
 

サービス一覧 

 サービス一覧表  
 

ふくほう法人ＷＥＢバンキングサービスは以下のサービスを提供します。 

サービス項目 サービス概要 

残高照会 ・現在預金残高、お引出し可能残高、前日・前月末預金残高の照会ができます。 

入出金明細照会 
・お客さまの口座への入金や出金（振込や引き落とし等）の情報（入出金明細情報）の照会

ができます。 

振 

込 

振 

替 

※ 

利用者登録口座一覧

から選択 
・都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。 

最近 10 回の取引から

選択 
・最近 10回の取引履歴から振込先を選択できます。 

新規に振込口座を入力 ・新規に振込先を指定できます。 

受取人番号を指定 

（事前登録方式） 
・事前に登録した受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。 

他業務の登録振込先

口座から選択 
・総合振込、給与・賞与振込の登録振込先口座から振込先を選択できます。 

振込データの状況照会・取消 ・過去に行った振込振替取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。 

総合振込※ 

・お客さまの預金口座から、取引毎に振込先口座情報及び、日付、金額を指定し、振込を

行います。 

・振込指定日の前営業日１５：００まで総合振込データの受付を行います。 

給与・賞与振込※ 

・お客さまの預金口座から、指定した各社員の口座及び、日付、金額を指定し、振込を行い

ます。 

・当行本支店間のみは振込指定日の前営業日１５：００まで、他行宛を含む場合は振込指

定日の２営業日前１０：００まで給与・賞与振込データの受付を行います。 

口座振替※ 

・当行本支店の口座情報及び金額を指定し、指定日単位でお取引先より代金を回収し、契

約者さまの口座に入金します。 

・振替指定日の２営業日前１５：００まで請求データの受付を行います。 

取引情報の照会 ・過去に行った取引の状況を照会できます。  

税金・各種料金の払込み

(pay-easy) 

・Pay-easy（ペイジー）マークが表示された税金・公共料金等の払込み

が行えます。 

税金・各種料金の状況照会 ・税金・各種料金の払込みの取引履歴を照会することができます。 

※データ作成者権限と承認者権限を分けることができます。 

・本冊子掲載の画面等は、サービス向上を目的に変更される場合もございます。 

あらかじめご了承ください。 



 

ご利用にあたって 

 

ふくほう法人ＷＥＢバンキングサービスは以下の時間にご利用いただけます。※1 

 平日 土曜・日曜・祝日 

残高照会・入出金照会 ８：４５～２１：００ ９：００～２１：００ 

振込・振替サービス（都度指定方式） 

当行本支店宛（当日振込） 休止 休止 

当行本支店宛（振込予約） ８：４５～１７：００ 休止 

他行宛（当日振込） 休止 休止 

他行宛（振込予約） ８：４５～１７：００ 休止 

振込・振替サービス（事前登録方式） 

当行本支店宛（当日振込） ８：４５～１６：００ 休止 

当行本支店宛（振込予約） ８：４５～２１：００ ９：００～２１：００ 

他行宛（当日振込） ８：４５～１５：００ 休止 

他行宛（振込予約） ８：４５～２１：００ ９：００～２１：００ 

ペイジー（税金・各種料金の払込み） ８：４５～２１：００ 

【受付】２０：４５まで 

９：００～２１：００ 

【受付】２０：４５まで 

データ伝送サービス ※2 

総合振込・給与振込・賞与振込 

口座振替 

８：４５～２１：００ ９：００～２１：００ 

※1 ただし、以下の日時を除きます。 

 ①１月１日～１月３日、５月３日～５月５日、１２月３１日 

 ②サービス追加等によるメンテナンス時、およびあらかじめ通知する時間帯はご利用いただけません。 

 

※2 データ伝送サービスは、土・日・祝日はデータの作成・保存・確定・承認の作業はできますが、銀行
での処理は翌営業日以降となります。 

 

 

ログインID、パスワード等の管理について 

「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「各種暗証番号」は、お客さまがご本人であ
ることを確認するための重要な情報です。これらは第三者に知られることの無いように、またお忘れにならないよう

にご注意ください。定期的にパスワードを変更していただくとより安全性が高まります。 

※「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「各種暗証番号」についての説明は、Pエラー! ブック

マークが定義されていません。用語集をご覧ください。 

 

パソコンの管理について 

このサービスのご利用は契約者ご本人が管理するパソコンから行ってください。不特定多数の方が利用す

るパソコンからのご利用は、お止めください。パスワード等が盗用され被害を被る恐れがあります。 

このサービスのご利用中に、パソコンから離席する場合には必ずログアウトを行ってください。 

 

取引のご確認 

ご依頼いただいたお取引の受付確認や処理結果等の重要なご通知やご案内をスピーディに電子メールで

ご案内いたします。お客さまが振込振替等のお取引を実施したにもかかわらず受付確認メールを受信しな

い場合、またはお心当たりのない電子メールが届いた場合は「ふくほうインターネットバンキングヘルプ

デスク」またはお取引店までご連絡ください。 

 

 ご利用時間について  

 ご留意いただきたい事項  



 

 

画面移動および終了時 

ブラウザ上の「戻る」「進む」ボタンは使用しないでください。終了時には画面上の「ログアウト」ボタ 

ンを押してください。（ブラウザ上の「×」ボタンは押さないでください。） 

 

 

ふくほう法人ＷＥＢバンキングサービスをご利用いただくためには、ご利用可能な環境を準備していただ

く必要があります。 

■インターネット経由のメールが受信できるメールアドレスをお持ちであること。 

■OSとインターネットに接続するソフトのバージョンは以下を推奨。 

 
 
※左記内容については動作確認済の機種であり、動作環境   

を保証するものではありません。また、製造元のサポー 

ト期限の状況により、変更されることがあります。 

※専用のソフトは不要です。 

インターネットに接続するためのソフト、モデム、電話 

回線はお客さまにてご用意ください。 

※CATV、イントラネット等、ネットワーク環境によっては 

ご利用いただけない場合があります。 

（ポート443にご対応できない場合、ふくほう法人ＷＥＢ 

バンキングサービスのご利用ができませんので予めご了 

承ください。） 

※IE : Internet Explorerの略 

Internet Explorer（IE）は米国Microsoft Corporationの米 

国およびその他の国における 登録商標、または商標です。 

※画面右上の「文字サイズを変更」ボタンを利用して、文 

字サイズを「大」「中」「小」いずれかからご選択いただ 

けます。 

ただし、「スタイルシート」「JavaScript」「Cookie」の機 

能を無効にしている 場合はご利用いただけません。 

ブラウザの設定で有効にしていただくか、ブラウザの文 

字サイズ変更機能をご利用ください。 

 

（平成27年3月現在) 

 

※PDFファイル参照はAdobe Reader10、11のご利用を前提事項とさせて頂きます。 

※WindowsＯＳは32bit版／64bit版が確認対象。ＩＥは32bit版のみが確認対象となります。 

 

*1 WindowsVistaにつきましてはサービスパック2以降、 Windows7につきましてはサービスパック1以降が適用されていることが条件となり

ます。 

*2 IE7では画面情報が全く表示されない事象が発生することを確認しております。本事象はMS社のIE7の不具合であることが確認されており、

MS社よりパッチが提供されております。 

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;933566 

*3 Windows7にて、SPを適用されていない場合、証明書を利用するためには、MS社から提供されるセキュリティパッチＫＢ974431が適用され

ていることが条件となります。 

*4 Windows8につきましては、デスクトップUIのみを動作確認対象とさせて頂きます。 

*5 最新版のFireFoxで動作確認を実施しています。 

*6 Firefox19に搭載されているビューアでは、一部のＰＤＦファイルの表示が崩れる事象が発生することを確認しております。PDFファイル

を参照する際には、Adobe Readerで表示する設定を切り替えてご利用ください。 

*7 WindowsVista サービスパック2で証明書を利用するためには、マイクロソフト社から提供されるセキュリティパッチＫＢ980436が適用

されていることが条件となります。 

 
 

 ☆最新の状況はホームページでもご確認いただけます。 

    当行ホームページ  http://www.fukuho.co.jp/ 

        ふくほう法人ＷＥＢバンキング ≫ サービスのご案内 ≫ ご利用いただけるパソコン環境 

 
 
 

 動 作 環 境 に つ い て  

対象OS 対象ブラウザ 
証明書 

あり なし 

Windows 

Windows Vista *1 

IE7 *2*7 ○ ○ 

IE8 *7 ○ ○ 

IE9 *7 ○ ○ 

Firefox *5*6 ○  

Windows 7 *1 

IE8  ○ ○ *3 

IE9  ○ ○ *3 

IE10 ○ ○ *3 

IE11 ○ ○ 

Firefox *5*6 ○  

Windows 8 *4 
IE10 ○ ○ 

Firefox *5*6 ○  

Windows 8.1 *4 
IE11 ○ ○ 

Firefox *5*6 ○  

Mac 

MacOS X(10.9) 
Safari 7  ○  

Firefox *5*6 ○  

MacOS X(10.10) 
Safari 8  ○  

Firefox *5*6 ○  

http://www.fukuho.co.jp/


 

 セキュリティについて  

 

256ビットTLS（Transport Layer Security）暗号化方式 
お客さまのパソコンと当行のコンピュータ間のデータ通信について、本サービスを安心してご利用していただける

よう、最新式の暗号化技術の256ビットTLS暗号化方式を採用し、情報の盗聴・書換え等を防止します。 

 

ソフトウェアキーボードご利用の推奨 
ふくほう法人ＷＥＢバンキングサービスではセキュリティ向上の為、パスワードの入力にはソフトウェアキーボー

ドでの入力を推奨しております。 

 

厳重な本人確認 
サービス利用の際には、ログインパスワード・確認用パスワード（以下「パスワード等」といいます）により契約

者ご本人であることを確認しています。 

 パスワード等を当行所定回数以上誤って入力された場合には、サービスの利用をいったん停止させていただきます。 

 パスワード等は、オンラインで変更可能です。パスワード等の有効期限（９０日間）を経過した場合、パスワード

変更画面が自動起動されます。セキュリティ強化のため、随時パスワード変更を行うことをお勧めします。 

 

電子証明書方式の利用 
当行が発行する電子証明書を、お客さまのパソコンにインストールすることにより、利用するパソコンを限定する

「電子証明書方式」をお勧めします。「電子証明書方式」は、「ＩＤ認証方式」のようにどのパソコンからでもログ

インできない反面、第三者による不正利用のリスクを軽減できるという点で、セキュリティ面での強化を図ること

ができます。 

 

メール通知パスワード 

お込みや登録情報の変更等を行う際に、あらかじめご登録いただいた確認用パスワード等に加えて、「メール通知パ

スワード」8ケタを入力することにより、お取引が成立いたします。「メール通知パスワード」の追加により、第三

者による不正取引を防止することができ、安心・安全にご利用いただけます。 

 

☆ご注意事項 

①「メール通知パスワード」の送信先を、お取引に利用しているパソコンとは別のメールアドレスを持つ機器（別

パソコン、スマートフォン・携帯電話）とすることを強くお勧めします。 

※別の機器のメールアドレスをご利用されることにより、お取引に利用しているパソコン等がウィルスに感染し

た場合の、パスワード盗取を防止することができます。 

※パソコン・セキュリティ対策ソフト等は、常に最新の状態に更新してください。 

②「メール通知パスワード」が受信できない場合は、お振込みなどの取引ができなくなりますので、メールアドレ

スが正しく登録されていることをご確認ください。 

＜確認手順＞ 

「ログイン」→「管理」→「利用者管理」→「利用者情報の管理」または「利用者情報の照会」  

③迷惑メール防止などの設定等をされている場合は、「A05370003@a03.bizsol.anser.ne.jp」からの メールを受信

できるように、設定を変更してください。 

 

ご利用履歴の表示 
過去の直近３回のログイン日時を「メニュー画面」に表示しますので、不正使用がないか確認することができます。 

 

自動ログアウト 
ログインしたまま離席するなど一定時間（３０分）操作がないと、自動的にログアウトし、取引を終了させます。 

 

電子メールによるご連絡 
パスワードなどのお客さま情報の変更や、振込・振替などの重要なお取引については、お取引後にご指定の電子メ

ールアドレスにお取引内容などのメール通知を行います。 

 

ＰｈｉｓｈＷａｌｌプレミアム（不正送金・フィッシング対策ソフト） 
PhishWallプレミアムを導入すると、福邦銀行のホームページやインターネットバンキングをご利用時に、緑のシグナルが表示

され、本物の画面であることを簡単に確認できます。また、インターネットバンキングご利用中に不正な偽画面を表示させるこ

とによって、パスワードなどの認証情報を盗み取る攻撃を検知した際は、警告画面を表示し、お客さまにお知らせします。 
 


