


手順1 はじめてのご利用の場合 トランザクション認証のご利用開始登録方法

法人ＩＢ操作（ブラウザ）画面トークン操作画面

トランザクション認証利用開始登録 BLGI022

セキュリティ向上のため、トランザクション認証が追加されました。

事前準備としてトランザクション認証用トークンの利用開始登録が必要となります。

トランザクション認証用トークン操作方法

※トークンを何も操作しない場合、１５秒で暗転します。その場合、トークンのいづれかのボタンを押下すると再表示します。

①中央ボタンを長押し
（２秒以上）し、電源を
ＯＮにする。

②右ボタンを
押下する。

③カメラを下記の
二次元コードに
かざす。

④トークン認証コード
（１２桁）が表示される。

⑤トークン認証コード
（１２桁）を下記画面に
入力する。

⑥トークン認証ボタンを
押下する。

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

トークン認証

トークン認証コード（１２桁）※

トークン認証

▲

●●●●●●●●●●●●

トークン認証

トークン認証コード（１２桁）※

トークン認証

▲

●●●●●●●●●●●●

シリアル番号 必須 （半角数字２桁、７桁、１桁）

（半角数字２桁、７桁、１桁）

※シリアル番号を2回入力してください。

トークン認証コード（１２桁）

必須

トークン利用開始登録

トークンがまだ届いていない／すぐにトークンの設定を行わない方

お手持ちのトークンで二次元コードを読み取ってください。

トークンの背面に記載されているシリアル番号と、トークンに表示されたトークン認証コードを入力の上、「トークン認証」ボタンを押してください。

すぐに利用開始登録を行わない場合には、「設定をスキップ」ボタンを押してください。

スキップした場合には、トランザクション認証が必要となる業務のご利用ができないため、ご留意ください。

なお、次回ログイン時に改めて利用開始登録が可能です。

設定をスキップ

トークン認証

裏面に記載の
「シリアル番号」を
ブラウザ画面上に
２回入力します。

3

中央ボタンを長押し
（２秒以上）し、電源を
ＯＮにします。

4

右ボタンを１回押下し
ます。
右5

カメラが起動します。
トークンのカメラをブ
ラウザ画面上の二次
元コードにかざし読み
取ります。

6

「トークン認証コード
（１２桁）」が表示されま
すので、ブラウザ画面
上に入力します。

7

右ボタンを1回押下し
ます。

▼「トランザクション認証利用開始登録」 画面

右
ま

10

右ボタンを1回押下し
ます。
右
ま

11

（裏面）

（表面）

DIGIPASS 760

Please enter the
following code
on the website:

1976 1746 2581
DoneCancel

This device is
not activated.

Please capture the
activation image from

the website.
[DP002]

Continue

（Done）

（Yes）

YesNo

Was the code entered
and accepted by the

website?
[DP007]

このトークンは利用開始登録
がされていません。≪二次元
コード≫を読み取ってください
。

入力されたコードは認証され
ましたか？

[ DP007 ]

以下のコードを入力して
ください。

トークンが だがまだ届 ないていな すい／すぐにトークンの

「トークン認証コード（１２桁）」
を入力します。

二次元コードにトークン
のカメラをかざすと
「トークン認証コード（12
桁）」が表示されます。

「シリアル番号」を
入力してください。

「トークン認証」ボタンを押下します。 

「トランザクション認証」 画面に切り替わります。9

8

時間が経ちトークン画面がうす暗くなっている場合

Please enter the
following code
on the website:

1976 1746 2581
DoneCancel

Please enter the
following code
on the website:

1976 1746 2581
DoneCancel

Please enter the
following code
on the website:

1976 1746 2581
DoneCancel

トークン認証

１回右ボタンを押してください。
画面が明るくなりますので
からの操作をお願いします。10



お手持ちのトークンで二次元コードを読み取ってください。

トークンに表示されたトランザクション認証番号（８桁）を入力の上、「認証確認」ボタンを押してください。

前画面（トランザクション認証利用開始登録画面）に表示されたトークン認証コード（１２桁）とは異なるためご注意ください。

トークン上の「Done」ボタンを押下して、お手持ちのトークン側での操作を完了させてください。

トランザクション認証 BLGI023

トランザクション認証利用開始登録

※トークンを何も操作しない場合、１５秒で暗転します。その場合、トークンのいづれかのボタンを押下すると再表示します。

①右ボタンを３回押下
するとカメラが起動す
る。

②カメラを下記の
二次元コードにか
ざす。

③トランザクション
認証番号（８桁）が
表示される。

⑤90秒以内に右ボタンを
２回押下すると「the	
device	is	activated」
と表示される。

④トランザクション認証番号
（８桁）を下記画面に入力する。

⑥チェックボックスにチェックし
「認証確認」ボタンを押下する。

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

トークンの右ボタンを２回（Done	及び	Yes）押下後、チェックボックスにチェックを入れて、認証確認ボタンを押下してください。

トランザクション認証

トランザクション認証番号（８桁）※

登録完了

認証確認

▲

●●●●●●●●

トークンの右ボタンを２回（Done	及び	Yes）押下後、チェックボックスにチェックを入れて、認証確認ボタンを押下してください。

トランザクション認証

トランザクション認証番号（８桁）※

登録完了

認証確認

▲

●●●●●●●●

トークンの右ボタンを2回（DoneおよびYes）押下し、トークン画面に「The	device	is	activated.」と表示されることを確認してください。

トランザクション認証番号（８桁）

トランザクション認証

登録完了

認証確認

必須

カメラが起動します。
トークンのカメラをブ
ラウザ画面上の二次
元コードにかざし読み
取ります。

13

「トランザクション認証
番号（８桁）」が表示さ
れますので、ブラウザ
画面上に入力します。

14

右ボタンを1回押下し
ます。
右
ま

12

（Continue）

DoneCancel

To complete the
activation enter the
following code
on the website:

64686822

Please capture the
activation image
from the website.

[DP008]

ContinueCancel

The device is activated.

Continue

YesNo

Was the code entered
and accepted by the
online website?

[DP011]

DoneCancel

To complete the
activation enter the
following code
on the website:

64686822

利用開始登録を完了するた
め、以下のコードを入力してく
ださい。

＜二次元コード＞を読み取って
ください。

[ DP008 ]

右ボタンを1回押下し
ます。

15

右ボタンを1回押下し
ます。

16

設定完了です。
中央ボタンを長押し
（２秒以上）し、電源を
ＯＦＦにします。

17

（Done）

（Yes）

入力されたコードは認証され
ましたか？
　　　[ DP011 ]

トークンの設定が完了
しました。

注意

トランザクション認証番号をＷＥＢ画面上に入力し、認証が完了した後、
お手持ちのトークン上の右ボタン（９０秒以内にDoneを押下、その後40秒以内にYes
を押下の計2回）を忘れずに押下してください。

※トークンの右ボタンを押下し忘れた場合は、所定の手続きが必要となりますので、
ほくぎんほっとコールセンター（０１２０－８９６９６３）までご連絡ください。手続き完了後、
改めて利用開始登録を行って頂く必要があります。

なお、認証エラーとなった場合には、トークン上に表示されている数字をご確認のうえ、
再度ご入力ください。

DoneおよびYes）押下し、トークン画面に「The	device	is	activated.」と表示されることを確認してください。

「トランザクション認証番号（８桁）」を入力します。90秒以内に操作してください。

時間が経ちトークン画面がうす暗くなっている場合

DoneCancel

To complete the
activation enter the
following code
on the website:

64686822
DoneCancel

To complete the
activation enter the
following code
on the website:

64686822

「〇登録完了」のチェックボックスを　点チェックします。18

「認証確認」ボタンを押下します。 19

注意喚起の画面が表示されます。注20

 「OK」ボタンを押下します。 21
これで登録完了となります。

22  法人ＩＢトップページが表示されます。
 ※ログイン時お知らせが表示された場合は 「次へ」を押下してください。

▼「トランザクション認証」 画面

１回右ボタンを押してください。
画面が明るくなります。

二次元コードにトークン
のカメラをかざすと
「トランザクション認証
番号（８桁）」が表示され
ます。

21

2222

登録完了まで進まないとトークンの初期化が必要
になります。初期化が必要となった場合には、最終
頁にあるお問い合わせ先までご連絡ください。

二
の

番
ま

OK



お 問 い 合 わ せ

ワンタイムパスワードのパスワード生成機の破棄について

ほくぎんほっとコールセンター 0120－896－963
〔電話受付時間〕 平日 9:00 ～ 17:00（但し、銀行休業日は除きます）

手順2

トランザクション認証トークンご利用開始後、お客様にて破棄をお願いします。

トークンを共用する場合 トランザクション認証のご利用開始登録方法

法人ＩＢ操作（ブラウザ）画面トークン操作画面

トランザクション認証利用開始登録選択 BLGI021

セキュリティ向上のため、トランザクション認証が追加されました。

事前準備としてトランザクション認証用トークンの利用開始登録が必要となります。

トークンがまだ届いていない／すぐにトークンの設定を行わない方

すぐに利用開始登録を行わない場合には、「設定をスキップ」ボタンを押してください。

スキップした場合には、トランザクション認証が必要となる業務のご利用ができないため、ご留意ください。

なお、次回ログイン時に改めて利用開始登録が可能です。

利用するトークンの選択

利用トークンを選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

既に利用開始登録を完了しているユーザと異なるトークンを利用する場合は、「新規トークン」を選択してください。

既に利用開始登録を完了しているユーザと同じトークンを利用する場合は、「利用開始登録済みトークン」を選択してください。

設定をスキップ

次へ

既に利用開始登録済みのトークン

新しいトークン

選択して下さい	▼

利用開始登録

お手持ちのトークンに表示されるトークンコード

トランザクション認証 BLGI023

トークンの右ボタンを2回（DoneおよびYes）押下し、トークン画面に「The	device	is	activated.」と表示されることを確認してください。

トランザクション認証番号（８桁）

トランザクション認証

登録完了

認証確認

必須

▼「トランザクション認証利用開始登録」 画面

〈最初にトークンコードの確認〉

電源ＯＦＦの状態
左ボタンをおしたまま
中央ボタンを長押し
（２秒以上）し、電源を
ＯＮにします。

OK▲▼

Menu
▶  Token info
    Version

NewHelp
Sign.38332782

Back

Token info
FDM1536706-2

3

メニューが表示される
ので、▶Token infoを
選択し、右ボタンを押
下します。

メ4

トークンコードを確認
（複数時選択）します。
中央ボタンを長押し
（２秒）し、電源ＯＦＦに
します。

5

中央ボタンを長押し
（２秒）し、電源ＯＮに
します。
カメラが起動します。
トークンのカメラをブ
ラウザ画面上の二次
元コードにかざし読み
取ります。

8

「トランザクション認証
番号（８桁）」が表示さ
れますので、ブラウザ
画面上に入力します。

9

「次へ」ボタンを押下します。 6
「トランザクション認証」画面に切り替わります。7

 「認証確認」ボタンを押下します。 

法人ＩＢトップページが表示されます。11

▼「トランザクション認証」 画面

いてててててててていていていいいない／すぐにトークンの設定を行わない方

行わなない場合には、「設定をスキップ」ボタンを押してください。

トラランザクション認証が必要となる業務のご利用ができないため、ご留意ください。

改めて利めて利用開始登録用開始登録が可能ですが可能です。

次へ

※新しいトークンを使う場合は
〇利用開始登録 を選択し「手順１」へ。

登録済みトークン」を選クン」を選択してくだ択してください。さい。

トークンコードを確認
（複数時選択）します。

左の画面が表示される場合は、
トークンの初期化が必要です。
下記お問い合わせ先までご
連絡ください。

トークンコードが確認できない場合

Device not activated.
[ DP020 ]

Continue このトークンは利用開始
登録されていません。
      [ DP020 ]

登録完了です。

 ※ログイン時お知らせが表示された場合は 「次へ」を押下してください。

10

二次元コードにトークン
のカメラをかざすと
「トランザクション認証
番号（８桁）」が表示され
ます。

トークンの右ボタンを2回（DoneおよびYes）押押下下し、トー

登録完了

「トランザクション認証番号（８桁）」
を入力します。
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