
２．１　はじめに

（１）．でんさいネットの開始方法
でんさいネットは当行法人インターネットバンキング（以下、Ｂｉｚｎｅｔ）にログオン後、
メニューに表示する「でんさいネット」ボタンを押すことで開始します。
Ｂｉｚｎｅｔのログオンを経由しない直接の入り口はありません。

（２）．でんさいネットの操作権限
でんさいネットの操作権限は決済口座毎に「でんさい管理者」と「でんさい担当者」があります。
でんさい担当者は記録請求を作成しでんさい管理者に承認依頼を行います。
でんさい管理者はでんさい担当者からの承認依頼を承認し記録請求を行います。

　例、複数の決済口座をお申込の場合

でんさい担当者ＩＤ_Ａ でんさい担当者ＩＤ_Ｂ

でんさい利用者番号

決済口座Ａ 決済口座Ｂ

でんさい管理者ＩＤ_Ａ でんさい管理者ＩＤ_Ｂ

初めてのログオン方法
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２．１　はじめに

初めてのログオン方法

（３）．Ｂｉｚｎｅｔとでんさいネットの操作権限の設定
Ｂｉｚｎｅｔの操作権限は「Ｂｉｚｎｅｔ管理者」と「Ｂｉｚｎｅｔ利用者」があります。
Ｂｉｚｎｅｔ管理者はＢｉｚｎｅｔ利用者を登録する権限があります。

初期設定として、Ｂｉｚｎｅｔ利用者にでんさい管理者とでんさい担当者の操作権限を設定（関連付け）します。
操作権限の設定はＢｉｚｎｅｔ管理者がＢｉｚｎｅｔにログオンし利用者情報登録メニューで行います。
1人のＢｉｚｎｅｔ利用者に複数のでんさい管理者または、でんさい担当者を設定できます。【１対Ｎ】
※1人のでんさい管理者または、でんさい担当者に複数のＢｉｚｎｅｔ利用者は設定できません。【Ｎ対１】

　Ｂｉｚｎｅｔとでんさいネットの権限の設定例

①【１対１】で設定する例 ②【１対Ｎ】で設定する例

　①の例では、Ｂｉｚｎｅｔ利用者（ｓｕｚｕｋｉ）がＢｉｚｎｅｔにログオンし、メニューのでんさいネットボタンを押すとでんさい管理者としてログオンできます。
　また、Ｂｉｚｎｅｔ利用者（ｔａｎａｋａ）がＢｉｚｎｅｔにログオンし、メニューのでんさいネットボタンを押すとでんさい担当者としてログオンできます。

　②の例は、Ｂｉｚｎｅｔ利用者（ｓｕｚｕｋｉ）に対してでんさい管理者とでんさい担当者の両方の権限を設定する例です。
　Ｂｉｚｎｅｔ利用者（ｓｕｚｕｋｉ）がＢｉｚｎｅｔにログオンし、メニューのでんさいネットボタンを押すと、でんさい管理者とでんさい担当者のどちらで
　ロクオンするかを選択する画面を表示します。

でんさい担当者ＩＤ_Ａ

Ｂｉｚｎｅｔ管理者
（ｓｕｚｕｋｉ）

でんさい利用者番号

決済口座Ａ

Ｂｉｚｎｅｔ利用者
（ｓｕｚｕｋｉ）

権限の設定
でんさい管理者ＩＤ_Ａ

Ｂｉｚｎｅｔ利用者
（ｓｕｚｕｋｉ）

Ｂｉｚｎｅｔ管理者
（ｓｕｚｕｋｉ）

Ｂｉｚｎｅｔ利用者
（ｔａｎａｋａ）

でんさい管理者ＩＤ_Ａ

でんさい担当者ＩＤ_Ａ

権限の設定

権限の設定

でんさい利用者番号

決済口座Ａ
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２．１　はじめに

初めてのログオン方法

③【１対Ｎ】で設定する例（複数決済口座）

　③の例は、Ｂｉｚｎｅｔ利用者（ｓｕｚｕｋｉ）と（ｔａｎａｋａ）に対して複数決済口座分のでんさい管理者とでんさい担当者の権限を設定する例です。
　Ｂｉｚｎｅｔにログオンし、メニューのでんさいネットボタンを押すと、決済口座Ａと決済口座Ｂのどちらでログオンするかを選択する画面を表示します。
　※Ｂｉｚｎｅｔ利用者（ｓｕｚｕｋｉ）のみに全ての権限を設定することもできます。

Ｂｉｚｎｅｔ利用者
（ｔａｎａｋａ）

権限の設定
でんさい担当者ＩＤ_Ａ

決済口座Ｂ

でんさい管理者ＩＤ_Ｂ

でんさい担当者ＩＤ_Ｂ

Ｂｉｚｎｅｔ管理者
（ｓｕｚｕｋｉ）

決済口座Ａ

Ｂｉｚｎｅｔ利用者
（ｓｕｚｕｋｉ）

権限の設定
でんさい管理者ＩＤ_Ａ

でんさい利用者番号
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２．２　初めてのログオンの流れ

　（１）．準備するもの ・でんさいネット登録完了のお知らせ
・Ｂｉｚｎｅｔも初めてご利用の場合は、法人インターネットバンキング「Ｂｉｚｎｅｔ」登録完了のお知らせ

　（２）．初めてのログオンの流れ
　　　　　○Ｂｉｚｎｅｔ管理者の操作

① ③ ④
初回以外

②
初回　　

　　　　　○Ｂｉｚｎｅｔ利用者（でんさい管理者またはでんさい担当者）の操作
⑤ ⑦ ⑩

初回以外 １対１ 初回以外

⑥ ⑧ ⑨
初回　　 １対Ｎ　 初回　　

　（３）．操作内容
　　　　○Ｂｉｚｎｅｔ管理者の操作

①

②

③

④

メニューの利用者・業務情報登録／変更 ＞ 利用者情報登録／変更　を選択してください。
Ｂｉｚｎｅｔ利用者にＢｉｚｎｅｔの権限とでんさい管理者ＩＤ、でんさい担当者ＩＤを設定します。
必要に応じて数回繰り返して設定してください。

Ｂｉｚｎｅｔをログオフしてください。

契約法人
開通確認

でんさいネット
トップページ

Ｂｉｚｎｅｔ
担当者ログオン

でんさいネット
ボタンを押す

利用者
開通確認

パスワード
変更

当行ホームページの法人インターネットバンキング（Ｂｉｚｎｅｔ）の管理者ログオンを開く。
Ｂｉｚｎｅｔを初めてご利用する場合は電子証明書方式（任意）を使用しないで、ＩＤ・暗証番号方式でＢｉｚｎｅｔにログオンしてください。
（Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合は設定した方式でＢｉｚｎｅｔにログオンしてください。）

初回のみ、Ｂｉｚｎｅｔの「契約法人開通確認」画面を表示しますので、任意の暗証番号とＢｉｚｎｅｔ取引のＥメール通知受信用アドレスを設定してくださ
い。 （Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合は表示しません。）

管理者／担
当者一覧画

Ｂｉｚｎｅｔ
ログオフ

Ｂｉｚｎｅｔ
管理者ログオン

利用者情報
登録／変更

初めてのログオン方法
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２．２　初めてのログオンの流れ

初めてのログオン方法

　　　　○Ｂｉｚｎｅｔ利用者（でんさい管理者またはでんさい担当者）の操作

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

でんさい管理者または、でんさい担当者として初回のみ、でんさいネットの「初回ログオンパスワード変更」画面が表示されますので、任意のパス
ワードとでんさいネット取引のＥメール通知受信用アドレスを設定してください。（通常、ＥメールアドレスはＢｉｚｎｅｔとでんさいネットで同じアドレスを指
定してください。）

でんさいネットのトップページ（ステータス画面）を表示します。お取引後はログオフしてください。

当行ホームページの法人インターネットバンキング（Ｂｉｚｎｅｔ）の利用者ログオンを開く。
Ｂｉｚｎｅｔを初めてご利用する場合は電子証明書方式（任意）を使用しないで、ＩＤ・暗証番号方式でＢｉｚｎｅｔにログオンしてください。
（Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合は設定した方式でＢｉｚｎｅｔにログオンしてください。）

初回のみ、Ｂｉｚｎｅｔの「利用者開通確認」画面を表示しますので、任意の暗証番号とＢｉｚｎｅｔ取引のＥメール通知受信用アドレスを設定してください。
（Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合は表示しません。）

１対Ｎ（Ｂｉｚｎｅｔ１利用者に対してでんさい管理者とでんさい担当者の両方の権限を設定）の場合は、「シングルサインオン用でんさい管理者／担当
者一覧」画面を表示しますので、ログインしたい権限、決済口座を選択します。

Ｂｉｚｎｅｔメニューの「でんさいネット」ボタンを押してください。（でんさいネット用の別ウインドウが開き、Ｂｉｚｎｅｔ画面は閉じます。）
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（１）．法人インターネットバンキング Ｂｉｚｎｅｔ[ビズネット] 立場：Ｂｉｚｎｅｔ管理者

当行ホームページの法人インターネットバンキング［Ｂｉｚｎｅｔ］画面です。

管理者ログオンボタンを押してください。ログオン方式の選択画面に遷移します。

画面の説明

〔用意するもの〕
・でんさいネット登録完了のお知らせ
・Ｂｉｚｎｅｔ登録完了のお知らせ（ご新規の場合）
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（２）．契約法人ログオン

Ｂｉｚｎｅｔ管理者がログオンを行う画面です。

電子証明書方式（任意）は後から設定できますので、

Ｂｉｚｎｅｔを初めてご利用する場合は電子証明書方式を使用しないでください。

（Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合は設定した方式でＢｉｚｎｅｔにログオンしてください。）

「契約法人ＩＤ」「契約法人暗証番号」を入力して、

ログオンボタンを押してください。

初めての場合は契約法人開通確認画面に遷移します。

２回目以降は管理者トップページ画面に遷移します。項番（４）へ

＜Ｂｉｚｎｅｔを初めてご利用する場合＞

■契約法人ログオン

・ 契約法人ＩＤ

「Ｂｉｚｎｅｔ登録完了のお知らせ」のお客様の契約法人ＩＤを入力してください。

・ 契約法人暗証番号

「Ｂｉｚｎｅｔ登録完了のお知らせ」の（仮）契約法人暗証番号を入力してください。

＜Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合＞

■契約法人ログオン

・ 契約法人ＩＤ

「Ｂｉｚｎｅｔ登録完了のお知らせ」のお客様の契約法人ＩＤを入力してください。

・ 契約法人暗証番号

お客様が登録した契約法人暗証番号を入力してください。

画面の説明
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（３）．契約法人開通確認

初めてのログオン時のみ表示される契約法人開通確認画面です。

契約法人暗証番号、契約法人確認暗証番号、契約法人Ｅメールアドレスを

登録（変更）してください。

■契約法人暗証番号

・ 現在の契約法人暗証番号

「Ｂｉｚｎｅｔ登録完了のお知らせ」の（仮）契約法人暗証番号を入力してください。

・ 新しい契約法人暗証番号

お客様の任意の暗証番号を入力してください。

・ 新しい契約法人暗証番号（再入力）

お客様の任意の暗証番号を再度入力してください。

■契約法人確認暗証番号

・ 現在の契約法人確認暗証番号

「Ｂｉｚｎｅｔ登録完了のお知らせ」の（仮）契約法人確認暗証番号を入力して

ください。

・ 新しい契約法人確認暗証番号

お客様の任意の確認暗証番号を入力してください。

・ 新しい契約法人確認暗証番号（再入力）

お客様の任意の確認暗証番号を再度入力してください。

■契約法人Ｅメールアドレス

Ｂｉｚｎｅｔ取引のＥメール通知に使用するアドレスを指定します。

・ 新しい契約法人Ｅメールアドレス

お客様のＥメールアドレスを入力してください。

・ 新しい契約法人Ｅメールアドレス（再入力）

お客様のＥメールアドレスを再度入力してください。

画面の説明

・暗証番号、確認暗証番号は忘れないようにしてください。
・次回のログオンからこの暗証番号を使用します。
・確認暗証番号は管理情報変更等の重要な取引で使用します。
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（４）．管理者トップページ

Ｂｉｚｎｅｔのトップページとなる管理者トップページ画面です。

＜Ｂｉｚｎｅｔを初めてご利用する場合＞

Ｂｉｚｎｅｔ利用者を新規に登録し、Ｂｉｚｎｅｔの権限と「でんさい管理者ＩＤ」または、

「でんさい担当者ＩＤ」を設定（関連付け）します。

メニューの利用者・業務情報登録/変更ボタンを押してください。

サブメニューに表示する利用者情報登録/変更ボタンを押してください。

＜Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合＞

既存のＢｉｚｎｅｔ利用者または新規のＢｉｚｎｅｔ利用者に、「でんさい管理者ＩＤ」

または、「でんさい担当者ＩＤ」を設定（関連付け）します。

メニューの利用者・業務情報登録/変更ボタンを押してください。

サブメニューに表示する利用者情報登録/変更ボタンを押してください。

画面の説明

【１対１】設定
「でんさい管理者」と「でんさい担当者」を２名で運用する場合は、
「Ｂｉｚｎｅｔ利用者」を２名登録してください。

【１対Ｎ】設定
「でんさい管理者」と「でんさい担当者」を１名で運用する場合は、
「Ｂｉｚｎｅｔ利用者」に両方のＩＤを設定してください。
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（５）．利用者情報選択

Ｂｉｚｎｅｔ利用者情報を選択する画面です。

初めての場合はＢｉｚｎｅｔ利用者の登録はありません。

＜Ｂｉｚｎｅｔを初めてご利用する場合＞

新規登録ボタンを押してください。

＜Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合＞

既存のＢｉｚｎｅｔ利用者に「でんさい管理者ＩＤ」または、「でんさい担当者ＩＤ」を

設定する場合は該当するＢｉｚｎｅｔ利用者を選択し変更ボタンを押してください。

新規のＢｉｚｎｅｔ利用者に「でんさい管理者ＩＤ」または、「でんさい担当者ＩＤ」を

設定する場合は新規登録ボタンを押してください。

画面の説明
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（６）．利用者情報登録①

Ｂｉｚｎｅｔ利用者にＢｉｚｎｅｔの権限と「でんさい管理者ＩＤ」または、

「でんさい担当者ＩＤ」を設定します。

■利用者情報

・ 利用者ＩＤ（半角英数）

任意のＢｉｚｎｅｔ利用者のＩＤを入力してください。

・ 利用者名（半角）

任意のＢｉｚｎｅｔ利用者名を入力してください。

・ 利用者名（漢字）

任意のＢｉｚｎｅｔ利用者の漢字名を入力してください。

■利用者暗証番号

・ 利用者暗証番号

任意のＢｉｚｎｅｔ利用者の暗証番号を入力してください。

・ 利用者暗証番号（再入力）

任意のＢｉｚｎｅｔ利用者の暗証番号を再度入力してください。

■利用者確認暗証番号

・ 利用者確認暗証番号

任意のＢｉｚｎｅｔ利用者の確認暗証番号を入力してください。

・ 利用者確認暗証番号（再入力）

任意のＢｉｚｎｅｔ利用者の確認暗証番号を再度入力してください。

■利用者Ｅメールアドレス

Ｂｉｚｎｅｔ取引のＥメール通知に使用するアドレスを指定します。

・ 利用者Ｅメールアドレス

Ｂｉｚｎｅｔ利用者のＥメールアドレスを入力してください。

・ 利用者Ｅメールアドレス（再入力）

Ｂｉｚｎｅｔ利用者のＥメールアドレスを再度入力してください。

画面の説明
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（７）．利用者情報登録②

前ページのつづき

■利用者電子証明書発行

新規登録の場合は、「発行しない」にチェックしてください。

電子証明書方式（任意）は後から設定できます。

■利用者権限情報および限度額の設定

Ｂｉｚｎｅｔ利用者にＢｉｚｎｅｔ取引のオンライン取引権限と限度額を設定します。

全ての権限を選択する場合は全選択ボタンを押してください。

限度額を未入力の場合は上限限度額を設定します。

■でんさいネット権限情報の設定

Ｂｉｚｎｅｔ利用者に「でんさい管理者ＩＤ」または「でんさい担当者ＩＤ」を設定します。

・ でんさい管理者

Ｂｉｚｎｅｔ利用者をでんさい管理者として登録する場合は、

「でんさいネット登録完了のお知らせ」の「でんさい管理者ＩＤ」を選択

し追加ボタンを押してください。

・ でんさい担当者

Ｂｉｚｎｅｔ利用者をでんさい担当者として登録する場合は選択します。

「でんさいネット登録完了のお知らせ」の「でんさい担当者ＩＤ」を選択

し追加ボタンを押してください。

画面の説明

設定済みのでんさい管理者ＩＤ、でんさい担当者ＩＤは別のＢｉｚ
ｎｅｔ利用者に設定できません。

【１対１設定】
「でんさい管理者」と「でんさい担当者」を２名で運用する場合は、
「Ｂｉｚｎｅｔ利用者」を２名登録してください。

【１対Ｎ設定】
「でんさい管理者」と「でんさい担当者」を１名で運用する場合は、
「Ｂｉｚｎｅｔ利用者」に両方のＩＤを設定してください。

2.3-7



２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（８）．利用者情報登録③

前ページのつづき

■でんさいネット権限情報の設定 （削除の場合）

追加した「でんさい管理者ＩＤ」または「でんさい担当者ＩＤ」を表示します。

削除ボタンで追加したＩＤを削除できます。

■契約法人確認暗証番号

全ての項目の設定が終了した場合、

項番（３）．契約法人開通確認で設定した契約法人確認暗証番号を

入力して登録ボタンを押してください。利用者情報選択画面に遷移します。

画面の説明
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（９）．利用者情報選択

利用者情報選択に戻りますので設定内容を確認してください。

でんさい欄の管理者または担当者が○×になっています。

１対Ｎ設定の場合は続けてＢｉｚｎｅｔ利用者の登録を行います。

別のＢｉｚｎｅｔ利用者にＢｉｚｎｅｔの権限と「でんさい管理者ＩＤ」または、

「でんさい担当者ＩＤ」を設定します。

手順は項番（６）．利用者情報登録①から繰り返します。

「でんさい管理者ＩＤ」と「でんさい担当者ＩＤ」の設定が終了した場合は、

メニューのログオフボタンを押して終了してください。

画面の説明

2.3-9



２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（１０）．契約法人ログオフ

ログオフを行う画面です。

ログオフを確認しログオフボタンを押します。

画面の説明
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２．３　ログオンの画面説明（Ｂｉｚｎｅｔ管理者編）

（１１）．契約法人ログオフ完了

ログオフの完了画面です。

今回のログオン日時と今回のログオフ日時を確認し閉じるボタンを押してください。

画面の説明

登録した情報をＢｉｚｎｅｔ利用者に通知してください。
「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」
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（１）．法人インターネットバンキング Ｂｉｚｎｅｔ[ビズネット] 立場：Ｂｉｚｎｅｔl利用者（でんさい管理者／でんさい担当者）

当行ホームページの法人インターネットバンキング［Ｂｉｚｎｅｔ］画面です。

利用者ログオンボタンを押してください。ログオン方式の選択画面に遷移します。

画面の説明

〔事前準備〕
・Ｂｉｚｎｅｔ管理者による利用者情報登録作業（項番２．３）

〔用意するもの〕
・でんさいネット登録完了のお知らせ
・Ｂｉｚｎｅｔ管理者から通知を受けるもの
「契約法人ＩＤ」
「利用者ＩＤ」
「利用者暗証番号」
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（２）．利用者ログオン

Ｂｉｚｎｅｔ利用者がログオンを行う画面です。

電子証明書方式（任意）は後から設定できますので、

Ｂｉｚｎｅｔを初めてご利用する場合は電子証明書方式を使用しないでください。

（Ｂｉｚｎｅｔをご利用中の場合は設定した方式でＢｉｚｎｅｔにログオンしてください。）

Ｂｉｚｎｅｔ管理者から通知された契約法人ＩＤ、利用者ＩＤ、利用者暗証番号を入力

してログオンボタンを押してください。

初めての場合は利用者通確認画面に遷移します。

２回目以降は利用者トップページ画面に遷移します。項番（４）へ

■利用者ログオン

・ 契約法人ＩＤ

Ｂｉｚｎｅｔ管理者から通知された契約法人ＩＤを入力してください。

（「Ｂｉｚｎｅｔ登録完了のお知らせ」のお客様の契約法人ＩＤです。）

・ 利用者ＩＤ

Ｂｉｚｎｅｔ管理者から通知された利用者ＩＤを入力してください。

（Ｂｉｚｎｅｔ管理者が登録した利用者ＩＤです。）

・ 利用者暗証番号

Ｂｉｚｎｅｔ管理者から通知された利用者暗証番号を入力してください。

（Ｂｉｚｎｅｔ管理者が登録した利用者暗証番号です。）

画面の説明
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（３）．利用者開通確認

初めてのログオン時のみ表示される利用者確認画面です。

利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者Ｅメールアドレスを

登録（変更）してください。

■利用者暗証番号

・ 現在の利用者暗証番号

Ｂｉｚｎｅｔ管理者から通知された利用者暗証番号を入力してください。

（Ｂｉｚｎｅｔ管理者が登録した利用者暗証番号です。）

・ 新しい利用者暗証番号

変更する場合はお客様の任意の暗証番号を入力してください。

・ 新しい利用者暗証番号（再入力）

変更する場合はお客様の任意の暗証番号を再度入力してください。

■利用者確認暗証番号

・ 現在の利用者確認暗証番号

Ｂｉｚｎｅｔ管理者から通知された利用者確認暗証番号を入力してください。

（Ｂｉｚｎｅｔ管理者が登録した利用者確認暗証番号です。）

・ 新しい利用者確認暗証番号

変更する場合はお客様の任意の利用者確認暗証番号を入力してください。

・ 新しい利用者確認暗証番号（再入力）

変更する場合はお客様の任意の利用者確認暗証番号を再度入力してくだ

さい。

■利用者Ｅメールアドレス

Ｂｉｚｎｅｔ取引のＥメール通知に使用するアドレスを指定します。

・ 現在の利用者Ｅメールアドレス

Ｂｉｚｎｅｔ管理者が登録した利用者Ｅメールアドレスを表示しますので、

確認してください。

・ 新しい利用者Ｅメールアドレス

変更する場合は新しいＥメールアドレスを入力してください。

・ 新しい利用者Ｅメールアドレス（再入力）

変更する場合は新しいＥメールアドレスを再度入力してください。

画面の説明

・暗証番号、確認暗証番号は忘れないようにしてください。
・次回のログオンからこの暗証番号を使用します。
・確認暗証番号は資金移動等の重要な取引で使用します。
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（４）．利用者トップページ

Ｂｉｚｎｅｔのトップページとなる利用者トップページ画面です。

メニューのボタンを押して取引を行います。

Ｂｉｚｎｅｔの操作はホームページのＢｉｚｎｅｔ操作マニュアルをご覧ください。

でんさいネットを開始する場合はメニューのでんさいその他ボタンを押してください。

サブメニューに表示するでんさいネットボタンを押してください。

画面の説明
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（５）．でんさいネットサービスご利用確認

メニューのでんさいネットボタンを押した時の画面です。

Ｂｉｚｎｅｔの取引を終了し、でんさいネットの利用開始を確認する画面です。

でんさいネットを開始する場合は次へボタンを押してください。

この画面は項番（６）へ遷移し、同時に新しい画面の項番（７）を表示します。

画面の説明

〔お願い〕
次へボタンを押した場合は別のウィンドウででんさいネットを表示
します。このためＢｉｚｎｅｔの画面は閉じます。Ｂｉｚｎｅｔの
お取引を行う場合はお手数ですが再度ログオンしてください。
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（６）．でんさいネットサービス利用開始確認

Ｂｉｚｎｅｔの取引終了画面です。

閉じるボタンを押してください。

画面の説明

2.4-6



２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（７）．シングルサインオン用でんさい管理者／担当者一覧画面

でんさいネットの取引を行うＩＤを選択する画面です。

ＩＤを選択し、選択ボタンを押してください。

初めての場合はでんさいネット初回ログオンパスワード変更画面に遷移します。

２回目以降はでんさいネットのトップページとなるステータス画面に遷移します。

項番（９）へ

■でんさい管理者／担当者一覧

でんさいネットの取引を行うＩＤを選択し、選択ボタンを押してください。

画面の説明

この画面は、【１対Ｎ】で「Ｂｉｚｎｅｔ利用者」に複数のＩＤを
設定した場合表示されます。
【１対１】で設定した場合は表示されません。
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（８）．でんさいネット担当者ログオンパスワード変更画面

でんさいネットの初回利用時のみ表示されるログオンパスワード変更画面です。

（画面はでんさい担当者の例です。）

バスワード変更、連絡先情報を入力し利用者情報登録ボタンを押してください。

■バスワード変更

・ 現在のパスワード

「でんさいネット登録完了のお知らせ」の（仮）パスワードを入力してください。

・ 新しいパスワード

お客様の任意のパスワードを入力してください。

・ 新しいパスワード（確認）

お客様の任意のパスワードを再度入力してください。

■連絡先情報

でんさいネット取引のＥメール通知に使用するアドレスを指定します。（重要）

通常は項番（３）．利用者開通確認で登録したＢｉｚｎｅｔ取引の

利用者Ｅメールアドレスを入力してください。

確認用のメールを送信いたします。

・ Ｅメールアドレス１～３

Ｅメールアドレス１から順番に最低１件入力してください。

・ Ｅメールアドレス１～３（確認）

Ｅメールアドレスを再度入力してください。

・ 電話番号

任意でお客様の電話番号を入力してください。

・ ＦＡＸ番号

任意でお客様のＦＡＸ番号を入力してください。

画面の説明

新しいパスワードは半角の英字と数字もしくは記号を組み合わせた
文字列を8～10桁で入力してください。
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（９）．でんさいネット担当者ステータス画面

でんさいネットのトップページとなるステータス画面です。

でんさい管理者とでんさい担当者では画面が異なります。

左記画面はでんさい担当者の例です。

でんさいネットのお取引の操作は、

でんさいネット操作マニュアルの３．取引編をご覧ください。

画面の説明
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２．４　ログオンの画面説明（でんさい管理者／でんさい担当者編）

（１０）．利用者ログオフ

でんさいネットのログオフを行う画面です。

メニューのログオフボタンを押します。

ログオフの完了画面です。閉じるボタンを押してください。

画面の説明
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