
スマートフォンでインターネットバンキングをご利用いただく場合、以下の手順で初期登録が必要で
す。ただし、既にパソコンで初期設定がお済の方は、スマートフォンでの初期設定は不要です。パソコ
ンで設定した「ログインID」または「代表口座の支店番号・口座番号」と、ログインパスワードでサービス
へのログインが可能です。

インターネットバンキング（スマートフォン）

手順

手順

手順

利用口座の登録

ご本人確認

ワンタイムパスワード利用登録

インターネットバンキングを利用する口座の支店番号・科目・口座番号を登録します。
※既にインターネットバンキングをご利用のお客さまは、本画面からの登録はできません。
　口座を追加する場合は、関連口座登録の画面から口座の追加を行ってください。

ご本人からの申出であることを確認するため、「届出電話番号認証」および
「キャッシュカード暗証番号認証」を行います。

インターネットバンキングサービスで利用する、「ログイン ID」「ログインパスワード」
「追加認証項目」「メールアドレス」「配信サービス」の登録を行います。

手順 お客さま情報登録

初期登録 どのように登録していくかの流れについて具体的に説明します。下記の手順に沿ってお進みください。

初期登録完了

次ページ以降にて具体的な初期登録手順をご説明いたします。

お客さまに安全に取引を行っていただくため、ワンタイムパスワードご利用の登録を行います。
※ワンタイムパスワードをご利用しない場合、振込やお客さま情報更新などの重要なお取引はご利用いただけ
ませんのでご注意ください。
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手順 利用口座の登録

ログイン
大分銀行のホームページ（https://www.oitabank.co.jp）にアクセスし、トップページから
おおいたぎんこうダイレクトの　　　　　ボタンをタップしログイン画面にはいります。

ログイン画面の　  　　　　　　ボタンをタップします。新規お申込み
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新規お申込みにあたっての同意事項をご確認のうえ、同意事項の全ての項目に を入れ、
  　　　　　　　　   　ボタンをタップしてください。

⑴ 「ご利用いただけるお客さま」の内容をご確認く
ださい。

同意して新規申込み

⑵ 「おおいたぎんこうダイレクトご利用規定」を
タップすると、PDFファイルが開きますので、
内容をご確認ください。

⑶ 同意項目の全てのチェックボックスにチェック
を入れ、　　　　　　　　　   ボタンをタップし
てください。

※全てのチェックボックスにチェックを入れると　  　　　
　　　　　　　 　　ボタンがタップできるようになります。

同意して新規申込み

同意して新規申込み
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インターネットバンキングを利用する口座の登録を行います。

  支店番号・口座番号

インターネットバンキングで利用する口座の支店番
号・口座番号を入力し、　　　    ボタンをタップし
てください。
※支店番号は３桁、口座番号は７桁で入力してください。桁数
に満たない場合は、各番号の前に「0」を入れて桁数を合わせ
てください。

ログイン
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手順 ご本人確認

届出電話番号によるご本人確認を行います。

届出電話番号
当行にお届けいただいている電話番号が表示されま
す。発信が可能な電話番号を選択し、
　　　　　　　　 ボタンをタップしてください。
※当行にお届けいただいている電話番号が一つの場合は、選
択いただく必要はございません。

※表示されている電話番号からの発信ができない場合は、銀
行窓口にて届出電話番号の変更をお願いいたします。

電話番号認証を行う

●本画面が表示されてから120秒以内に、お電話下
さい。

●電話番号が非通知設定になっている場合は認証で
きません。

●呼出音がならない場合は、再度お電話下さい。
●電話番号のおかけ間違いがないようにご注意下
さい。

●２～３コール後、自動で電話が切れ、認証完了
します。
アナウンスは流れません。

●〈スマートフォンをご利用の方へ〉
通話が終了しても電話アプリケーションが自動
で終了しない場合は、ダイヤルキャンセルボタ
ンを押してブラウザに戻って下さい。

注 意

お電話くださいお電話ください

キャッシュカード暗証番号による本人認証を行います。

インターネットバンキングで利用する口座のキャッ
シュカード暗証番号を入力し、　　　  ボタンを
タップしてください。

「電話番号認証」画面に表示されている「ご登録電
話番号」から「認証先電話番号（通話料無料）」に
お電話ください。
ご登録電話番号からの発信が確認できましたら、自
動的に通話が終了され、次の画面に遷移します。
次の画面に自動遷移しない場合は　　 　　   ボタ
ンをタップしてください。

確定する

次へ
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手順 お客さま情報登録

ログインＩＤ、ログインパスワード、追加認証の登録を行います。

ログインＩＤ
インターネットバンキングにログインする際に使用
する、お客さまのお名前に代わるものです。半角英
数字6～12桁で入力してください。

ログインパスワード
インターネットバンキングにログインする際に使用
するパスワードです。半角英数字 4～12桁で入力
してください。

追加認証
不正利用の恐れがある場合に追加で認証を行うため
の情報です。
【質問】（３項目全て設定が必要です）
当行で準備した10個の質問の中から選択してく
ださい。

【回答】
選択された質問に対する回答を入力してください。
※回答は16文字以内で設定してください。
英数（A～Z、a～z、0～9）は、半角で入力された場合で
も全角文字として登録されます。

ご注意内容を確認後、チェックボックスにチェック
を入れ、　　　　　　　　   ボタンをタップしてく
ださい。

登録を確定する
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メールアドレス、配信サービスの登録を行います。

登録内容に誤りがなければ、　　　　　　　　  ボ
タンをタップしてください。誤りがある場合は
　　　 をタップし、内容を修正してください。

登録内容を確認し、　　　  ボタンをタップしてくだ
さい。

登録を確定する

訂正する

次へ

メールアドレス（携帯電話のメールアドレスも可）を
入力してください。
※お客さまへ大切なお知らせ等を送付させていただ
きますので、メールアドレスを変更された場合は、
インターネットバンキングに登録いただいたメー
ルアドレスも変更してください。

ダイレクトメール配信を希望する場合は、チェック
を入れ、　　　　　　ボタンをタップしてください。確認画面へ
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手順 ワンタイムパスワード利用登録

ワンタイムパスワードの利用登録を行います。

「申請する」を選択し、　　　  ボタンをタッ
プしてください。
※ワンタイムパスワードを利用しない場合は、振込
やお客さま情報の更新などの重要なお取引ができ
なくなりますので、ご注意ください。

次へ

大分銀行アプリのダウンロードを行います。（スマートフォンでの操作となります）

アプリストアから、大分銀行アプリをダウン
ロードします。お持ちのスマートフォンの
機種に合ったボタンをタップしてください。
※既にアプリをダウンロード済のお客さまは、
　　  へお進みください。

iOS Android

35



⑵ アプリ紹介最終画面の
 　　　　　　　　　　　　　 ボタンを
タップしてください。

※既に大分銀行アプリをご利用のお客さまは、ア
プリトップ画面が表示されますので、
⑷へお進みください。

初めてご利用される方

ワンタイムパスワードの設定を行います。

⑴ アイコンをタップし、大分銀行アプリを
起動します。

⑶ 利用規定をご確認のうえ、「規定と個
人情報の利用目的に同意する」に　 を
入れ、　　　　　　　　　    ボタンを
タップしてください。

※大分銀行アプリに口座を登録する場合は、
　　　　　　　　　　　  　　ボタンをタップし、
　画面の案内にしたがって口座を登録してくだ
さい。

　　　　　　　　    今は登録しない

画 案内にしたが 座
口座を登録して始める
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⑸ ＯＴＰ機能のご案内画面の内容を確認
し、　　　  および　　　　　　　　
ボタンをタップしてください。

⑷ アプリトップページから ワンタイムパスワード 
ボタンをタップしてください。

利用登録をする次へ
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⑹ インターネットバンキングで登録済の「ログイ
ンＩＤ」または「支店番号・口座番号」と「ログイ
ンパスワード」を入力し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　ボタンを
タップしてください。
ワンタイムパスワード利用開始

⑺ ご本人確認のため、次の画面（電話番号認証）で、
当行にお届けいただいている電話番号から、画
面で表示する電話番号にお電話いただきます。
発信が可能な電話番号を選択し、
　　　　　　　　　　　　ボタンをタップして
ください。
※当行にお届けいただいている電話番号が一つの場合は、
選択いただく必要はございません。
※表示されている電話番号からの発信ができない場合は、
銀行窓口にて届出電話番号の変更をお願いいたします。

電話番号認証を行う
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お電話
ください
お電話
ください

電話が切れても電話画面が
自動終了しない場合は、
キャンセル ボタンをタッ
プして終了してください。

⑼ 本人認証が完了しましたら、　　　  ボタンを
タップしてください。

次へ

⑽ 初期設定が完了しましたら、　　　  ボタンを
タップしてください。

次へ

⑻ 画面に表示されている「ご登録電話番号」から
「認証先電話番号（通話料無料）」にお電話いた
だき、音声案内にしたがって認証を行ってくだ
さい。
ご登録電話番号からの発信が確認できましたら、
自動的に通話が終了され、次の画面に遷移します。
（次の画面に遷移しない場合は
　　　　　　　　　　　 ボタンをタップしてく
ださい）
認証結果を確認する
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ワンタイムパスワードの初期設定が完了すると、本画面が表示されます。

以上で初期登録は完了です。
インターネットバンキングにログイン後、各種サービスをご利用ください。

⑾ トークン表示名を変更する場合は変更し、
 ボタンをタップしてください。

⑿ 　　　　　   ボタンをタップし、ログインして
ください。ログインを行うことでワンタイムパ
スワードの利用開始登録が行われ、以降ワンタ
イムパスワードを使用したログイン方式に変更
されます。

ログイン

登録
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