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＜サービス内容一覧表＞ 

サービス内容

［
ほ
く
ぎ
んBiz-Lite

］

残高照会(※1) 当日残高、支払可能残高、他店券残高、前日残高、前月末残高、

貸越極度額の照会ができます。

入出金明細照会(※1) 当日分を含め３カ月前までの照会が可能です。

（ただし上限 5,000明細、1回あたり999明細まで）

振込入金明細照会(※1) 当日分を含め３１日前までの照会が可能です。

（ただし上限 5,000明細、1回あたり999明細まで）

ほくぎんビジネス

ポータル(※2) 

以下の機能がご利用いただけます。

お知らせ通知機能

（銀行から各種情報が配信されます。）

取引照会サービス(※1) 
（リアルタイムの残高照会や入出金明細が簡単な操作で閲覧できま

す。）

電子交付サービス

（銀行から配信される各種書類が閲覧できます。）

Ｗｅｂ受付サービス

（Webから受付申請や各種相談受付ができます。）

経営支援サービス

（ID連携により便利に経営に役立つサイトを利用できます。別途ご契

約が必要となります。）

お役立ちサイト

（経営や経理に役立つ便利なサイト集〈当行以外の外部のインターネ

ットサイトへのリンクを含みます〉を利用できます。）

(※1) [ほくぎんBiz-Lite（フリープラン）]の場合は、ご利用いただけません。

(※2)  ほくぎんビジネスポータルを利用するには、[ほくぎんBiz-Lite]初期設定後にほくぎんビジネス

ポータルの初期設定が必要です。

操作の詳細は、ホームページに掲載の「ほくぎんビジネスポータルご利用マニュアル」を参照

ください。

〈ご利用時間〉

ログイン可能時間  ························· 0：00～24：00 
入出金明細照会・振込入金明細照会 0：00～24：00 
残高照会 ·········································  0：00～24：00 

・下記日時については、標記の時間帯であってもご利用できません。

①１月１日～１月３日、５月３日～５月５日の終日

②毎月第１・３月曜日 2：00～6：00
③ハッピーマンデーの前日（日曜）21：00～当日（月曜）8：00 
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ご利用にあたって

【ご確認ください】

○[ほくぎんBiz-Lite]申込書兼取扱依頼書

※仮ログインパスワードの確認に使用します。

○[ほくぎんBiz-Lite]ご契約登録のお知らせ

※仮確認パスワード・代表口座が記載されております。

（１） ご利用環境の確認

[ほくぎんBiz-Lite]をご利用いただくためには、ご利用可能な環境を準備していただく必要があり
ます。ご利用いただけるＯＳとブラウザの最新情報につきましては、当行ホームページをご覧く
ださい。

（２） セキュリティについて

■ ＥＶ ＳＳＬ証明書の導入

次世代のSSLサーバー証明書であるEV SSL証明書を導入しており、Internet Explorer等のEV 
SSL対応ブラウザをご利用の場合、アドレスバーが緑色に変化することにより安全な環境である
ことをお知らせします。

■ 256bit SSL (Secure Socket Layer) 暗号化方式

    お客さまのパソコンと当行のコンピュータ間のデータ通信について、本サービスを安心して

ご利用していただけるよう、最新式の暗号化技術の256bit SSL暗号化方式を採用し、情報の盗聴・

書換え等を防止します。

（３）ご注意事項 

■ ログインID、パスワード等の管理について
「ログインID」「ログインパスワード」「確認パスワード」は、お客さまがご本人であることを確

認するための重要な情報です。

定期的にパスワードを変更していただくとより安全性が高まります。

※パスワード等は、お忘れにならないようにご注意ください。お忘れになった場合は再発行などの

手続きが必要になります。詳しくはお取引店までお問合せください。

※パスワード等は、当行規定回数の誤入力を繰り返すとご利用いただけなくなります。ご注意く   

ださい。

■ サービスの休止について
システムの更新・メンテナンス等により一時的にサービスを休止することがありますのであらか

じめご了承ください。

■ 画面移動および終了時
・ブラウザ上の「戻る」「進む」ボタンは使用しないでください。

・終了時には画面上の「ログアウト」ボタンを押してください。

（ブラウザ上の「×」ボタンは押さないでください。）

※お客さまからのお申し込み不要として当行からサービスを提供する場合（フリープランに限る）は、

「初回ログイン認証情報」として、仮ログインパスワードを含めた必要事項を別途定める方法でお客

さまへ通知いたします。



4 

初期設定の流れ

［ほくぎんBiz-Lite］をご利用いただくためにログインID取得をお手続いただきます。

マスターユーザのお客様

P6 

管理業務（企業管理）＜任意＞

ログインID取得

ログインID、ユーザ名、メールアドレス

ログインパスワード、確認パスワード等を登録

ログイン画面表示

［ほくぎんBiz-Lite］にログイン

P6～P9 

初期設定完了

P12～P17 

P10～P11 

ほくぎんビジネスポータル初回利用登録

P19～P21 
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１．書類の準備 
① ［ほくぎん Biz-Lite]申込書兼取扱依頼書（お客さま控） 

    「6．仮ログインパスワード」（a から始まる数字７桁）を使用します。 

② [ほくぎん Biz-Lite]ご契約登録のお知らせ 

「仮確認パスワード」(英数混在の１２桁)を使用します。 

2．パスワードを決める 

★パスワードは全て 英数混在で、６～１２桁以内 で決めて下さい。

ログイン ID＊ログイン時に入力。変更不可。

ログインパスワード＊ログイン時に入力。

確認パスワード＊ユーザ設定時に入力。

メールアドレス＊パスワード変更時などにメールが届きます。 

一番最初にログインIDを登録したユーザがマスターユーザとなります。 

マスターユーザ以外の担当者に操作権限を与える場合は、 

一般ユーザの登録が必要です。 

一般ユーザ登録については、本マニュアルのP15からご覧ください。 

初期設定前に準備していただくこと
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手順１ 当行ホームページからログイン 

「法人･個人事業者のお客さま」ボタンをクリック後、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

※Widows10はデスクトップモードでのご利用となります。

ログインID取得

法人・個人事業者のお客さま

「ログイン画面へ」ボタンをクリック

してください。

ビジネスポータルインターネットバンキング

ログイン画面へ



7 

手順２ ログインＩＤ取得開始

ログイン画面が表示されます。「ご利用開始登録（マスターユーザ）」をクリックしてください。

手順３ 代表口座の入力

「代表口座情報」「仮ログインパスワード」および「仮確認パスワード」を入力し、「次へ」ボタンをク

リックしてください。（入力は半角英数字でお願いします。英字は大文字小文字を別の文字として区別し

ます。）

「[ほくぎんBiz-Lite]申込書兼取扱依頼書

(お客さま控)」にご記入されたものを入

力してください。             

マスターユーザは「a」+「 [ほくぎん

Biz-Lite]申込書兼取扱依頼書（お客さま

控え）」にご記入された数字7桁の合計

８桁(a ○○○○○○○)を入力してくだ

さい。

※ソフトウェアキーボード入力画面上にソフトウェアキーボード

（文字ボタン）を表示させマウス操作により入力することも可能です。

代表口座情報

仮ログインパスワード

仮確認パスワード

※

当行より送付する「［ほくぎんBiz-Lite］契約登録のお知らせ」

に記載の12桁の英数字を入力してください。

お客さまからのお申し込み不要として銀行から「初回ログイン認証情報」

を通知された場合（フリープランに限る）は、記載された情報を入力して

ください。

※手順2～手順6の操作は、Webから新規お申し込みされたお客さまは不要です。

 （Webからお申し込みした際に入力した「ログインID」「ログインパスワード」によりログインを

行ってください。

※画面下部にあるため、スクロール

していただく場合があります。
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手順４ マスターユーザ情報を入力

利用者情報（下記表参照）を入力

し、「次へ」ボタンをクリックし

てください。

＜利用者情報＞

入 力 項 目 入 力 内 容 

マ

ス

タ

ー

ユ
ー

ザ

情

報

ユーザ名 ・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。 

メールアドレス ・半角英数字記号 4文字以上 64 文字以内で入力してください。 

ログイン ID 

・お客さまが任意の文字列をお決めください。 

ただし、入力されたログイン ID が既に他のお客さまにより登録されている場合は、 

新たに登録できません。  

・半角英数字混在 6文字以上 12 文字以内で入力してください。 

新しいログインパスワード 

・お客さまが任意の文字列をお決めください。 

・半角英数字混在 6文字以上 12 文字以内で入力してください。 

・英字は大文字と小文字が区別されます。 

新しい確認パスワード 

・お客さまが任意の文字列をお決めください。 

・半角英数字混在 6文字以上 12 文字以内で入力してください。 

・英字は大文字と小文字が区別されます。 

利用者情報

次へ

●「ログインID」は、お忘れにならないようご注意ください。

※万一お忘れになった場合、所定の手続きが必要となりますのでお取

引店にお問い合わせください

ご確認ください。



9 

手順５ 入力内容を確認

サービス開始登録確認画面

が表示されます。

入力内容をご確認のうえ、

「登録」ボタンをクリックし

てください。

手順６ サービス開始登録完了

サービス開始登録結果画面が

表示されます。

登録結果をご確認後、

「電子証明書発行へ」をクリック

しPエラー! ブックマークが定

義されていません。またはP11
あるいはP13の手順4へお進み

ください。

登録結果

ログインへ

登録結果を確認後、

「ログインへ」をクリックします。

「ログインへ」ボタン押下後、P11の「手順２ ログインID・ログインパスワード入力」画面に

遷移します。

登録

入力内容
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ロ グ イ ン

手順１ 当行ホームページからログイン

「法人･個人事業者のお客さま」ボタンをクリック後、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

※Widows10はデスクトップモードでのご利用となります。

法人・個人事業者のお客さま

「ログイン画面へ」ボタンをクリック

してください。

ビジネスポータルインターネットバンキング

ログイン画面へ
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手順２ ログインID・ログインパスワード入力

ログイン画面が表示されます。ID・パスワード方式のお客さまの「ログインID」・「ログインパスワード」

を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

ログイン

※ソフトウェアキーボード入力

マウス操作による入力を行うことでキーボード

入力情報の不正記録（キーロガー）を防ぐことが

できます。

ログインＩＤ
ログインパスワード

※
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手順３ ほくぎんビジネスポータル初回利用登録

※初回利用登録では、連携情報の確認、利用規約・反社会的勢力でないことの同意、 利用者のプロフ

ィール設定を行います。2 回目のログイン以降は表示されません。

「ログイン（情報連携確認）」の画面が表示されますので、連携情報を確認のうえ、チェックを入

れ、「次へ」を選択してください。

利用規約・反社会的勢力でないことの表明・確約についてご確認ご同意のうえ、全てのチェック

ボックスをチェックして ［同意する］ボタンを選択してください。

ご確認のうえ、 

２箇所にチェックを 

入れてください 

ほくぎんビジネスポータルでは、法人インターネットバンキングで登録した 

連携情報を利用してログインします。チェックを入れ、「次へ」を選択します。
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利用者情報のプロフィール設定を選択して、[登録する] ボタンを選択してください。 

登録された内容は、後で変更・更新可能です。 

ご留意事項

 プロフィール設定で登録された情報にもとづき、当行からおすすめ情報が届きます。
 登録を希望されない場合は、「不明・無回答」を選択してください。

登録する
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手順４ 電子交付サービス通知メール設定 

登録が完了すると、ほくぎんビジネスポータルのダッシュボード画面（トップ画面）に遷移します。

電子帳票を選択し、利用するをクリックします。
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電子交付サービス 通知メール設定を行います。 

通知メール設定をすると、新たに書類が配信された際に電子メールでお知らせが届きます。



16 

電子交付サービスのトップ画面が表示されます。交付書類の確認がきます。 
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手順５ インターネットバンキングへログイン 

★｢ほくぎんビジネスポータル」、「電子交付サービス」の詳しいご利用マニュアルは

当行ホームページをご覧ください。

＜ほくぎんビジネスポータル＞

＜電子交付サービス＞

「電子交付サービス」の

トップ画面より

「インターネットバンキングへ」

をクリックしてください。

インターネットバンキングの

トップ画面が表示されます。
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手順６ トップページ

[ほくぎんBiz-Lite]トップページ

[ほくぎんBiz-Lite(フリープラン)]トップページ
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管  理  業  務

企 業 管 理

マスターユーザ・管理者ユーザは企業名、各種機能の利用有無、限度額、口座、手数料情報の登録／変

更が可能です。必要に応じて操作ください。

●企業情報の確認

手順１ 業務を選択

トップページで「管理業務」を選択します。

続く業務選択画面で、「企業管理」ボタンをクリックしてください。

手順２ 企業管理メニューを選択

企業管理メニュー画面が表示されます. 
「企業情報の変更」ボタンをクリックしてください。

企業管理

企業情報の変更
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トップメニューで「管理業務」を選択

してください。

続いて業務選択画面が表示されます。

「企業管理」ボタンをクリックしてください。

手順３ 企業情報の内容確認

「企業情報」の確認ができます。

●口座メモの変更

ご利用口座ごとに任意の文言を登録することで、目的の口座を特定しやすくなります。

手順1 業務を選択

手順2 企業管理メニューを選択

企業管理メニュー画面が表示され

ます。

「口座メモの変更」ボタンをクリッ

クしてください。

口座メモの変更

企業情報

企業管理

企業管理メニューへ

ｶ)ﾎｸｷﾞﾝｼｮｳｼﾞ

㈱北銀商事
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口座メモ変更画面が表示されます。

「口座メモ」を入力し、「変更」ボタンを

クリックしてください。

手順3 口座メモを変更

手順4 変更完了

口座メモ変更結果画面が表示されま

す。

変更結果をご確認ください。

変更結果

変更

口座メモ
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利用者登録操作の流れ

★複数のユーザで利用する場合に必要な操作です★ 

◆事前準備◆ 

登録するユーザの 

ログインID・ログインパスワード・メールアドレスの準備 
※ログインID・ログインパスワードは英数混在の6～12桁以内 

◆ユーザの種類◆ 

＜マスターユーザ＞ 
１企業で１名のみ登録可能。初回のログインID取得を行ったユーザで

あり、自身を含む全てのユーザを管理できます。 

管理者ユーザ・一般ユーザの作成が可能です。 

＜管理者ユーザ＞ 
マスターユーザに「管理者権限付与」されたユーザのこと。企業管理

権限および利用者権限を持つユーザです。 

管理者ユーザは、一般ユーザのみ登録が可能です。 

＜一般ユーザ＞ 
マスターユーザあるいは管理者ユーザに権限を付与された、一般的な

操作を行うユーザのこと。 

◆[ほくぎんBiz-Lite]ログイン◆ 

管理者ユーザを登録する場合→マスターユーザでログイン 

一般ユーザを登録する場合 →マスターユーザまたは 

               管理者ユーザでログイン 

ログインID・ログインパスワード・メールアドレスの準備
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利 用 者 管 理 ＜ユーザ登録＞
マスターユーザおよび管理者ユーザが、自分以外の担当者に操作権限を与える場合に事前にユーザの

「ログインＩＤ」「ログインパスワード」を設定し、登録する必要があります。

※マスターユーザ１名、管理者ユーザまたは一般ユーザは、１０名登録が可能です。

■マスターユーザおよび管理者ユーザが 使用するパソコンで行う登録です。

手順1 業務を選択

手順2 利用者管理メニューを選択

手順3 利用者一覧＜ユーザ登録＞

利用者管理

トップメニューで「管理業務」を

クリックしてください。

続いて、業務選択画面が表示されます。

「利用者管理」ボタンをクリックしてく

ださい。

一般ユーザ情報の新規登録・変更・削除が

可能です

利用者情報の管理

利用者管理メニュー画面が表示されます。

続いて、業務選択画面が表示されます。

「利用者情報の管理」ボタンをクリックし

てください。

①一般ユーザを新たに登録する場合は、

「新規登録」ボタンをクリックしてくださ

い。

②一般ユーザ情報を変更する場合は、

 対象の利用者を選択し、「変更」ボタンを

クリックしてください。

新規登録 P24

変更 

③一般ユーザを削除する場合、対象の

 利用者を選択し、「削除」ボタンを

クリックしてください。

利用者一覧

削除
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●ユーザ情報の新規登録

手順1 利用者基本情報を入力  

入 力 項 目 入 力 内 容 

ログイン ID 

・お客さまが任意の文字列をお決めください。 

ただし、入力されたログイン ID が既に他のお客さまにより登録されている場合は、 

新たに登録できません。 

・半角英数字混在 6文字以上 12 文字以内で入力してください。

ログインパスワード 

・お客さまが任意の文字列をお決めください。 

・半角英数字混在 6文字以上 12 文字以内で入力してください。 

・英字は大文字と小文字が区別されます。 

・対象のユーザは初回ログイン時にパスワードの変更が必要になります。 

「ログイン時に強制変更する」のチェックマークを外すと、初回パスワードをそのまま 

ログインパスワードとして利用することができます。

利用者名 ・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。 

メールアドレス ・半角英数字記号 4文字以上 64 文字以内で入力してください。 

管理者権限 
・付与するを選択した場合、管理者ユーザとなります。 

管理者権限を付与できるのはマスターユーザのみです。

管理者ユーザは一般ユーザの登録のみが可能です。 

利用者基本情報

次へ

利用者登録 [基本情報 ]画面が表示されま

す。

利用者基本情報（表参照）を入力し、「次へ」

ボタンをクリックしてください。
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手順2 一般ユーザの権限を入力

※１ 残高照会、入出金明細照会、振込入金明細照会は[ほくぎんBiz-Lite（フリープラン）]の
   お客さまはご利用になれません。

※２ メール通知サービスはオプション機能になります。[ほくぎんBiz-Lite（フリープラン）]の
   お客さまはお申込みできません。

※３ 電子交付サービスの権限付与は、利用者登録画面で付与した後、ほくぎんビジネスポータルの

電子交付サービス画面の「閲覧権限設定」から利用者ごとに閲覧権限を設定してください。

（詳細は「法人版電子交付サービスご利用マニュアル」を参照ください。）

手順3 利用可能口座を入力

サービス利用権限

次へ

利用者登録[権限]画面が表示さ

れます。

サービス利権限を設定し、「次へ」

ボタンをクリックしてください。

※１

※２

※３

登録

利用者登録[口座]画面が表示されます。

利用可能口座を入力して、「登録」ボタン

をクリックしてください。

1234560

※サービス連携において「電子交付サー

ビス」をサービス連携する場合は、利用

可能口座を1つ以上選択してください。

利用可能口座

1234560
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手順4 内容確認

確認パスワード

実行

利用者登録確認画面が表示されます。

登録内容をご確認のうえ、

「確認パスワード」を入力し、「実行」

ボタンをクリックしてください。

1234560

1234560
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手順5 登録完了

※「印刷」ボタンをクリックすると

 印刷用ＰＤＦファイルが表示されます。

利用者登録結果画面が表示されます。

登録結果をご確認ください。

★ユーザの登録完了後、

「ログインＩＤ」、「ログインパスワード」および

ログインパスワード強制変更の有無について

担当者にお知らせください。

「ログイン時に強制変更する」の場合は

ログイン選択画面の「インターネットバ

ンキングログイン」よりログインし、ロ

グインパスワードを変更してから「ほく

ぎんビジネスポータル」にログインして

ください。

登録結果
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一般ユーザ（担当者）ログイン

■担当者が使用するパソコンで行う登録です。

手順１ 当行ホームページからログイン 

「法人･個人事業者のお客さま」ボタンをクリック後、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

※Widows10はデスクトップモードでのご利用となります。

法人・個人事業者のお客さま

ビジネスポータルインターネットバンキング

ログイン画面へ
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手順2 ログインID・ログインパスワード入力

手順3 パスワード変更
（P17の利用者登録画面にある「□ ログイン時に強制変更する」のチェックを外して登録された場合、

パスワード変更画面は表示されません。）

ログイン画面が表示されます。

ID・パスワード方式のお客さまの

「ログインID」・「ログインパスワ

ード」を入力し、ログインボタン

をクリックしてください。

パスワード変更画面が表示されます。

仮ログインパスワード入力後、今後

利用するログインパスワードを入力し、

「実行」をクリックしてください。

実行

ログイン

ログインID・ログインパスワード
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手順4 パスワード変更結果

パスワード変更結果画面が表示されます。

内容をご確認し「確認」をクリックして

ください。

確認



31 

手順5 ほくぎんビジネスポータル初回利用登録

※初回利用登録では、連携情報の確認、事前に登録したメールアドレスの認証、利用規約・反社会的勢

力でないことの同意、利用者のプロフィール設定を行います。2 回目のログイン以降は表示されません。

「ログイン（情報連携確認）」の画面が表示されますので、連携情報を確認のうえ、チェックを入

れ、「次へ」を選択してください。

利用規約・反社会的勢力でないことの表明・確約についてご確認ご同意のうえ、全てのチェック

ボックスをチェックして ［同意する］ボタンを選択してください。

ほくぎんビジネスポータルでは、法人インターネットバンキングで登録した 

連携情報を利用してログインします。チェックを入れ、「次へ」を選択します。

ご確認のうえ、 

２箇所にチェックを 

入れてください 
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利用者情報のプロフィール設定を選択して、[登録する] ボタンを選択してください。 

登録された内容は、後で変更・更新可能です。 

ご留意事項

 プロフィール設定で登録された情報にもとづき、当行からおすすめ情報が届きます。
 登録を希望されない場合は、「不明・無回答」を選択してください。

登録する
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⇒トップページ画面が表示されます。

登録が完了すると、ほくぎんビジネスポータルのダッシュボード画面（トップ画面）に遷移 

します。

インターネットバンキングを選択し、利用するをクリックします。
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残 高 照 会

指定された預金口座に対する残高情報の照会を行うことができます。

手順1 業務を選択

手順2 口座を選択

「残高照会」メニューをクリッ

クすると口座選択画面が表示

されます。

対象口座から照会する口座を

チェックし、「照会」ボタンを

クリックしてください。

照会

対象口座

「残高・明細照会」メニューをクリック

してください。

続いて、業務選択画面が表示されます。

「残高照会」ボタンをクリックしてくだ

さい。

1234560
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手順3 照会結果

照会結果画面が表示されますので、ご確認ください。

照会結果

※前日・前月末残高を照会する場合は、「前日・前月末残高照会へ」ボタンをクリックしてください。

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
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企業が持つ口座への入金や出金（振込や引き落とし等）の情報（入出金明細情報）の照会を行うことが

できます。

手順1 業務選択

手順2 条件指定

入出金明細照会

対象口座

照会条件

「入出金明細照会メニューを

クリックすると条件指定画面

が表示されます。

対象口座から照会する口座を

チェックし、照会条件（表参

照）から照会対象を選択後、

「照会」ボタンをクリックして

ください。

1234560

「残高・明細照会」メニューをクリック

してください。

続いて、業務選択画面が表示されます。

「入出金明細照会」ボタンをクリックして

ください。

照会
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手順3  照会結果

照会結果画面が表示されますので、ご確認ください。

照 会 条 件 

期間で指定

当 日 当日分の全明細（未照会および照会済）の照会が可能。 

最近1週間 最近 1週間分の全明細（未照会および照会済）が照会可能。（最長 6 日前より可能） 

当 月 当月分の全明細（未照会および照会済）の照会が可能。（当月1日より当日まで可能） 

前 月 前月分の全明細（未照会および照会済）の照会が可能。（前月1日より前月末日まで可能） 

日付範囲で指定 選択した日付指定内の全明細（未照会および照会済）が照会可能。（最長３カ月前まで可能） 

最新（未照会分） 照会可能期間内の未照会明細をすべて照会可能 

照会結果

※「印刷」ボタンは最終ページに表示されます。ボタンをクリックすると、印刷用PDFが表示されます。

※「明細ファイル出力～」ボタンは最終ページに表示されます。ボタンをクリックすると、CSV形式

 （コンマ区切りのテキストファイル）またはAPI形式（タブ区切りのテキストファイル）のファイルを

取り込むことができます。
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企業が持つ口座への入金情報（振込入金明細情報）の照会を行うことができます。

手順1 業務選択

手順2 条件指定

「振込入金明細照会」メニュー

をクリックすると条件指定画

面が表示されます。

対象口座から照会する口座を

チェックし、照会条件から照

会対象を選択した後、「照会」

ボタンをクリックしてくださ

い。

振込入金明細照会

対象口座

照会

1234560

照会条件

「残高・明細照会」メニューをクリック

してください。

続いて、業務選択画面が表示されます。

「振込入金明細照会」ボタンをクリックし

てください。
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手順3 照会結果

照会結果画面が表示されますので、ご確認ください。

照会結果

※「印刷」ボタンは最終ページに表示されます。ボタンをクリックすると、印刷用PDFが表示されます。

※「明細ファイル出力～」ボタンは最終ページに表示されます。ボタンをクリックすると、CSV形式

（コンマ区切りのテキストファイル）またはAPI形式（タブ区切りのテキストファイル）のファイルを

取り込むことができます。
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用語集・困った時の対処法

≪用語集≫

■ ログインID
インターネットバンキングの利用者を識別するための符号であり、ログインする際に入力していた

だきます。利用者（ユーザ）本人を確認するための重要な符号情報ですので厳重に管理してくださ

い。

■ ログインパスワード

インターネットバンキングにログインする際に入力していただきます。利用者（ユーザ）が本人で

あることを確認するための重要な暗証です。

■ 確認パスワード

登録事項の設定・変更の際に入力していただく暗証です。

■ マスターユーザ

当該企業で最初にログインIDを取得した利用者（ユーザ）はマスターユーザと認識され、自身を含

む全ての利用者（ユーザ）の管理が可能となります。1企業1ユーザのみ登録が可能です。

■ 管理者ユーザ

一般ユーザ（マスターユーザ以外）の中で企業管理権限および利用者管理権限を持つ利用者を管理

者ユーザといいます。

≪困った時の対処法≫

■ ログインIDを忘れた

ログインIDを忘れるとログインができません。マスターユーザまたは管理者ユーザに連絡し確認

してください。

■ ログインパスワードを忘れた

ログインパスワードを忘れるとログインできません。マスターユーザまたは管理者ユーザに連絡し、

初期化を依頼してください。また、マスターユーザ自身がログインパスワードを忘れ、管理者ユー

ザの設定がない場合、お取引店に連絡しログインパスワードの初期化を依頼してください。

■ 確認パスワードを忘れた

確認パスワードを忘れると様々なご登録事項の設定・変更が利用できなくなります。マスターユー

ザまたは管理者ユーザに連絡し、初期化を依頼してください。また、マスターユーザ自身が確認パ

スワードを忘れ管理者ユーザの設定がない場合、お取引店に連絡し確認パスワードの初期化を依頼

してください

■ ログインパスワード・確認パスワードを間違えて入力した

パスワードを連続して誤入力すると、セキュリティ確保（不正使用の防止）の観点から一定時間ご

利用できなくなります。しばらく待ってから操作し、正しいログインパスワード・確認パスワード

を入力してください。

■ ログインパスワード・確認パスワードが無効になった

さらにパスワードを連続して誤入力すると、セキュリティ確保（システムが不正使用と判断）のた

めパスワードが無効になります。サービス再開にあたっては、マスターユーザまたは管理者ユーザ

に連絡し、パスワードの初期化を依頼してください。また、マスターユーザ自身のパスワードが無

効となり、管理者ユーザの設定がない場合、お取引店に連絡し初期化を依頼してください。
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［ほくぎんBiz-Lite］ほくぎんほっとコールセンター 

0120-896-902 
（平 日）9：00~17：00（但し、銀行休業日を除きます）

https://www.hokugin.co.jp/ 
2023年1月 

★設定・操作に関するお問合せ先★ 


