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スマートフォン専用画面の利用開始マニュアル 
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平成３０年４月 

 



本マニュアルは既にログイン ID の取得が終了しているお客様を対象としています。ログイン ID の取得等

は別途、ログイン画面の初めてご利用になる方「初回利用登録」の実行が必要となりますのでご注意くだ

さい。 

 

|初めてご利用になる方 

 

上記ボタンより、ログイン ID の取得をお願いいたします。 
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ワンタイムパスワードのスマートフォン対応について（1/4）

ログイン
サービス開始登録
（お客様情報登録）

ワンタイムパスワード
利用申請

（ソフトウェアトークン）

ワンタイムパスワード
利用認証

（ソフトウェアトークン）
（結果確認）

ソフトトークン
ダウンロード

ＯＴＰ
ログイン

トークン発行 トークンダウンロード 利用開始

【ログイン画面】 【サービス開始登録画面】
【ワンタイムパスワード利用申請
（ソフトウェアトークン）画面】

【ワンタイムパスワード利用申請（ソフ
トウェアトークン）（結果確認）画面】

当該リンクでも直
接ソフトウェアトーク
ンダウンロード可能
です。

※サービスＩＤ、ユー
ザＩＤはトークンの初
期設定時に必要と
なります。

メールアドレス、利用開始パスワー
ドを入力します。
※利用開始パスワードはトークン初
期設定時に必要になります。

ログイン認証後サー
ビス開始登録画面
へ遷移します。

当該画面にて初回
ログイン時のサービ
ス開始登録を実施
頂けます。

このタイミングで入
力したメールアドレ
ス宛にソフトトーク
ンダウンロード用Ｕ
ＲＬが送信されます。

画面カスタマイズにて「トークンダウ
ンロードボタン」を削除することがで
きます。

Copyright © 2013 NTT DATA CORPORATION
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ワンタイムパスワードのスマートフォン対応について（2/4）

ログイン
サービス開始登録
（お客様情報登録）

ワンタイムパスワード
利用申請

（ソフトウェアトークン）

ワンタイムパスワード
利用認証

（ソフトウェアトークン）
（結果確認）

ソフトトークン
ダウンロード/初期設定

ＯＴＰ
ログイン

トークン発行 トークンダウンロード 利用開始

以下２通りの方法にてトークンのダウンロード画面への遷移が可能です。

【ワンタイムパスワード利用申請（ソフ
トウェアトークン）（結果確認）画面】

ワンタイムパスワード利用申請
（ソフトウェアトークン）（結果確
認）画面の「トークンダウンロード」
リンクタップにより、ダウンロード
サイト画面に遷移します。

ワンタイムパスワード利用申請
（ソフトウェアトークン）画面で入
力したメールアドレス宛にダウン
ロード用ＵＲＬが添付されますの
で、添付ＵＲＬからダウンロード
サイト画面に遷移します。

①利用申請画面から直接ダウンロード ②メール添付ＵＲＬからダウンロード

利用開始メールを受信

いつも○○銀行をご利用いただきありが
とうございます。
トークンアプリにサービスＩＤ、ユーザＩＤ、
利用開始パスワードを入力し、トークンの
設定を行ってください。
サービスID：%service%
ユーザID：%user%
トークンアプリをお持ちでない場合には、
下記のURLよりダウンロードしてください。
携帯の方：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
スマートフォンの方：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ご不明な点がございましたら、下記までご
連絡ください。
連絡先 9999-99-9999
これからも○○銀行をよろしくお願いしま
す。

※サービスＩＤ、ユー
ザＩＤはトークンの初
期設定時に必要と
なります。

携帯用トークンを発
行するメール内容と
同様です。

Copyright © 2013 NTT DATA CORPORATION
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アプリダウンロード詳細については
Ｐ２０～２４を参照ください。

ワンタイムパスワードのスマートフォン対応について（3/4）

ログイン
サービス開始登録
（お客様情報登録）

ワンタイムパスワード
利用申請

（ソフトウェアトークン）

ワンタイムパスワード
利用認証

（ソフトウェアトークン）
（結果確認）

ソフトトークン
ダウンロード／初期設定

ＯＴＰ
ログイン

トークン発行 初期設定 利用開始

AppStore
に移動

ワンタイムパスワードアプリ

Android
Market
に移動

■サービスＩＤ
・ＯＴＰ認証センタにて金融機関様を一意に特定する

ＩＤです。（接続試験環境/商用環境で異なるＩＤとな
ります）

・ワンタイムパスワード利用申請（ソフトウェアトーク
ン）（結果確認）画面に出力されます。

■ユーザＩＤ
・ご利用様を一意に特定するＩＤです。
・ワンタイムパスワード利用申請（ソフトウェアトーク

ン）（結果確認）画面に出力されます。
■利用開始パスワード
・ワンタイムパスワード利用申請（ソフトウェアトーク

ン）画面にてご利用者様で入力されたパスワードに
なります。

トークンをダウンロードした端末にて、トーク
ン用アプリを起動頂き、以下項目を入力頂
くことで設定完了となります。

【ワンタイムパスワードアプリダウンロードサイト画面】 【APPStore/Android Market】 【初期設定画面】 【初期設定完了画面】
※弊社提供画面です

Copyright © 2013 NTT DATA CORPORATION
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ワンタイムパスワードのスマートフォン対応について（4/4）

ログイン
サービス開始登録
（お客様情報登録）

ワンタイムパスワード
利用申請

（ソフトウェアトークン）

ワンタイムパスワード
利用認証

（ソフトウェアトークン）
（結果確認）

ソフトトークン
ダウンロード／初期設定

ＯＴＰ
ログイン

トークン発行 初期設定 利用開始

【ログイン画面】 【メニュー画面】

07228415

ロゴ画像にリンクを設定する
ことが可能です。
リンク画像をタップいただく
ことで指定いただくURLに遷
移いたします。

01359344

ログインボタンを押下した場
合、スマートフォン専用画面
のログイン画面を出力します。
（パスワードの手入力は不要
であり「使いやすさ」を実現し
ます。）

金融機関HP

【携帯電話用ＯＴＰアプリで
のログインイメージ】

【スマートフォン用ＯＴＰアプリで
のログインイメージ】

携帯用OTPアプリ
で表示されている
ワンタイムパスワー
ドを手入力する。

ワンタイムパス
ワード利用開始
手順がスマート
フォンではログイ
ンすることで自
動的にできます。

Copyright © 2013 NTT DATA CORPORATION



『ワンタイムパスワードアプリ』ダウンロード画面フロー（１/２）
（Android端末）

「ダウンロードサイト」を
タップします。

「常にこの操作で使用す
る」を選択し「マーケット」
を選択します。

「ワンタイムパスワード」
アプリが検索されます。

「ダウンロード」ボタンを
タップします。
（次ページに続きます）
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『ワンタイムパスワードアプリ』ダウンロード画面フロー（２/２）
（Android端末）

「同意してダウンロード」
をタップします。

インストールが完了するとア
プリ一覧に追加されます。
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『ワンタイムパスワードアプリ』ダウンロード画面フロー
（iPhone端末）

「ダウンロードサイト」を
タップします。

「インストール」をタップします。

Apple IDパスワードを入力し、
「ＯＫ」ボタンをタップします。

インストールが完了するとア
プリ一覧に追加されます。
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ダウンロードサイト（１/２）
動作確認環境

「動作確認環境」を
タップします。

「非対応機種一覧」をタップし
ます。

「対応ＯＳ一覧」をタップしま
す。
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ダウンロードサイト（２/２）
アプリケーション概要

「アプリケーション概
要」をタップします。
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