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 なんぎん法人ＷＥＢサービス設定マニュアル  

 

当行では、「なんぎん法人ＷＥＢサービス」を利用するにあたり「電子証明書方式ログイン」を 

推奨しております。 

 

【Ⅰ．電子証明書とは？】 

  本人認証では『記憶認証』(パスワードなど)と、その人しか持っていないもので認証する『所持

認証』の二つの要素(例：キャッシュカードと暗証番号)を組み合わせた対策が有効とされています。 

  現時点で電子証明書はこの二要素認証を実現できるオンライン取引に最適な本人認証方式です。 

  

（１）メリット 

・ 万一、パスワードを不正入手されても正しい証明書が提示されない限りログインできないため、

フィッシングサイトやスパイウェア対策に有効です。 

・ 会社内の決められたパソコンの決められたユーザからしか操作できないため自宅など、他の場

所からのアクセスを制限することが出来ます。 

 

（２）デメリット 

・ パソコンの変更や使用ユーザの変更を行うごとに所定の操作が必要となります。 

・ タブレット・スマートフォンはご利用できません。Ｗｉｎｄｏｗｓパソコンのみです。 

 

（３）留意事項 

・ 電子証明書をインストールしたパソコン以外では法人 WEBをご利用できません。 

・ 電子証明書の有効期限は１年間ですので、証明書の期限が切れた場合、接続できなくなる為、

毎年、証明書の更新作業が必要となります。（※更新は期限が切れる４０日前より可） 

・ 電子証明書ログインでは通常、初回のみ「ログインＩＤ」を使用し、その後は電子証明書と

ログインパスワードを利用してログインします。しかし、電子証明書の再発行時等「ログイ

ンＩＤ」が必要となる場合がありますので「ログインＩＤ」は必ず保管ください。 

・ 電子証明書の発行は Internet Explorerのブラウザに限ります。 
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【Ⅱ．動作環境について】 

ＯＳとインターネットに接続するブラウザのバージョンは以下を推奨しております（なお、動作

確認ＯＳ・ブラウザは今後変更されることがあります）。 

対象ＯＳ 対象ブラウザ 対象ＯＳ 対象ブラウザ 

Windows８、８.１ 

InternetExplorer１１ 

FireFox 

Googlechrome 

MacOS Ｍojave 

Safari１２ 

FireFox 

Googlechrome 

Windows１０ 

InternetExplorer１１ 

Microsoft Edge 

FireFox 

Googlechrome 

MacOS Catalina 

        BigSur 

Safari１３.０ 

FireFox 

Googlechrome 

Safari１４ 

注）電子証明書発行は Windows ユーザーのみになります。Mac ユーザーは電子証明書発行は行いません。 

 

    
注）マイクロソフト社から提供されるセキュリティパッチのインストールなどの設定が必要な場合が 

あります。 

注）Windows パソコン、Internet Explorer であってもセキュリティソフトの設定により電子証明書がインス 

トールできない場合があります。 

注）Windows８.１以降についてはデスクトップモードにてご利用ください。 

 

 上記内容については動作確認済みの機種であり、動作を保証するものではありません。 

 イントラネットなど、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。 

 Windows・InternetExplorerは米国 MicrosoftCorporation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。 

 Macは米国 Apple Inc.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。                        

 

【Ⅲ．電子証明書をご利用しない場合のリスクについて】 

  ご利用のパソコンがＭａｃの場合は電子証明書がご利用できません。 

また、Windowsのパソコンであっても電子証明書が発行できない場合がございます。 

その場合は「ログインＩＤ/パスワード方式」のご利用が可能です。お取引の営業店窓口もしくは 

フリーダイヤル 0120-273-373 へお申し付け下さい。 

 

なお、コンピュータウイルスやフィッシング詐欺等によりＩＤ・パスワードが搾取されますと別の 

パソコンから操作されるリスクがありますので、お客様ご自身にてパソコンのセキュリティ対策を 

お願いいたします。 

←電子証明書発行時のブラウザは Internet Explorer 限定

です 
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「電子証明書認証方式」とは、利用するパソコンを限定するログイン方式です。 

セキュリティが高い反面、利用できるパソコンとブラウザ等の制限がありますので

「電子証明書を利用するにあたって（１～２頁）」をよくお読みになってから設定を

開始してください。 

「事前準備」にてＩＤ・パスワード等を決めてから操作して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

１．電子証明書の取得手順 

(1)法人 WEBのログイン画面を開き、「ログイン ID取得」ボタンを押下して下さい。 

当行ホームページは https://nangin.jp 、もしくは「なんぎん」で検索ください。 

 

法人向けインターネットバンキングのログインボタンを押下してログイン画面を表示させて 

下さい。 

 

 

 

http://nangin.jp/
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(2)以下の「口座情報登録」の画面が表示されますので、必要事項を入力し「次へ」ボタンを 

  押下して下さい。 

注） 

「代表口座情報」および「仮ログインパスワード」は「（なんぎん法人 WEBサービス）利用申込書」 

(お客様控え)と同じ内容をご入力ください。また、「仮確認用パスワード」は当行がお届けしたも 

のと同じ内容をご入力ください。 

※なお、ログインパスワードは、ソフトウェアキーボードをご使用ください。 

 

 

 

注）※ 
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(3)「サービス開始登録」の画面となるので、以下の項目を確認し、お客様ご自身で「ログイン ID」

を登録します。 

 

● 利 用 者 名：ご利用者のお名前等を入力（漢字・ひらがな入力可） 

● メールアドレス：お使いのパソコンのメールアドレス 

● ロ グ イ ン IＤ：半角の英数字を組み合わせて 6～12桁(注) 

● ログインパスワード：半角の英数字を組み合わせて 6～12桁(注) 

● 確認用パスワード：半角の英数字を組み合わせて 6～12桁(注) 

注）ＩＤ・パスワードの登録は数字のみ・英字のみの入力はできません。 

英字は大文字、小文字を区別します。また同じ文字列も登録できません。 

 

  必要事項入力後、「次へ」ボタンを押下して下さい。 
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(4)「サービス開始登録確認」画面が表示されますので、表示されている「代表口座情報」や 

「利用者情報」を確認してください。よろしければ「登録」ボタンを押下します。 

 

 

続けて「ログインへ」を押下します。 

注）電子証明書を発行するには「Internet Explorer」でネット接続する必要があります。 

Windows10 をご利用のお客様は「Internet Explorer」を検索する必要があります。 

次頁の検索手順をご参照ください。 

「Internet Explorerで接続している」または「Win10以外のお客様」は手順（５）へお進み 

ください。 
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※※※Ｗｉｎｄｏｗｓ１０をご利用のお客様※※※ 
Ｗｉｎ１０以外のパソコンをご利用のお客様は手順（５）へお進みください。 

 

 Windows10で電子証明書を発行する際は「Internet Explorer」を検索する必要があります。 

         
 

 検索手順は以下の通りです。 

 

Microsoft Edge 
このアイコンからネット接

続はしないでください。 
Internet Explorer 

このアイコンです 

①画面左下の白い○をクリックすると 

「ここに入力して検索」が表示されます 

②「ｉｅ」と入力 

③Internet Explorer が 

表示されます 
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④Internet Explorerの表示上で 

「右クリック」します 

⑤「タスクバーにピン留め」を 

クリック 

⑥画面下のタスクバーにＩｎｔｅｒ

ｎｅｔ Explorer のアイコンが追

加されました。 

 



南日本銀行 法人 WEB 電子証明書初期設定マニュアル 9 

～ブラウザ（閲覧ソフト）別の電子証明書利用可否について～ 

」

「Internet Explorer」ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ 

電子証明書の発行、法人 WEB へのログイ

ンができます。 

※こちらの利用を推奨します。 

「Google Chrome」 グーグルクローム 

法人 WEB へログインはできますが、電子

証明書の発行や更新ができません。 

「Microsoft Edge」 マイクロソフト エッジ 

Win10 より標準ブラウザとなっています。 

法人 WEB へログインはできますが、電子

証明書の発行や更新ができません。 

「Mozilla Firefox」 ファイヤーフォックス 

電子証明書は利用できません。 
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(5)「証明書発行確認」が表示されますので、「発行」ボタンを押下して下さい。 

     

 

(6) 以下のアラートが表示されることがありますので「はい」を押下してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図以外にメニューバーにアラームメッセージが表示されることがあります。 

「アドオンの実行」「ActiveX の実行」等。メッセージ部をクリックして「実行」

「はい」を選択下さい。選択後に(5)の画面に戻る場合は、再度「発行」を押し

て下さい。 

「ご利用のブラウザでは証明書が発行できません」のエラー案内が出る場合は 

ブラウザを全て閉じてから「Internet Explorer」より南日本銀行ＨＰ(nangin.jp)

を開き直してください。ログイン画面の「電子証明書発行」からログインＩＤ・

ログインパスワードの入力により操作を継続することができます。  

 



南日本銀行 法人 WEB 電子証明書初期設定マニュアル 11 

(7)「証明書発行処理中」が表示されるので、そのまましばらくお待ちください。 

    

 

 

(8)以下のようなアラートが表示される場合がありますので、「はい」を押下してください。 

 
 

 

 (9)電子証明書の発行が終了すると以下の「電子証明書発行結果画面」が表示されるので「閉じる」

ボタンを押下し、Internet Explorer を全て終了させてください。 

  (ＷＥＢ画面が残る場合は×ボタンで強制的に閉じて下さい) 
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 (10)以下のウインドウが表示されるので、「はい」をクリックして終了して下さい。 

 

 

 

(11)以上で、電子証明書の取得は終了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用のパソコンのバージョン、セキュリティ設定等により電子証明書の発行が 

できない場合もあります。 

ご不明な点についてはフリーダイヤル０１２０－２７３－３７３へお問合せく

ださい。 
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２．電子証明書でのログイン方法 

 (1) 法人 WEBのログイン画面を開き、「電子証明書ログイン」ボタンを押下します。(電子証明書を

取得した際のインターネット画面は全て閉じ、再度開き直して下さい) 

 

 

 (2)「デジタル証明書の選択」画面が表示されますので、電子証明書を選択し、「ＯＫ」ボタンを 

押下してください。(セキュリティ画面はお使いのパソコンにより異なります) 
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(3)以下の「ログイン画面」が表示されますので、「ログインパスワード」を入力し、「ログイン」 

ボタンを押下してください。 

 

 

【ワンタイムパスワード初期設定】 

初期登録後にログインしますと下記の画面が表示されます。 

お手元にあるハードトークンの①「シリアル番号」と②ワンタイムパスワードの数値をご入力くだ

さい。 

 

  

①シリアル番号 

505074445 

06/30/21 

②ワンタイムパスワード 
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(4)トップページが表示されます。ページ上部にあるメニューより操作を選択して下さい。 

   

 

※ 「登録されたログインＩＤ・パスワード等は大切に保管願います。」 

 

 

ワンタイムパスワード(ハードトークン)は主に振込振替の際に使用します。 

1個は無償で配付しておりますが、紛失・破損時は有償での交換となりますので大切に保管ください。 

 

 

操作メニュー 
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「先方負担手数料機能」の初期設定 

 

 振込手数料を振込先に負担（先方負担）させる振込方法が選択できます。下記の通り手数料テーブ

ルの設定を行って下さい。 

 

1.「先方負担手数料機能」の初期設定手順 

(1)なんぎん法人ＷＥＢサービスにログインし、画面上のタブメニューから「管理」を選択し「企業

管理」から「先方負担手数料の変更」を選択して下さい。 
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(2)先方負担手数料の登録を行います。 

① 最低支払金額欄に「０
ゼロ

」を入力します。 

② なんぎん法人ＷＥＢサービスの基準手数料で設定する場合、基準手数料の「使用する」を 

選択（注） 

③ 基準手数料読込のボタンをクリックします。 

④ 手数料が表示されるので確認下さい。 

 

   

 

 

 

 登録内容がよろしければ「変更」をクリックして下さい。 

 

注）基準手数料を使用しない場合は「使用しない」を選択下さい。 

  ④振込手数料はお客さまにて任意の金額(消費税込み)で登録下さい 

 

 総合振込をご契約のお客さまは「先方負担手数料〔総合振込〕の変更」の登録も 

同様に行って下さい。 

① 

② 

③ 

④ 
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「口座メモ」機能について 

 

 インターネットバンキングに複数の口座を登録されている場合、口座の名称を任意に 

表示できる機能です。（※Ｗｅｂ画面上の任意表示です。振込先には表示されません。） 

 

    

 

＜設定手順＞ 

    

 

 

 

ここに「名称」が表示されます 

－ 

－ 

管理を押下 

※マスターユーザから操作ください 
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「企業管理」を選択 

「口座メモの変更」を選択 

任意の文字をご入力ください 
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「変更」を押下 

「口座メモ」の登録結果 

残高照会における 

「口座メモ」の表示例 


