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「ぐんぎんID新規登
録」をタップしてくだ
さい。

01. ぐんぎんIDのユーザー登録をする
STEP 1

新規登録の条件を全て
満たしていることを確
認し、「ぐんぎんID新
規登録をはじめる」を
タップしてください。

ぐんぎんID利用規定の
内容を確認し、「利用
規定に同意する」を
タップしてください。

画面案内に従い、代表
口座（注）の情報を入力
してください。
（注）任意の普通預金口座。
定期預金などは選択できま
せん。

入力内容を確認し、
「ご本人さま確認に進
む」をタップしてくだ
さい。

ご本人さま確認のため、
キャッシュカードの暗
証番号を入力し、「届
出電話番号による認証
に進む」をタップして
ください。

STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5 STEP 6
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通知先電話番号と認証
番号の通知方法（SMS
または電話）を選択し、
「通知する」をタップ
してください。

01. ぐんぎんIDのユーザー登録をする
STEP 7

STEP7で通知された認証
番号を入力し、「認証
する」をタップしてく
ださい。

画面案内に従い、ぐん
ぎんIDユーザー名・パ
スワード、メールアド
レスを入力し、「仮登
録メールを送信する」
をタップしてください。

群馬銀行から届いた
メールを開き、ユー
ザー登録完了用のURLを
タップしてください。

「確認」をタップして
ください。

「閉じる」をタップし、
ぐんぎんアプリに戻っ
てください。

STEP 8 STEP 9

STEP 10 STEP 11 STEP 12
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「メールを確認し、登
録を確認しました」に
チェックを入れ、「新
規登録を終了する」を
タップしてください。

ぐんぎんID新規登録が
完了します。引続きぐ
んぎんアプリを利用す
る場合は、「ログイン
に進む」をタップして
ください。

01. ぐんぎんIDのユーザー登録をする
STEP 13 STEP 14

－ 3－



ぐんぎんアプリを起動
し、ホーム画面から
「メニュー」をタップ
してください。

02. アプリの利用口座を追加する
STEP 1

「アプリの利用口座を
追加する」をタップし
てください。

追加する口座の店番号、
口座番号を入力し、口
座の種類を選択してく
ださい。

追加する口座の内容を
確認し、「口座を追加
する」をタップしてく
ださい。

口座の追加完了画面が
表示されると、お手続
き完了です。

STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5
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ぐんぎんアプリを起動
し、ホーム画面から
「口座一覧」をタップ
してください。

03. 入出金明細にメモを入力する
STEP 1

口座（取引）種類ごと
に一覧が表示されるの
で、メモを入力したい
口座種類の「開く」を
タップしてください。

口座一覧が表示される
ので、メモを入力した
い口座の「明細確認」
をタップしてください。

画面左上の丸い「通
帳」マークをタップし
てください。

メモを入力したい取引
の「えんぴつ」マーク
をタップしてください。

STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5 STEP 6

20文字以内でメモを入
力し、「登録」をタッ
プしてください。メモ
が入力され、完了です。
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ぐんぎんアプリを起動
し、ホーム画面から
「各種取引」をタップ
してください。

04. 振替をする
STEP 1

「振替」をタップして
ください。

出金口座を選択してく
ださい。

入金口座を選択し、
「次へ」をタップして
ください。

振替金額を入力し、
「振替内容を確認す
る」をタップしてくだ
さい。

STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5 STEP 6

振替内容を確認し、
「振替を実行する」を
タップしてください。
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「実行する」をタップ
してください。

04. 振替をする
STEP 7

振替が完了します。

STEP 8
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ぐんぎんアプリを起動
し、ホーム画面から
「各種取引」をタップ
してください。

05. 振込をする（新しい振込先へ振込む）
STEP 1

「振込」をタップして
ください。

「新しい振込先へ振込
む」を選択してくださ
い。

ご本人確認の認証方法
を確認し、「OK」を
タップしてください。

出金口座を選択し、
「次へ」をタップして
ください。

STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5 STEP 6

振込先の金融機関を選
択してください。該当
する金融機関が無い場
合は画面下部の「他の
金融機関から探す」を
選択してください。
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振込先の金融機関を入
力、表示される候補か
ら選択し、「次へ」を
タップしてください。

05. 振込をする（新しい振込先へ振込む）
STEP 7

振込先の支店名を入力、
表示される候補から選
択し、「次へ」をタッ
プしてください。

振込先口座の預金科目
を選択、口座番号を入
力し、「次へ」をタッ
プしてください。

振込金額を入力し、
「振込内容を確認す
る」をタップしてくだ
さい。

振込内容を確認し、
「届出電話番号による
認証に進む」をタップ
してください。

認証の手順を確認し、
「OK」をタップしてく
ださい。

STEP 8 STEP 9

STEP 10 STEP 11 STEP 12
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通知先電話番号と認証
番号の通知方法（SMS
または電話）を選択し、
「通知する」をタップ
してください。

05. 振込をする（新しい振込先へ振込む）
STEP 13

STEP13で通知された認
証番号を入力し、「認
証する」をタップして
ください。

完了画面の前に振込先
の登録画面が表示され
ますので、登録の要否
を選択してください。

STEP 14 STEP 15

－ 10－

振込完了画面が表示さ
れると、取引完了です。

STEP 16

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊

参考

振込依頼人名を変更す
る場合は、STEP11「振
込内容の確認」画面で
入力してください。



ご本人確認の認証方法
を確認し、「OK」を
タップしてください。

ぐんぎんアプリを起動
し、ホーム画面から
「各種取引」をタップ
してください。

06. 税金・料金を支払う
STEP 1

「税金・料金支払」を
タップしてください。

「QRコードで支払う」
「バーコードで支払
う」のいずれかをタッ
プしてください。

同意事項を確認して、
「同意して次へ」を
タップしてください。

STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5 STEP 6

出金口座を選択し、
「次へ」をタップして
ください。

－ 11－
※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



払込票のQRコードまた
はバーコードを読み
取ってください。

06. 税金・料金を支払う
STEP 7

支払内容を確認し、連
絡先電話番号を入力し、
「届出電話番号による
認証に進む」をタップ
してください。

通知先電話番号と認証
番号の通知方法（SMS
または電話）を選択し、
「通知する」をタップ
してください。

STEP 9で通知された認証
番号を入力し、「認証
する」をタップしてく
ださい。

届出電話番号による認
証が完了し、支払完了
画面が表示されると、
取引完了です。

STEP 8 STEP 9

STEP 10 STEP11

－ 12－

支払履歴を確認する場
合は、STEP3の画面で
「取引履歴を確認す
る」をタップしてくだ
さい。

参考

※ QRコードで支払う場合、届出電話
番号による認証は不要です。

※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



ぐんぎんアプリを起動
し、ホーム画面から
「各種取引」をタップ
してください。

07. 定期預金の預入をする
STEP 1

「定期預金」をタップ
してください。

預入口座を選択し、
「次へ」をタップして
ください。

出金口座を選択し、
「次へ」をタップして
ください。

注意事項などの内容を
確認し、「次へ」を
タップしてください。

STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5 STEP 6

預入金額の入力と、預
入期間を選択し、「預
入内容を確認する」を
タップしてください。
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預入内容を確認し、
「預入を実行する」を
タップしてください。

07. 定期預金の預入をする
STEP 7

「OK」をタップしてく
ださい。

定期預金の預入が完了
します。

STEP 8 STEP 9
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ぐんぎんアプリを起動
し、ホーム画面から
「口座一覧」をタップ
してください。

08. 定期預金の解約をする
STEP 1

口座（取引）種類ごと
に一覧が表示されるの
で、定期預金の「開
く」をタップしてくだ
さい。

解約する定期預金の
「明細確認」をタップ
してください。

解約する定期預金の明
細を選択してください。

明細を確認し、「解約
する」をタップしてく
ださい。

STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5 STEP 6

ご本人確認の認証方法
を確認し、「OK」を
タップしてください。
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解約内容を確認し、
「届出電話番号による
認証に進む」をタップ
してください。

08. 定期預金の解約をする
STEP 7

認証の手順を確認し、
「OK」をタップしてく
ださい。

通知先電話番号と認証
番号の通知方法（SMS
または電話）を選択し、
「通知する」をタップ
してください。

STEP 9で通知された認証
番号を入力し、「認証
する」をタップしてく
ださい。

届出電話番号による認
証が完了し、解約完了
画面が表示されると、
取引完了です。

STEP 8 STEP 9

STEP 10 STEP 11
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ぐんぎんアプリを起動
し、ホーム画面から
「各種取引」をタップ
してください。

09. カードローンの借入をする
STEP 1

「カードローン」を
タップしてください。

借入れるカードローン
の「明細確認」をタッ
プしてください。

「カードローンの借
入」をタップしてくだ
さい。

ご本人確認の認証方法
を確認し、「OK」を
タップしてください。

STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5 STEP 6

入金口座を選択し、
「次へ」をタップして
ください。
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借入金額を入力し、
「借入内容を確認す
る」をタップしてくだ
さい。

09. カードローンの借入をする
STEP 7

借入内容を確認し、
「借入を実行する」を
タップしてください。

1日あたり20万円以上を
借入れる場合、「届出
電話番号による認証に
進む」をタップしてく
ださい。

認証の手順を確認し、
「OK」をタップしてく
ださい。

通知先電話番号と認証
番号の通知方法（SMS
または電話）を選択し、
「通知する」をタップ
してください。

STEP 11で通知された認
証番号を入力し、「認
証する」をタップして
ください。

STEP 8 STEP 9

STEP 10 STEP 11 STEP 12
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届出電話番号による認
証が完了し、借入完了
画面が表示されると、
取引完了です。

09. カードローンの借入をする
STEP 13
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ぐんぎんアプリを起動
し、ホーム画面から
「各種取引」をタップ
してください。

10. カードローンの返済をする
STEP 1

「カードローン」を
タップしてください。

返済するカードローン
の「明細確認」をタッ
プしてください。

「カードローンの返
済」をタップしてくだ
さい。

出金口座を選択し、
「次へ」をタップして
ください。

STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5 STEP 6

返済金額を入力し、
「返済内容を確認す
る」をタップしてくだ
さい。
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返済内容を確認し、
「返済を実行する」を
タップしてください。

10. カードローンの返済をする
STEP 7

返済が完了します。

STEP 8
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ログイン画面のパス
ワード入力欄下部の
「パスワードをお忘れ
の場合はこちら」を
タップしてください。

11. ぐんぎんIDのパスワードを再設定する
STEP 1

表示された内容を確認
し、「OK」をタップし
てください。

画面案内に従い、アプ
リに登録している代表
口座の情報を入力し、
「次へ」をタップして
ください。

代表口座のキャッシュ
カードの暗証番号を入
力し、「次へ」をタッ
プしてください。

通知先電話番号と認証
番号の通知方法（SMS
または電話）を選択し、
「通知する」をタップ
してください。

STEP 2 STEP 3

STEP 4 STEP 5 STEP 6

STEP 5で通知された認証
番号を入力し、「認証
する」をタップしてく
ださい。
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新しいパスワードを入
力し、「設定する」を
タップしてください。

11. ぐんぎんIDのパスワードを再設定する
STEP 6

パスワード再設定が完
了します。

STEP 7
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