
トークン生成機をス
マートフォンへ変更
することもできます

④スマートフォン
から2回目以降の

ログイン

④スマートフォン
から2回目以降の

ログイン

④スマートフォン
から2回目以降の

ログイン

①ログイン
（初回）

ワンタイムパス
ワード入力

詳しくは
サポートデスクまで
お問い合わせくださ

い
0120-80-8689

「利用の解除」の
お手続きが必要

となります
（利用申込書）

③ワンタイム
パスワード
利用申込

①ログイン
(初回)

ワンタイムパス
ワードの利用

中止手続き済み

ワンタイムパス
ワードの利用

中止手続き未済

携帯電話をトーク
ン生成機として継

続利用する

③ワンタイム
パスワード
利用申込

②サービス
開始登録

スマートフォンから初めてのログイン

①ログイン
（初回）

③ワンタイム
パスワード
利用申込

ワンタイムパスワード利用中であり
携帯電話からスマートフォンへ変更した

①ログイン
（初回）

ワンタイムパス
ワードを利用して

いない

インターネット
バンキングの

ご利用が
初めての方

インターネットバンキングをすでにご利用中の方



①ログイン（初回）

契約者番号、ログインパス
ワード、暗証番号を入力し、
ログインします。

ワンタイムパスワード入力

携帯電話をトークン生成機
として利用する場合は、
ワンタイムパスワード入力
画面が表示されます。



②サービス開始登録

Ｅメールアドレスを登録して
ください。
お取引の結果などが送信
されます。

当行からの緊急連絡先電話
番号は、ご自宅・携帯電話・
勤務先などを登録してくださ
い。

一日あたりの振込・振替限
度額を設定してください。
上限額は
振込 300万円/1日、
振替 1,000万円/1日です。

ペイジー払込限度額を口座
毎に設定してください。上限
額は全ての口座が500万円
/1日です。

取引確認番号を入力してくだ
さい。

インターネットバンキングの
ご利用が初めての場合、
表示される画面です。



③ワンタイムパスワード利用申込

サービスＩＤ ユーザＩＤが表
示されます。
ワンタイムパスワードアプリ
の初期設定時に使用します
ので、必ずメモしてください。

ワンタイムパスワードアプリ
をダウンロードするため、必
ずスマートフォンのメールア
ドレスを登録してください。
迷惑メール対策の設定に
よってメールが受け取れない
場合は、設定を一旦解除し
てください。

数字（4～8桁）で指定してく
ださい。
ダウンロードしたアプリを実
行する際に使います。忘れな
いようにご注意ください。



④スマートフォンから2回目以降のログイン

ワンタイムパスワードは１分ごとに切り替わるため、契約者番号や暗証番号等の入
力に時間がかかった時にはログインが正常にできない場合があります。
その場合は、ワンタイムパスワードアプリから再度、「ログイン」ボタンをタップして、
ログイン画面を開いてください。

07228415

①契約者番号を入力

②ログインパスワードを入力

③暗証番号を入力

自動入力されています

④ログインボタンをタップ

注意

スマートフォンのアプリ一覧
より「ワンタイムＰＷ」をタップ
してください。

ワンタイムパスワードアプリ
を起動すると、表示される画
面です。

「ログイン」ボタンをタップして
ください。
ワンタイムパスワードは
次画面へ自動入力されま
す。



ワンタイムパスワードの初期設定について

本アプリをご利用になる前に、お使いのスマートフォンの日時を正しく設定してくださ
い。
設定方法につきましては、スマートフォンに付属の取扱説明書をご確認ください。

1.2 ワンタイムパスワードアプリをダウンロードする

1.1 スマートフォンの時刻を確認する

1.2.1 iPhone の場合

本アプリインストール完了時に、「1.3 初期設定をする」を参照に初期設定を行ってく
ださい。

注意

１ スマートフォンからイン
ターネットバンキングへロ
グインし、ワンタイムパス
ワードの利用申込を行っ
てください。

申込画面で入力し
たメールアドレス宛
にメールが送信され
ますので、本アプリ
のダウンロード用の
URL（スマートフォン
の方）を選択してくだ
さい。

いつも群馬銀 行をご利用 いた
だきありが とうございます。
･アプリを下記よりダウンロー
ドしてください。
携 帯電話 の方：https://XXX
スマートフォンの 方：

https://XXX
･ダウンロード後 、アプリを実
行し、サービスＩＤ、ユーザＩ
Ｄ、利用開 始パスワードを入
力し、設定 を行ってください。
サ ービスＩＤ：1111111
ユ ーザＩＤ：222222

２ スマートフォンのブラウザ
が稼働し、本アプリのダウ
ンロードサイトへ遷移しま
す。

「ダウンロードサイ
ト」を選択してくださ
い。

３ AppStoreのアプリダウン
ロードページに遷移しま
す。

「インストール」をタッ
プして、アプリをイン
ストールドしてくださ
い。
（インストールには
アップルＩＤパスワー
ドが必要です。）

４ インストールが完了すると
アプリが追加されます。

アプリ一覧より「ワン
タイムＰＷ」をタップ
してください。
アプリが起動し、初
期設定画面が表示
されます。



1.2.2 Andoird の場合

本アプリダウンロード完了時に、「1.3 初期設定をする」を参照に初期設定を行って
ください。

１ スマートフォンからイン
ターネットバンキングへロ
グインし、ワンタイムパス
ワードの利用申込を行っ
てください。

申込画面で入力し
たメールアドレス宛
にメールが送信され
ますので、本アプリ
のダウンロード用の
URL（スマートフォン
の方）を選択してくだ
さい。

いつも群馬 銀行をご利 用い
ただきありがとうございます。
･アプリを下 記よりダウンロー
ドしてください。
携帯 電話の方 ：https://XX X
スマートフォンの方：

https: //XXX
･ダウンロー ド後、アプリを実
行し、サ ービスＩＤ、ユーザＩ
Ｄ、利用 開始パ スワードを入
力し、設 定を行 ってください。
サービスＩＤ：1111 111
ユーザＩＤ：2222 22

２ スマートフォンのブラウザ
が稼働し、本アプリのダウ
ンロードサイトへ遷移しま
す。

「ダウンロードサイ
ト」を選択してくださ
い。

３ Ａndroid Marketのアプリ
ダウンロードページに遷
移します。

「マーケット」を選択
してください。

４ ワンタイムパスワードが
検索されますので、ワンタ
イム
パスワードをタップしてく
ださい。

「ダウンロード」を
タップして、アプリを
ダウンロードしてくだ
さい。

５ ダウンロードが完了すると
アプリが追加されます。

アプリ一覧より「ワン
タイムＰＷ」をタップ
してください。
アプリが起動し、初
期設定画面が表示
されます。

注意



1.3 初期設定をする

�

ワンタイムパスワードアプリをダウンロード後、初めて本アプリをお使いにな

�

るときに以下の設定を行ってください。

３ 初期設定完了画面で「次
へ」ボタンをタップすると
「ワンタイムパスワード」画
面が表示されます。

以後、スマートフォン
からインターネットバ
ンキングを利用する
場合は、本アプリの
「ログイン」ボタンを
タップしてください。

２ ・サービスID
・ユーザID
・利用開始パスワード
を入力し、［送信］ボタンを
選択してください。
なお、サービスＩＤ、ユーザＩ
Ｄはメールに記載されてい
ます。また、利用開始パス
ワードはワンタイムパスワー
ド利用申込の際にお客さま
が登録したパスワードです。

通信が開始され、
成功すると初期設
定完了画面が表示
されます。

１ 「初期設定」画面が
表示されます。

ワンタイムパスワードアプ
リを起動します。




