ＩＤを入力します。

※契約法人ＩＤは、利用者カードの裏面に記載。

② 申込書でお届けの「契約法人暗証番号」を      

入力します。

※「契約法人暗証番号」は申込書の控に記載（3-①）

③       をクリックします。

④ 申込書でお届けの「契約法人暗証番号」を

入力します。

※「契約法人暗証番号」は申込書の控に記載（3-①）

⑤ 今後使用したい契約法人暗証番号を入力しま

す。
※6～9桁の半角英数字

（英字の小文字・大文字は区別します。）

⑥ 入力間違い防止のため再度入力します。

※新しく登録した暗証番号が今後有効となりま

すので、お忘れにならないようお願いします。

■申込書でお届けの「契約法人暗証番号」を今後使用する暗証番号に変更します。
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⑦ 申込書でお届けの「契約法人確認暗証番号」

を入力します。

※「契約法人確認暗証番号」は申込書の控に記載

（3-②）

⑧ 今後使用したい契約法人確認暗証番号を入力

します。
※6～9桁の半角英数字

（英字の小文字・大文字は区別します。）

⑨ 入力間違い防止のため再度入力します。

※新しく登録した暗証番号が今後有効となりま

すので、お忘れにならないようお願いします。

⑩ 契約法人Ｅメールアドレスを入力します。

⑪ 入力間違い防止のため再度入力します。

⑫        をクリックします。

⑮ この画面まで進みましたら、管理者の開通確

認は完了です。

引続き、(2)利用者情報登録をお願いします。（P.8）

■申込書でお届けの「契約法人確認暗証番号」を今後使用する暗証番号に変更します。

⑬ 管理者用として使用する利用者カードに記載

のシリアル番号、パスワードを入力します。

⑭        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。



8

(2)利用者情報登録

（P.7の続き）

管理者ログオンをおこなってください。

①【利用者・業務情報登録／変更】をクリックし

ます。

②               

をクリックします。

新しく利用者を登録します。

③               

をクリックします。

④【利用者ＩＤ】を入力します。

※利用者ＩＤは、利用者を特定するためのものです。

管理者で決めて入力します。

※4～30桁の半角英数字で入力します。

（英字の小文字・大文字は区別します。）

⑤【利用者名】を入力します。（半角カナ英数）
管理者で決めて入力します。

⑥【利用者名】を入力します。
（全角文字で入力。※入力省略可）

管理者で決めて入力します。

下記、操作手順①～⑱で利用者１人を登録します。

複数利用者を登録するには、①～⑱の操作手順を繰り返してください。
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⑦【利用者暗証番号】を入力します。

（ログオンする際に入力する暗証番号）
6～9桁の半角英数字

（英字の小文字・大文字は区別します。）

⑧【利用者暗証番号（再入力）】を入力します。
（入力間違い防止のため再度入力します。）

⑨【利用者確認暗証番号】を入力します。

（資金移動（振替・振込）で送信する場合の暗証番号）
6～9桁の半角英数字

（英字の小文字・大文字は区別します。）

⑩【利用者確認暗証番号（再入力）】を入力します。
（入力間違い防止のため再度入力します。）

⑪【Ｅメールアドレス】を入力します。

※お取引の受付確認や処理結果のご連絡など、お客

さまへのご連絡を電子メールでお知らせします。

⑫【Ｅメールアドレス（再入力）】を入力します。
（入力間違い防止のため再度入力します。）

※表示がある方のみ

※ＩＤ/パスワード方式のお客さまは表示されません。

⑬【発行する】にチェックが付いている事を確認

します。

⑭ 利用者用として使用する利用者カードに記載

のシリアル番号、パスワードを入力します。

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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⑮ オンライン取引で、現在登録している利用者

がどのサービスを利用するか権限設定欄に印

をつけます。

※全ての権限を設定する場合は、「全選択」      

をクリックします。

※取引金額に制限を設ける場合は金額欄も入力し
てください。

（上限限度額以内で設定が可能です。）

※Ｂ方式のお客さまのみ

⑯ ファイル伝送で、現在登録している利用者が

どのサービスを利用するか権限設定欄に印を

つけます。

※全ての権限を設定する場合は、「全選択」     

をクリックします。

※取引金額に制限を設ける場合は金額欄も入力し
てください。

（上限限度額以内で設定が可能です。）
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⑰【契約法人確認暗証番号】を入力します。

⑱         をクリックします。

⑲ 利用者登録を終了する場合は、

      
         をクリックします。

※続けて利用者を登録する場合は、

             をクリックし

P.8-③から繰り返し登録してください。
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(3)信頼済みサイトへの登録方法について

Biz-Directをご利用される場合、「信頼済みサイト」への登録が必要となりますので、下記画面イメージ

を参考に、「信頼済みサイト」にURLを設定のうえご利用ください。

①

②

① スタートボタン右の検索枠に

「インターネットオプション」と

入力し

② 「インターネットオプション」

をクリックする

③ 「セキュリティ」タブを

クリックする

④ 「信頼済みサイト」を

クリックする

⑤ 「サイト（Ｓ）」をクリックする

⑥「https://www.suitebank3.finemax.net」

と入力し ⑦「追加」をクリックする。

同様に下記アドレスも追加する。

「https://onsite.symauth.jp」
「https://onsite.verisign.co.jp」

⑧「Webサイト」欄に URLが入って
いることを確認し

⑨「閉じる」をクリックする

→⑩「OK」をクリックする

③

④

⑤

⑥ ⑦

⑧

⑨

⑩

⑧
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(4)セキュリティソフト（SaAT Netizen）のインストールについて

「SaAT Netizen（サート・ネチズン）」は不正送金やウイルスからパソコンを守る無料のセキュリテ

ィソフトです。資金移動（振替・振込）サービス（「申込書」5-2）振込先都度指定をご利用になる場

合は、サート・ネチズンのインストールが必要となります。

① 【法人のお客さま】画面の

をクリックします。

② Biz-Directの画面が表示されます。

画面をスクロールして、

                  

をクリックします。

ス
ク
ロ
ー
ル
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⑥ セットアップファイルのダウンロードが表

示されます。

をクリックします。

③【詳細・インストールはこちら】をクリックし

ます。

④【ページへ移動する】をクリックします。

⑤【今すぐダウンロード】をクリックします。

⑦ 「ファイルを開く」をクリックします。

  （画面例はMicrosoft Edgeです。

   ご利用のブラウザによっては画面が

   異なる場合があります）
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⑧ ユーザーアカウント制御が表示されます。

「はい」を選択します。

⑨ インストール準備画面が表示されます。

100%になるまでお待ちください。

⑩ セットアップ画面が表示されたら「次へ」

を選択します。

⑪ 使用許諾（利用規約）の内容を確認し、

「同意する」を選択します。
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⑫ 「ファイル収集に協力する」のチェックを

確認し、「次へ」を選択します。

⑬ インストールが開始します。

⑭ セットアップの完了画面が表示されたら、

インストール完了です。

Microsoft Edge、Google Chromeでご利用の場合は

拡張機能のインストールが必須となります。

⑮ タスクバー内の SaAT Netizen のアイコンを

右クリックします。

右クリック
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⑯ ネチズンメニュー画面が開くので、「ブラウザ

拡張機能のインストール」ボタンをクリックして

ください。

⑰ Microsoft Edge ご利用の場合は、「 saat 

netizen Edge拡張機能」の「インストール」ボタ

ンをクリックしてください。

Google Chrome ご利用の場合は、「saat netizen 

Chrome 拡張機能」の「インストール」ボタンを

クリックしてください。

（以下はMicrosoft Edgeの画面例です）

⑱ 「インストール」ボタンをクリックしてイン

ストールを開始します。

⑲ 「拡張機能の追加」をクリックします。
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①              をクリックしま

す。

3. 電子証明書方式のお客さま

(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。

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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①              をクリックしま                      

  す。

(2)管理者の電子証明書取得

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。

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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(3)利用者開通確認（電子証明書方式）

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 電子証明書の一覧が表示されます。

  該当利用者の電子証明書を選択し

    をクリックします。

※証明書の選択画面が表示されない場合は、全て

のブラウザを閉じて、再度操作してください。

※１台のＰＣに複数の電子証明書をインストール

している場合、利用者の電子証明書を選択し

ログオンをしてください。

※契約法人ＩＤ（７桁）の後ろに、利用者ＩＤが

ついているものが利用者ログオン用です。
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③ 利用者暗証暗号を入力します。

④         をクリックします。

⑤ 管理者が登録した利用者暗証番号を入力しま

す。（利用者ログオンの時に使用する暗証番号）

⑥ 今後使用したい利用者暗証番号を入力しま

す。
入力間違い防止のため再度入力します。

6～9桁の半角英数字

（英字の小文字・大文字は区別します。）

※新しく登録した暗証番号が今後有効となりますので、

お忘れにならないようお願いします。

⑦ 管理者が登録した利用者確認暗証番号を入力

します。

（資金移動（振替・振込）で送信する場合の暗証番号）

⑧ 今後使用したい利用者確認暗証番号を入力し

ます。
入力間違い防止のため再度入力します。

6～9桁の半角英数字

（英字の小文字・大文字は区別します。）

※新しく登録した暗証番号が今後有効となりますので、

お忘れにならないようお願いします。
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⑩ 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。

利用者開通確認の操作が終了しました。

終了する場合は、        をクリックし

ます。

続けてご利用になるには、各メニューボタンを

クリックしてください。

⑨          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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4. ＩＤ／パスワード方式のお客さま

(1)利用者開通確認（ＩＤ／パスワード方式）

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。

③ 管理者が登録した利用者暗証番号を入力しま

す。（利用者ログオンの時に使用する暗証番号）

④ 今後使用したい利用者暗証番号を入力しま

す。
入力間違い防止のため再度入力します。

6～9桁の半角英数字

（英字の小文字・大文字は区別します。）

※新しく登録した暗証番号が今後有効となりますの

で、お忘れにならないようお願いします。

① 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

者の方にご確認してください。）

契約法人ＩＤは、Biz-Directカードの裏面に記載。
※ 利用者ＩＤは、P.8－④で設定。

利用者暗証番号は、P.9－⑦で設定。

②          をクリックします。
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右上の「･･･」を押して

⑤ 管理者が登録した利用者確認暗証番号を入力

します。（資金移動（振替・振込）で使用する暗証
番号）

※利用者暗証番号は、P.9－⑨で設定。

⑥ 今後使用したい利用者確認暗証番号を入力し

ます。
入力間違い防止のため再度入力します。

6～9桁の半角英数字

（英字の小文字・大文字は区別します。）

※新しく登録した暗証番号が今後有効となりますの

で、お忘れにならないようお願いします。

⑧ 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。

利用者開通確認の操作が終了しました。

終了する場合は、        をクリック

します。

続けてご利用になるには、各メニューボタンをク

リックしてください。

⑦          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。


