
 

 

平成 28年 7月 14 日 

各  位 

 

仙台市青葉区一番町二丁目１番１号 

株式会社 仙 台 銀 行 

 

法人向けインターネットビジネスバンキングサービスの 

セキュリティ強化対策のご案内について 

 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

  弊行は、被害が急増するインターネットバンキングの不正送金に対する対策として、法人の 

お客さま向けのインターネットビジネスバンキングサービスを対象に、『〈ハードウェアトーク

ン〉ワンタイムパスワード』の提供を開始します。 

 

記 

 

１.サービス開始日およびサービス内容 

（１）平成 28年 7月 19 日（火） 

（２）既にソフトウェアトークンによるワンタイムパスワードをご提供させて頂いておりますが

今回のセキュリティ強化対策により、ワンタイムパスワードのご利用が必須となります。 

（３）お客さまの利用環境・運用ニーズにあわせて、『ハードウェアトークン』または、『ソフト

ウェアトークン』をご選択頂きます。 

 

２．ワンタイムパスワードとは 

（１）ワンタイムパスワード生成機（トークン）によって生成され、60秒ごとに更新される１回 

限り有効な使い捨てパスワードです。 

（２）ご利用の都度、確認用パスワード（6桁～12 桁）に加えて、トークンに表示されたワンタ 

イムパスワード（6桁）を入力することで、お客さまご本人が行った操作であることを確 

認し、なりすましの被害を防止することができます。 

 

３．ソフトウェアトークンとハードウェアトークンの違い 

 （１）ソフトウェアトークン 

・専用アプリケーションをお客さまの携帯電話にインストールの上ご利用頂いております。 

    ・携帯電話の機種変更の場合、再度アプリケーションのインストールが必要になります。 

 （２）ハードウェアトークン 

・専用のトークンをお客さまに配付し、ご利用頂くことになります。 

※トークンの有効期限は 5年、１個目のトークンは無料で配付いたします。 

    ・１個のトークンで、複数ユーザーでの共同利用が可能です。 



 

 

４．お申込みについて 

 （１）現在、ソフトウェアトークンをご利用頂いているお客さまで、ハードウェアトークンへの 

切替をご希望される場合のお申込みについては、平成 28年 7月 19日（火）より順次受付

いたします。所定の「インターネットビジネスバンキングサービス利用申込書」に必要事

項をご記入の上、お取引店へご提出をお願いいたします。 

（２）ハードウェアトークンをご利用頂くお客さまで、事業所単位でインターネットバンキング 

をご利用されているなど、複数のハードウェアトークンが必要な場合は、【記入例】をご 

覧頂き「インターネットビジネスバンキングワンタイムパスワード追加利用・解除申込書 

（兼利用手数料口座振替依頼書）」に必要事項をご記入の上、お取引店へご提出をお願い 

いたします。尚、追加分のハードウェアトークンについては、１個あたり 2,160 円（消費 

税込）の費用が発生します。 

 

５．その他 

    振込・振替都度指定（当日）をご希望のお客さまは、当日扱いを可能とする設定の変更が 

    必要となりますので、サポートセンターにお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

本件に関する問合せ先 

仙台銀行サポートセンター TEL 0120－8661－39 

月～金曜日 9：00～17：00（土・日・祝日を除きます。） 



仙台銀行インターネットビジネスバンキング仙台銀行インターネットビジネスバンキング仙台銀行インターネットビジネスバンキング仙台銀行インターネットビジネスバンキング
ワンタイムパスワード追加利用・解除申込書（兼利用手数料口座振替依頼書）ワンタイムパスワード追加利用・解除申込書（兼利用手数料口座振替依頼書）ワンタイムパスワード追加利用・解除申込書（兼利用手数料口座振替依頼書）ワンタイムパスワード追加利用・解除申込書（兼利用手数料口座振替依頼書）

※追加・再発行申込後の取消は受付できませんので、ご了承ください。※追加・再発行申込後の取消は受付できませんので、ご了承ください。※追加・再発行申込後の取消は受付できませんので、ご了承ください。※追加・再発行申込後の取消は受付できませんので、ご了承ください。

業預様718

株式会社仙台銀行　御中株式会社仙台銀行　御中株式会社仙台銀行　御中株式会社仙台銀行　御中 お申込日お申込日お申込日お申込日 平成　平成　平成　平成　28282828　年　　年　　年　　年　7777　月　月　月　月　25　25　25　25　日　日　日　日

仙台銀行インターネットバンキン
グにおけるワンタイムパスワード
の利用にあたり、以下のとおり申
し込みます。

おところおところおところおところ

〒〒〒〒 9999 8888 0000 -

 経理課 経理課 経理課 経理課

ご担当者名ご担当者名ご担当者名ご担当者名  仙台　太郎 仙台　太郎 仙台　太郎 仙台　太郎

8888 6666 5555 6666

1111 代表口座代表口座代表口座代表口座（利用手数料引落口座）

店　名店　名店　名店　名 店番店番店番店番

　仙台市青葉区一番町2丁目1-1　仙台市青葉区一番町2丁目1-1　仙台市青葉区一番町2丁目1-1　仙台市青葉区一番町2丁目1-1

お名前お名前お名前お名前
　　株式会社青葉商事　　株式会社青葉商事　　株式会社青葉商事　　株式会社青葉商事
　　代表取締役　青葉　一郎　　代表取締役　青葉　一郎　　代表取締役　青葉　一郎　　代表取締役　青葉　一郎

電話番号電話番号電話番号電話番号  022  022  022  022 -　-　-　-　234234234234　-　　-　　-　　-　5678567856785678
ご担当部署ご担当部署ご担当部署ご担当部署

預金科目預金科目預金科目預金科目 口座番号口座番号口座番号口座番号 お届け印お届け印お届け印お届け印

本店本店本店本店
支店支店支店支店

2222 0000 1111
01.普通01.普通01.普通01.普通

1111 6666 7777
出張所出張所出張所出張所 02.当座02.当座02.当座02.当座

●ハードウェアトークンは、上記代表口座の届出住所あてに簡易書留でご送付します。●ハードウェアトークンは、上記代表口座の届出住所あてに簡易書留でご送付します。●ハードウェアトークンは、上記代表口座の届出住所あてに簡易書留でご送付します。●ハードウェアトークンは、上記代表口座の届出住所あてに簡易書留でご送付します。

2222 3333 4444 5555

3333 申込内容申込内容申込内容申込内容（該当項目に〇およびご記入ください。）

区分区分区分区分 項目・説明項目・説明項目・説明項目・説明

2222 ご利用のサービスご利用のサービスご利用のサービスご利用のサービス（該当項目に〇をお願いいたします。）

ご利用のサービスご利用のサービスご利用のサービスご利用のサービス １．　ソフトウェアトークン　　　・　　２．　ハードウェアトークン１．　ソフトウェアトークン　　　・　　２．　ハードウェアトークン１．　ソフトウェアトークン　　　・　　２．　ハードウェアトークン１．　ソフトウェアトークン　　　・　　２．　ハードウェアトークン

共共共共
通通通通

 1. 利用停止解除 1. 利用停止解除 1. 利用停止解除 1. 利用停止解除
     ※利用者の閉塞を解除する場合     ※利用者の閉塞を解除する場合     ※利用者の閉塞を解除する場合     ※利用者の閉塞を解除する場合

●ハードウェアトークンご利用の場合は、シリアル番号を●ハードウェアトークンご利用の場合は、シリアル番号を●ハードウェアトークンご利用の場合は、シリアル番号を●ハードウェアトークンご利用の場合は、シリアル番号を
　 ご記入ください。　 ご記入ください。　 ご記入ください。　 ご記入ください。

シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）
 2.  トークン失効 2.  トークン失効 2.  トークン失効 2.  トークン失効
     ※トークンエラーを解除する場合     ※トークンエラーを解除する場合     ※トークンエラーを解除する場合     ※トークンエラーを解除する場合 0000 1111 2222 3333 4444

再発行再発行再発行再発行

　1. 紛失・盗難　1. 紛失・盗難　1. 紛失・盗難　1. 紛失・盗難

区分区分区分区分 項目・説明項目・説明項目・説明項目・説明

5555 6666 7777 8888

 有 （　 個） 有 （　 個） 有 （　 個） 有 （　 個）

ハハハハ
ーーーー

ドドドド
ウウウウ

ェェェェ
アアアア
トトトト
ーーーー

クククク
ンンンン
のののの
みみみみ

追加追加追加追加

追加発行個数追加発行個数追加発行個数追加発行個数 1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）

1111 個個個個 ■ご利用のユーザ毎に登録できるトークンの個数は１個のみです。■ご利用のユーザ毎に登録できるトークンの個数は１個のみです。■ご利用のユーザ毎に登録できるトークンの個数は１個のみです。■ご利用のユーザ毎に登録できるトークンの個数は１個のみです。

　 到着後、ワンタイムパスワードの「利用開始登録」が必要です。　 到着後、ワンタイムパスワードの「利用開始登録」が必要です。　 到着後、ワンタイムパスワードの「利用開始登録」が必要です。　 到着後、ワンタイムパスワードの「利用開始登録」が必要です。

22221111

1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）

■紛失・盗難にあったトークンが発見されてもご利用はできません。■紛失・盗難にあったトークンが発見されてもご利用はできません。■紛失・盗難にあったトークンが発見されてもご利用はできません。■紛失・盗難にあったトークンが発見されてもご利用はできません。

　2. 故障　2. 故障　2. 故障　2. 故障
トークン返却トークン返却トークン返却トークン返却 シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）

無無無無

7777
　3. 破損　3. 破損　3. 破損　3. 破損

トークン返却トークン返却トークン返却トークン返却 シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）

無無無無  有 （ 有 （ 有 （ 有 （ 1 1 1 1個）個）個）個） 0000

※故障・破損したハードウェアトークンを返却して頂いた場合は費用は※故障・破損したハードウェアトークンを返却して頂いた場合は費用は※故障・破損したハードウェアトークンを返却して頂いた場合は費用は※故障・破損したハードウェアトークンを返却して頂いた場合は費用は無料無料無料無料ですが、ですが、ですが、ですが、
 　返却頂けない場合は 　返却頂けない場合は 　返却頂けない場合は 　返却頂けない場合は1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）の費用が発生します。の費用が発生します。の費用が発生します。の費用が発生します。

代表口座店代表口座店代表口座店代表口座店 事務部システム課事務部システム課事務部システム課事務部システム課

3333 4444 5555 6666 8888

受付日受付日受付日受付日 検印検印検印検印 印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合 係印係印係印係印受付日受付日受付日受付日 検印検印検印検印 印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合 係印係印係印係印

トークン発送日トークン発送日トークン発送日トークン発送日 検印検印検印検印 係印係印係印係印

【 銀行使用欄銀行使用欄銀行使用欄銀行使用欄 】

青青青青
葉葉葉葉

商商商商
事事事事

お申込個数をご記入ください。お申込個数をご記入ください。お申込個数をご記入ください。お申込個数をご記入ください。

【記入例】



仙台銀行インターネットビジネスバンキング仙台銀行インターネットビジネスバンキング仙台銀行インターネットビジネスバンキング仙台銀行インターネットビジネスバンキング
ワンタイムパスワード追加利用・解除申込書（兼利用手数料口座振替依頼書）ワンタイムパスワード追加利用・解除申込書（兼利用手数料口座振替依頼書）ワンタイムパスワード追加利用・解除申込書（兼利用手数料口座振替依頼書）ワンタイムパスワード追加利用・解除申込書（兼利用手数料口座振替依頼書）

※追加・再発行申込後の取消は受付できませんので、ご了承ください。※追加・再発行申込後の取消は受付できませんので、ご了承ください。※追加・再発行申込後の取消は受付できませんので、ご了承ください。※追加・再発行申込後の取消は受付できませんので、ご了承ください。

業預様718

ご利用のサービスご利用のサービスご利用のサービスご利用のサービス

出張所出張所出張所出張所 02.当座02.当座02.当座02.当座

●ハードウェアトークンは、上記代表口座の届出住所あてに簡易書留でご送付します。●ハードウェアトークンは、上記代表口座の届出住所あてに簡易書留でご送付します。●ハードウェアトークンは、上記代表口座の届出住所あてに簡易書留でご送付します。●ハードウェアトークンは、上記代表口座の届出住所あてに簡易書留でご送付します。

店　名店　名店　名店　名 店番店番店番店番

3333 申込内容申込内容申込内容申込内容（該当項目に〇およびご記入ください。）

支店支店支店支店 01.普通01.普通01.普通01.普通

2222

ご担当部署ご担当部署ご担当部署ご担当部署
電話番号電話番号電話番号電話番号 　   　   　   　           -　   　 --　   　 --　   　 --　   　 -

お名前お名前お名前お名前

〒〒〒〒

1111

■紛失・盗難にあったトークンが発見されてもご利用はできません。■紛失・盗難にあったトークンが発見されてもご利用はできません。■紛失・盗難にあったトークンが発見されてもご利用はできません。■紛失・盗難にあったトークンが発見されてもご利用はできません。

無無無無

預金科目預金科目預金科目預金科目

●ハードウェアトークンご利用の場合は、シリアル番号を●ハードウェアトークンご利用の場合は、シリアル番号を●ハードウェアトークンご利用の場合は、シリアル番号を●ハードウェアトークンご利用の場合は、シリアル番号を
　 ご記入ください。　 ご記入ください。　 ご記入ください。　 ご記入ください。

口座番号口座番号口座番号口座番号 お届け印お届け印お届け印お届け印

１．　ソフトウェアトークン　　　・　　２．　ハードウェアトークン１．　ソフトウェアトークン　　　・　　２．　ハードウェアトークン１．　ソフトウェアトークン　　　・　　２．　ハードウェアトークン１．　ソフトウェアトークン　　　・　　２．　ハードウェアトークン

項目・説明項目・説明項目・説明項目・説明

シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）

代表口座代表口座代表口座代表口座（利用手数料引落口座）

おところおところおところおところ

ご担当者名ご担当者名ご担当者名ご担当者名

受付日受付日受付日受付日 印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合係印係印係印係印 係印係印係印係印

シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）

トークン発送日トークン発送日トークン発送日トークン発送日 係印係印係印係印検印検印検印検印

お申込日お申込日お申込日お申込日

仙台銀行インターネットバンキン
グにおけるワンタイムパスワード
の利用にあたり、以下のとおり申
し込みます。

受付日受付日受付日受付日 検印検印検印検印

-

株式会社仙台銀行　御中株式会社仙台銀行　御中株式会社仙台銀行　御中株式会社仙台銀行　御中

ご利用のサービスご利用のサービスご利用のサービスご利用のサービス（該当項目に〇をお願いいたします。）

区分区分区分区分

検印検印検印検印 印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合

  　　　　　　　平成　  　 年　 　 月  　　　　　　　平成　  　 年　 　 月  　　　　　　　平成　  　 年　 　 月  　　　　　　　平成　  　 年　 　 月　  　  　  　  　 日　 日　 日　 日

事務部システム課事務部システム課事務部システム課事務部システム課代表口座店代表口座店代表口座店代表口座店

■ご利用のユーザ毎に登録できるトークンの個数は１個のみです。■ご利用のユーザ毎に登録できるトークンの個数は１個のみです。■ご利用のユーザ毎に登録できるトークンの個数は１個のみです。■ご利用のユーザ毎に登録できるトークンの個数は１個のみです。

　 到着後、ワンタイムパスワードの「利用開始登録」が必要です。　 到着後、ワンタイムパスワードの「利用開始登録」が必要です。　 到着後、ワンタイムパスワードの「利用開始登録」が必要です。　 到着後、ワンタイムパスワードの「利用開始登録」が必要です。

※故障・破損したハードウェアトークンを返却して頂いた場合は費用は※故障・破損したハードウェアトークンを返却して頂いた場合は費用は※故障・破損したハードウェアトークンを返却して頂いた場合は費用は※故障・破損したハードウェアトークンを返却して頂いた場合は費用は無料無料無料無料ですが、ですが、ですが、ですが、
 　返却頂けない場合は 　返却頂けない場合は 　返却頂けない場合は 　返却頂けない場合は1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）の費用が発生します。の費用が発生します。の費用が発生します。の費用が発生します。

再発行再発行再発行再発行

　1. 紛失・盗難　1. 紛失・盗難　1. 紛失・盗難　1. 紛失・盗難

追加追加追加追加
個個個個

トークン返却トークン返却トークン返却トークン返却

 有 （　 個） 有 （　 個） 有 （　 個） 有 （　 個）

ハハハハ
ーーーー
ドドドド
ウウウウ

ェェェェ
アアアア
トトトト
ーーーー
クククク
ンンンン
のののの
みみみみ

 1. 利用停止解除 1. 利用停止解除 1. 利用停止解除 1. 利用停止解除
     ※利用者の閉塞を解除する場合     ※利用者の閉塞を解除する場合     ※利用者の閉塞を解除する場合     ※利用者の閉塞を解除する場合

 2.  トークン失効 2.  トークン失効 2.  トークン失効 2.  トークン失効
     ※トークンエラーを解除する場合     ※トークンエラーを解除する場合     ※トークンエラーを解除する場合     ※トークンエラーを解除する場合

追加発行個数追加発行個数追加発行個数追加発行個数

共共共共
通通通通

　3. 破損　3. 破損　3. 破損　3. 破損

区分区分区分区分 項目・説明項目・説明項目・説明項目・説明

　2. 故障　2. 故障　2. 故障　2. 故障

トークン返却トークン返却トークン返却トークン返却

無無無無  有 （　 個） 有 （　 個） 有 （　 個） 有 （　 個）

シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）シリアル番号（8桁～12桁）

1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）

1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）1個あたり2,160円（消費税込）

【 銀行使用欄銀行使用欄銀行使用欄銀行使用欄 】


