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サービスご利⽤のヒント 
 

１ ＩＤ・暗証番号について 
 
使用者 種類 使用画面 概要 

ＩＤ・暗証番号方式による

ログオン 
共通 契約法人ＩＤ 

利用者電子証明書取得 

・契約法人を特定するためのＩＤです。 

・当行からご郵送させていただいた「香川銀行法人インターネット

バンキング管理者カードのご案内」に記載しています。 

・管理者・利用者ともに使用します。 

・契約法人ＩＤは、変更することはできません。 

契約法人ログオン 契約法人 

暗証番号 契約法人開通確認 

・管理者が正しい操作者であるかどうかを確認させていただくため

の暗証番号です。 

・初回ログオン時には、変更する必要があります。 

契約法人開通確認 契約法人 

確認暗証番号 
管理情報登録時 

・管理者が契約法人管理者機能を利用し、各種登録変更をする際に

入力していただくための暗証番号です。 

・初回ログオン時には、変更する必要があります。 

管理者 

ワンタイム 

パスワード 
契約法人ログオン 

・当行からご郵送させていただいた「香川銀行法人インターネット

バンキング管理者カードのご案内」に記載しています。 

ＩＤ・暗証番号方式による

利用者ログオン 利用者ＩＤ 

利用者電子証明書取得 

・利用者を特定するためのＩＤです。 

・管理者が、契約法人管理者機能である「利用者情報登録」 にて

登録します。 

・利用者ＩＤは、９名まで登録が可能です。 

利用者ログオン 

利用者開通確認 利用者暗証番号 

利用者電子証明書取得 

・利用者が正しい操作者であるかどうかを確認させていただくため

の暗証番号です。 

利用者開通確認 

利用者 

利用者 

確認暗証番号 振込データ送信時 

・利用者が、取引（資金移動・ファイル伝送等）を成立させるため

に入力していただく暗証番号です。 

【管理者】社内の業務権限を反映した、利用者ごとの操作権限を設定できる方。 

【利用者】与えられた操作権限毎に、実際に操作を行う方。 

 

 

２ 使⽤可能⽂字について 

 
文字タイプ 入力可能な文字 

 数字  半角の０～９ 

英数字  数字と半角の a～z、A～Z 

英数カナ  英数字、半角空白、半角のｦを除く半角カナ、半角の下記の特殊記号 

('(+),-(ﾊｲﾌﾝ)./:?ﾞﾟ) 

【使用不可能文字は、全銀入力不可能文字（ ! " # $ % & * ; < = > @ [ \ ] 
~(ﾁﾙﾀﾞﾏｰｸ) _(ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ) ` { | } ｡ ｢ ｣ ､･ ｦ ｰ(長音) ^と英カナ小文字）】 

全角文字  全角の文字全般 

 ただし、下記の範囲の S-JIS 漢字コードで規定された漢字コードのみとします。 

 ①第一水準の漢字コード  ②第二水準の漢字コード 

 

 

３ 営業⽇の数え⽅ 

 
1 月 

日 月 火 水 木 金 土 

 

（例）振込指定日が１月１４日（火）の場合    
   ３営業日前       … １月 ８日（水） 

   １営業日前（前営業日） … １月１０日（金） 
1 2 3  4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 

３営業日前 １営業日前 

※営業日に含まれない日   
 ①土・日・祝日 

 ②１２月３１日～１月３日 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

振込指定日 祝日 
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４ 受取⼈カナ⽒名と⼊⼒について 

 
 （１）個人名は、姓と名の間にスペースを入れます 
   （例）香川 太郎 → ｶｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 
 

 （２）法人、営業所および事業所の種類名は、次の用法にもとづき略語の使用ができます 

   ●法人略語および営業所略語は、略語判別表示としてカッコを付けます 

   （例）有限会社かがわ商事      → ﾕ)ｶｶﾞﾜｼﾖｳｼﾞ 

      かがわ商事株式会社      → ｶｶﾞﾜｼﾖｳｼﾞ(ｶ 

      かがわ商事株式会社高松営業所 → ｶｶﾞﾜｼﾖｳｼﾞ(ｶ)ﾀｶﾏﾂ(ｴｲ 
   ●事業略語は、カッコを付けないでください 

   （例）かがわ協同組合 → ｶｶﾞﾜｷﾖｳｸﾐ 
   略語を使用することができる用語および略語 

１．法人略語 ２．営業所略語 

用語 略語 用語 略語 

株式会社 ｶ 営業所 ｴｲ 
有限会社 ﾕ 出張所 ｼﾕﾂ 
合名会社 ﾒ ３．事業略語 

合資会社 ｼ 用語 略語 

合同会社 ﾄﾞ 連合会 ﾚﾝ 
共済組合 ｷﾖｳｻｲ 
協同組合 ｷﾖｳｸﾐ 
生命保険 ｾｲﾒｲ 

医療法人 

医療法人社団 

医療法人財団 

社会医療法人 

ｲ 

海上火災保険 ｶｲｼﾞﾖｳ 
火災海上保険 ｶｻｲ 
健康保険組合 ｹﾝﾎﾟ 

財団法人 

一般財団法人 

公益財団法人 

ｻﾞｲ 

国民健康保険組合 ｺｸﾎ 
国民健康保険団体連合会 ｺｸﾎﾚﾝ 
社会保険診療報酬支払基金 ｼﾔﾎ 

社団法人 

一般社団法人 

公益社団法人 

ｼﾔ 

厚生年金基金 ｺｳﾈﾝ 
宗教法人 ｼﾕｳ 従業員組合 ｼﾞﾕｳｸﾐ 
学校法人 ｶﾞｸ 労働組合 ﾛｳｸﾐ 
社会福祉法人 ﾌｸ 生活協同組合 ｾｲｷﾖｳ 
更正保護法人 ﾎｺﾞ 食糧販売協同組合 ｼﾖｸﾊﾝｷﾖｳ 
相互会社 ｿ 国家公務員共済組合連合会 ｺｸｷﾖｳﾚﾝ 
特定非営利活動法人 ﾄｸﾋ 農業協同組合連合会 ﾉｳｷﾖｳﾚﾝ 
独立行政法人 ﾄﾞｸ 経済農業協同組合連合会 ｹｲｻﾞｲﾚﾝ 
地方独立行政法人 ﾁﾄﾞｸ 共済農業協同組合連合会 ｷﾖｳｻｲﾚﾝ 
中期目標管理法人 ﾓｸ 漁業協同組合 ｷﾞﾖｷﾖｳ 
国立研究開発法人 ｹﾝ 漁業協同組合連合会 ｷﾞﾖﾚﾝ 
行政執行法人 ｼﾂ 公共職業安定所 ｼﾖｸｱﾝ 
弁護士法人 ﾍﾞﾝ 社会福祉協議会 ｼﾔｷﾖｳ 

特別養護老人ホーム ﾄｸﾖｳ 有限責任中間法人 

無限責任中間法人 
ﾁﾕｳ 

有限責任事業組合 ﾕｳｸﾐ 
税理士法人 ｾﾞｲ 
行政書士法人 ｷﾞﾖ 
司法書士法人 ｼﾎｳ 
国立大学法人 

公立大学法人 
ﾀﾞｲ 

農事組合法人 ﾉｳ 
管理組合法人 ｶﾝﾘ 
社会保険労務士法人 ﾛｳﾑ 
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