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ご利用開始登録の流れ

●サービス開始登録の流れ

＜ファースト＞ビジネスWebをご利用いただくために、ログインID取得・電子証明書発行などをお手続い

ただきます。

サ ー ビ ス 開 始 登 録 の 流 れ

「＜ファースト＞ビジネスWeb利用申込書」（お客様控）をお手元にご用意ください。

●あらかじめご用意いただくもの 
「＜ファースト＞ビジネスWeb利用申込書(お客様控)」および当行からお届けする「ご利用手続完了の 

お知らせ」をお手元にご用意ください。 

○代表口座の支店番号・科目・口座番号 

○仮ログインパスワード（上記「申込書」にご記入いただいた英数字混在１２桁の仮ログインパスワード） 

○仮確認用パスワード（当行から送付する上記「お知らせ」に当行が記載した仮確認用パスワード） 

○連絡用メールアドレス 

●あらかじめお決めいただくもの 

入力項目 入力内容 

利用者名 ・全角 30 文字以内で入力してください。 

ログイン ID 

・ログインする際に入力していただく、お客さまのお名前に代わるものです。 

・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 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 

・ログインする際に入力していただく、お客さまがご本人であることを確認させていただくための 

重要な情報です。お客さまが任意の文字列をお決めください。 

・半角英数字 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。 

新しい確認用パスワード 

・登録事項の設定・変更や承認等の際に入力していただくものです。 

・お客さまが任意の文字列をお決めください。 

・半角英数字 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。 

管理者ユーザ・一般ユーザの方マスターユーザの方

ログイン（P9）

電子証明書発行（P6）
（電子証明書方式のお客さまのみ）

ログインID取得（P2）

利用者管理(利用者情報の新規登録)（P22）
(複数のユーザ、パソコンで利用される場合) 
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ロ グ イ ン I D 取 得

マスターユーザの方が初めてご利用の際は、ログインID取得を行ってください。

「＜ファースト＞ビジネスWeb利用申込書(お客様控)」および当行からお届けする「ご利用手続完了の 

お知らせ」をお手元にご用意ください。 

手順1 富山第一銀行ホームページからログイン

富山第一銀行ホームページ(https://www.first-bank.co.jp/)
の「法人・事業主のお客様」ボタンをクリックし、「ログ

イン」ボタンをクリックしてください。

手順2 ログインID取得開始

＜ファースト＞ビジネスWebのログイン画面が表示され

ます。「ログインID取得」ボタンをクリックしてください。

富山第一銀行（https://www.first-bank.co.jp/）

ログイン

法人・事業主のお客様

ログインID取得
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手順3 代表口座を入力

口座情報登録[パスワード入力方式]画面が表示されます。

「代表口座情報」「認証項目」を入力し、「次へ」ボタンを

クリックしてください。

●「代表口座情報」「認証項目」は、「＜ファースト＞ビジネスWeb利用申込書（お客様控）」と同じ内容
をご入力ください。

●「仮ログインパスワード」は、「＜ファースト＞ビジネスWeb利用申込書（お客様控）」でお客さまが
ご記入された仮ログインパスワードをご入力ください。

●「仮確認用パスワード」は、当行からお届けする「ご利用手続完了のお知らせ」に記載の仮確認用パ
スワードをご入力ください

ご確認ください

代表口座情報

認証項目

次へ
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手順4 利用者情報を入力

サービス開始登録[パスワード入力方式]画面が表示され

ます。

利用者情報（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリッ

クしてください。

入力項目 入力内容 

利
用
者
情
報

利用者名 ・全角 30 文字以内で入力してください。 

メールアドレス 

(２ヶ所に同じものを入力してください。) 
・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 

(２ヶ所に同じものを入力してください。) 

・ログインする際に入力していただく、お客さまのお名前に代わるものです。 

・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 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 

(２ヶ所に同じものを入力してください。) 

・ログインする際に入力していただく、お客さまがご本人であることを確認させていただく

ための重要な情報です。 

・お客さまが任意の文字列をお決めください。 

・半角英数字 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。 

新しい確認用パスワード 

(２ヶ所に同じものを入力してください。) 

・登録事項の設定・変更や承認等の際に入力していただくものです。 

・お客さまが任意の文字列をお決めください。 

・半角英数字 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。 

●「ログインＩＤ」「ログインパスワード」「確認用パスワード」は、同じものをご利用に

なれません。お忘れにならないようご注意ください。 

●「ログインＩＤ」「ログインパスワード」「確認用パスワード」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。第三者に推測されないために、生年月日・電

話番号・自動車ナンバー・住所の地番・連続した番号・貴社名等に関連した数字や文字の

使用は避け、厳重に管理してください。定期的にパスワードを変更していただくと安全性

が高まります。（電子証明書方式のお客さまは、こちらで入力後にログインＩＤを変更い

ただくことはできません。） 

●＜ファースト＞ビジネスWebでは、ご依頼いただいたお取引の受付確認や処理結果等の重要

なご通知を電子メールでご案内いたします。電子メールアドレスは非常に重要なものです

ので、変更があった場合は、利用者情報の変更、登録アドレスの変更を行ってください。

ご確認ください

利用者情報

次へ
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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ので、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ので、登録結

果をご確認ください。

ID・パスワード方式のお客さまは「ログインへ」ボタン

をクリックしてください。

電子証明書方式のお客さまは「電子証明書発行へ」ボタ

ンをクリックしてください。

⇒「ログインへ」ボタンをクリックした場合は、P9手順2-1へお進みください。

⇒Internet Explorerをご利用のお客さまで「電子証明書発行へ」ボタンをクリックした場合は、P7手順4
へお進みください。

登録

入力内容

登録結果

ログインへ

電子証明書発行へ
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電 子 証 明 書 発 行

新規お申込時に「電子証明書方式」を合わせてお申込みいただいたお客さまで、初めてご利用される場合、

もしくは電子証明書再発行の際は、電子証明書の発行を行ってください。

なお、電子証明書の発行および利用可能な機能は、下記の表を参照ください。 

※１：対応OSとの組み合わせやブラウザのバージョンについての詳細は、対象OS／ブラウザのサポート終了など、外部環境による変

更が発生するため、別に周知しています。 

手順1 富山第一銀行ホームページからログイン

富山第一銀行ホームページ(https://www.first-bank.co.jp/)
の「法人・事業主のお客様」ボタンをクリックし、「ログ

イン」ボタンをクリックしてください。

Microsoft Edge・Google Chrome から電子証明書を発行される場合の操作手順 ⇒ P29 へ

Internet Explorer から電子証明書を発行される場合の操作手順 ⇒ 以下の 手順2 へ

手順2 電子証明書発行開始

 ログイン画面が表示されますので、「電子証明書発行」

ボタンをクリックしてください。

ブラウザ（※１） 
利用可能な機能 

証明書発行 証明書認証 

Internet Explorer ○ ○ 

Microsoft Edge 〇 ○ 

Google Chrome 〇 ○ 

富山第一銀行（https://www.first-bank.co.jp/）

ログイン

法人・事業主のお客様

電子証明書発行
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手順3 個人認証

証明書取得認証画面が表示されますので、「ログイン

ID」「ログインパスワード」を入力し、「認証」ボタンを

クリックしてください。 

手順4 証明書発行

①証明書発行確認画面が表示されますので、「発行」ボタ

ンをクリックしてください。

②セキュリティダイアログが表示される場合、「許可する」

ボタンをクリックしてください。

※Windows 10の場合、本ダイアログは表示されません。

初めて証明書を取得する際に、情報バーが表示される場合は以下の手順に従ってください。

１.情報バーダイアログが表示された場合、「閉じる」ボタンをクリックしてください。

２.「このWebサイトは‘Microsoft Corporation’からの‘証明書コントロール’アドオンを実

行しようとしています。Webサイトとアドオンを信頼し、アドオンの実行を許可するには、

ここをクリックしてください」のメッセージをクリックし、メニューから「ActiveXコントロ

ールの実行」をクリックしてください。

３.セキュリティ警告ダイアログが表示されますので、「実行する」ボタンをクリックしてくださ

い。

４.証明書発行確認画面に戻り、「発行」ボタンをクリックしてください。

ご確認ください

許可する

※安全性の高い「ソフトウェアキーボード」のご使用をお勧めいた

します。

ログインパスワード

ログインID

認証

発行
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③Webアクセスの確認ダイアログが表示されますので、

「はい」ボタンをクリックしてください。

※ご利用環境によって、メッセージの内容が異なる場合がありますが、

同様に「はい」ボタンをクリックしてください。

手順5 処理中

証明書発行処理中画面が表示されます。

（しばらくすると次画面に自動的に遷移します。）

手順6 発行完了

①証明書発行結果画面が表示されます。電子証明書情報を

ご確認のうえ、「閉じる」ボタンをクリックしてくださ

い。

②ダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリッ

クしてください。

⇒ブラウザが閉じますので、再度ブラウザを起動し、P9へお進みください。

はい

閉じる

電子証明書情報

OK
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1

ロ グ イ ン

手順1 富山第一銀行ホームページ(https://www.first-bank.co.jp/)からログイン

富山第一銀行ホームページ(https://www.first-bank.co.jp/)
の「法人・事業主のお客様」ボタンをクリックし、「ログ

イン」ボタンをクリックしてください。

⇒ID・パスワード方式のお客さまは、手順2-1へお進みください。

⇒電子証明書方式のお客さまは、手順2-2へお進みください。

(電子証明書方式でのログインは、Internet Explorer、Microsoft Edge、Google Chromeにて利用可能で

す) 

手順2-1 ＜ファースト＞ビジネスWebにログイン（ID・パスワード方式のお客さま）

ログイン画面が表示されますので、登録した「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。

※＜ファースト＞ビジネスWebでは、よりセキュリティ強度の高い電子証明書による認証を推奨しております。

「ログイン」ボタンをクリックすると、ダイアログが表示されますので、メッセージをご確認のうえ、「OK」ボタンを

クリックしてください。

⇒P11 手順3へお進みください。

※「ソフトウェアキーボードを使用」がチェック状態で画面が表示されます。この場合、

ログインパスワードの入力はソフトウェアキーボードからしかできません。

※「ソフトウェアキーボードを使用」のチェックボックスを外した場合、直接、キーボ

ードで入力が可能となりますが、注意喚起用のメッセージが表示されなくなります。 

※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

法人・事業主のお客様

ログイン

ソフトウェア
キーボードを使用

ログインパスワード

ログインID 
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手順2-2 ＜ファースト＞ビジネスWebにログイン（電子証明書方式のお客さま）

①「ログイン（電子証明書方式）」ボタンをクリックして

ください。クライアント認証ウインドウに表示される証

明書情報を確認のうえ、該当の証明書を選択し、「OK」

ボタンをクリックしてください。

②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」ボタンをクリックしてくだ

さい。

⇒P11 手順3へお進みください。

※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。

※「ソフトウェアキーボードを使用」がチェック状態で画面が表示されます。

この場合、ログインパスワードの入力はソフトウェアキーボードからしか

できません。

※「ソフトウェアキーボードを使用」のチェックボックスを外した場合、直

接、キーボードで入力が可能となりますが、注意喚起用のメッセージが表

示されなくなります。

電子証明書方式は、お客さまにご登録いただいたログインパスワードと、

パソコンにインストールしていただいた電子証明書によって、ご本人の

確認を行います。

電子証明書をインストールしたパソコンでないと本サービスはご利用い

ただけません。

ご注意ください

※Windowsのバージョンに

より、クライアント認証ウ

インドウの内容が異なる場

合がありますが、操作方法

は同じです。

ログイン（電子証明書方式）

ログイン

ログインパスワード

ソフトウェア
キーボードを使用

OK 
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手順3 パスワード強制変更

パスワード強制変更画面が表示されますので、「ログイ

ンパスワード」「確認用パスワード」（表参照）を入力し、

「実行」ボタンをクリックしてください。

⇒パスワード強制変更画面が表示されない場合は、手順5お進みください。

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ので、内容をご

確認のうえ、「確認」ボタンをクリックしてください。

入力項目 入力内容 

ロ
グ
イ
ン
パ
ス
ワ
ー
ド

現在のログインパスワード ・現在のログインパスワードを入力してください。 

新しいログインパスワード 

(2 ヶ所に同じものを入力してください) 

・ログインする際に入力していただく、お客さまがご本人であることを確認させていただくた

めの重要な情報です。 

・お客さまが任意の文字列をお決めください。 

・半角英数字 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。 

確
認
用
パ
ス
ワ
ー
ド

現在の確認用パスワード ・現在の確認用パスワードを入力してください。 

新しい確認用パスワード 

(2 ヶ所に同じものを入力してください) 

・登録事項の設定・変更や承認等の際に入力していただくものです。 

・お客さまが任意の文字列をお決めください。 

・半角英数字 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。 

※ご自身の確認用パスワードを入力してください。

実行

ログインパスワード

確認用パスワード

確認
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手順5 ＜ファースト＞ビジネスWebトップページ

＜ファースト＞ビジネスWebトップページが表示されます。

①＜ファースト＞ビジネスWebタブメニ

ューが表示されます。

②過去3回のログイン日時が表示されます。

③最新のお知らせが最大10件まで表示さ

れます。
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管 理

企 業 管 理

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。

●企業情報の変更

手順1 業務を選択

メニューの「各種設定・管理」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ので、「企業管理」ボ

タンをクリックしてください。

手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、「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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手順3 企業情報・限度額を変更

企業情報変更画面が表示されますので、「承認機能の利用

有無」「口座一日当たりの限度額」「企業一日あたりの限

度額」（表参照）を入力し、「変更」ボタンをクリックして

ください。

「承認機能の利用有無」について 
※シングル承認      … データ作成時に選択された承認者１名が承認作業を行います。 

※ダブル承認（順序なし） … データ作成時に選択された承認者が２名おり、承認の順番は決まっていま 

せん。 

※ダブル承認（順序あり） … データ作成時に選択された承認者が２名おり、承認の順番は一次承認者・ 

最終承認者と決まっています。

口座一日当たりの限度額

変更

承認機能の利用有無

企業一日当たりの限度額
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入力項目 入力内容 

承
認
機
能
の

利
用
有
無

振込振替 

・承認なし／シングル承認／ダブル承認（順序なし）／ダブル承認（順序あり）を選択し

てください。 

・口座確認機能の利用有無を選択してください。 

総合振込 ・シングル承認／ダブル承認（順序なし）／ダブル承認（順序あり）を選択してください。 

給与・賞与振込 ・シングル承認／ダブル承認（順序なし）／ダブル承認（順序あり）を選択してください。 

口座振替 ・シングル承認／ダブル承認（順序なし）／ダブル承認（順序あり）を選択してください。 

代金回収 ・シングル承認／ダブル承認（順序なし）／ダブル承認（順序あり）を選択してください 

地方税納付 ・シングル承認／ダブル承認（順序なし）／ダブル承認（順序あり）を選択してください。 

口
座
一
日
当
た

り
の
限
度
額

振込振替（合計） 
・口座一日当たりの限度額を口座ごとに入力してください。 

・半角数字 15 桁以内で入力してください。 

税金・各種料金の払込み 
・口座一日当たりの限度額を口座ごとに入力してください。 

・半角数字 15 桁以内で入力してください。 

企
業
一
日
当
た

り
の
限
度
額

総合振込 ・半角数字 12 桁以内で入力してください。 

給与振込 ・半角数字 12 桁以内で入力してください。 

賞与振込 ・半角数字 12 桁以内で入力してください。 

口座振替 ・半角数字 12 桁以内で入力してください。 

代金回収 ・半角数字 12 桁以内で入力してください。 

地方税納付 ・半角数字 11 桁以内で入力してください。 
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手順4 変更内容を確認

企業情報変更確認画面が表示されますので、変更内容をご

確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し、「実行」ボタ

ンをクリックしてください。

※ご自身の確認用パスワードを入力してください。

※変更した箇所は太字で表示されます。

確認用パスワード

実行

変更内容
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手順5 変更完了

企業情報変更結果画面が表示されますので、変更結果をご

確認ください。

変更結果
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●委託者メモの変更

委託者ごとに任意の文言を登録することで、目的の委託者を特定しやすくなります。

手順1 業務を選択

メニューの「各種設定・管理」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ので、「企業管理」ボ

タンをクリックしてください。

手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、「委託者メモの変

更」ボタンをクリックしてください。

手順3 委託者メモを変更

委託者メモ変更画面が表示されますので、「委託者メモ」

を入力し、「変更」ボタンをクリックしてください。

企業管理

委託者メモの変更

変更

委託者メモ
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手順4 変更完了

委託者メモ変更結果画面が表示されますので、変更結果を

ご確認ください。

変更結果
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●手数料情報の変更

手数料情報の変更を行います。

手順1 業務を選択

メニューの「各種設定・管理」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ので、「企業管理」ボ

タンをクリックしてください。

手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、手数料情報から対

象のボタンをクリックしてください。

※先方負担手数料 … 振込手数料を先方負担として振込する際に、入力した振込金額から差引く手数料を 

設定します。あらかじめ当行の基準手数料が設定されていますので、必要に応じて修正をお願いします。

ボタン名 説明 参照 

先方負担手数料［振込振替］の変更 振込振替業務で使用する先方負担手数料情報を変更できます。 手順 3-1 へ 

先方負担手数料［振込振替］の照会 振込振替業務で使用する先方負担手数料情報を照会できます。 - 

先方負担手数料［総合振込］の変更 総合振込業務で使用する先方負担手数料情報を変更できます。 手順 3-2 へ 

先方負担手数料［総合振込］の照会 総合振込業務で使用する先方負担手数料情報を照会できます。 - 

企業管理

手数料情報
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手順3-1 先方負担手数料[振込振替]を変更

先方負担手数料[振込振替]変更画面が表示されますので、
「適用最低支払金額」「支払金額範囲」「振込パターンご

との手数料」を入力し、「変更」ボタンをクリックしてく

ださい。

※当行の基準手数料を使用する場合は、「使用する（常に最新の基準手数料を使用する）」を選択してください。

基準手数料が変更になった場合でも、自動で更新されます。

※「手数料を読み込む」ボタンをクリックすると、当行所定の振込手数料を読込むことができます。

手順3-2 先方負担手数料[総合振込]を変更

先方負担手数料[総合振込]変更画面が表示されますので、
「適用最低支払金額」「支払金額範囲」「振込パターンご

との手数料」を入力し、「変更」ボタンをクリックしてく

ださい。

※当行の基準手数料を使用する場合は、「使用する（常に最新の基準手数料を使用する）」を選択してください。

基準手数料が変更になった場合でも、自動で更新されます。

※「手数料を読み込む」ボタンをクリックすると、当行所定の振込手数料を読込むことができます。

変更

振込パターンごとの手数料

支払金額範囲

適用最低支払金額

変更

適用最低支払金額

振込パターンごとの手数料

支払金額範囲
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利 用 者 管 理

管理者ユーザは利用者情報の新規登録、登録されている利用者情報の変更／削除が可能です。

企業のサービス追加や設定可能限度額を変更された場合、使用可能とされるためには、操作されるユーザ

の方毎に、利用者情報の変更が必要です。

手順1 業務を選択

メニューの「各種設定・管理」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ので、「利用者管理」

ボタンをクリックしてください。

手順2 作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、「利用者情報の管

理」ボタンをクリックしてください。

手順3 利用者一覧

利用者一覧画面が表示されます。

利用者を新たに登録する場合は、「新規登録」ボタンをク

リックし、P23にお進みください。

※利用者情報を照会する場合は、利用者一覧から対象の利用者を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

利用者管理

利用者情報の管理

新規登録

削除

変更

利用者一覧
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●利用者情報の新規登録

※本手順はP22の続きです。

手順1 利用者基本情報を入力

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。

入力項目 入力内容 

ログイン ID 

（２ヶ所に同じものを入力してください。） 

・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 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。 

ログインパスワード 

（２ヶ所に同じものを入力してください。） 

・お客さまが任意の文字列をお決めください。 

・半角英数字 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。 

・「ログイン時に強制変更する」をチェックすると、対象の利用者は次回ログイン時にパスワード

の変更が必要になります。 

利用者名 ・全角 30 文字以内で入力してください。 

メールアドレス 

（２ヶ所に同じものを入力してください。） 
・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 管理者権限を選択してください。 

※マスターユーザ … １企業様で１人のみ登録可能なユーザで、ご自身を含む全ての利用者を管理する 

ユーザです。 

※管理者ユーザ   … マスターユーザの方より管理権限を与えられたユーザで、企業、利用者管理を行 

うことができるユーザです。 

※一般ユーザ   … マスターユーザの方、管理者ユーザの方により、管理権限以外の権限を与えられ 

たユーザです。 

※利用者情報を照会する場合は、利用者一覧から対象の利用者を選択し、「照会」ボタンをクリックして

 ください。 

次へ

利用者基本情報
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手順2 利用者権限を入力

利用者登録[権限]画面が表示されます。サービス利用権限

（表参照）を設定し、「次へ」ボタンをクリックしてくだ

さい。

次へ

サービス利用権限
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【サービス利用権限】

権限 説明 

明細照会 
残高照会 口座残高の照会が可能です。 

入出金明細照会 入出金明細の照会が可能です。 

振込振替 

（承認機能利用あ

り） 

依頼 

（事前登録口座） 

事前登録口座による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能（自身が依頼者／承認

者となっている振込振替データのみ編集・削除・照会が可能）です。 

依頼 

（利用者登録口座） 

利用者登録口座（予約）による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能です。 

利用者登録口座（当日）による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能（利用者登録

口座（予約）のオプション）（自身が依頼者／承認者となっている振込振替データのみ編集・削

除・照会が可能）です。 

依頼 

（新規口座指定） 

新規口座指定（予約）による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能（自身が依頼者

／承認者となっている振込振替データのみ編集・削除・照会が可能）です。 

新規口座指定（当日）による振込振替が可能（新規口座指定（予約）のオプション）です。 

新規口座指定（当日）による振込振替データの作成・編集・削除・照会が可能（新規口座指定

（予約）のオプション）（自身が依頼者／承認者となっている振込振替データのみ編集・削除・

照会が可能）です。 

全取引照会 
企業内の他の利用者が依頼者／承認者となっている取引を含む振込振替全取引の照会が

可能です。 

振込振替 

（承認機能利用な

し） 

依頼 

（事前登録口座） 

事前登録口座による振込振替が可能です。 

事前登録口座による振込振替の照会・取消が可能です。 

依頼 

（利用者登録口座） 

利用者登録口座（予約）による振込振替が可能です。 

利用者登録口座による振込振替の照会・取消が可能です。 

利用者登録口座（当日）による振込振替が可能（利用者登録口座（予約）のオプション）です。 

依頼 

（新規口座指定） 

新規口座指定（予約）による振込振替が可能です。 

新規口座指定による振込振替の照会・取消が可能です。 

新規口座指定（当日）による振込振替が可能（新規口座指定（予約）のオプション）です。 

全取引照会 
企業内の他の利用者が依頼者／承認者となっている取引を含む振込振替全取引の照会が

可能です。 

総合振込 

給与・賞与振込 

口座振替 

代金回収 

地方税納付 

依頼（画面入力） 

・総合振込 

・給与・賞与振込 

・口座振替 

・代金回収 

・地方税納付

画面入力による依頼データの作成・編集・削除・照会・引き戻しが可能です。 

画面入力による依頼データの切替が可能です。 

依頼データ作成時に総合振込／給与・賞与振込／口座振替の参照が可能です。 

依頼（ファイル受付） 

・総合振込 

・給与・賞与振込 

・口座振替 

・代金回収 

・地方税納付 

ファイル受付による依頼データの作成・編集・削除・照会・引き戻しが可能です。 

ファイル受付による依頼データの切替が可能です。 

全取引照会 

・総合振込 

・給与・賞与振込 

・口座振替 

・代金回収 

・地方税納付 

企業内の他の利用者が依頼者／承認者となっている取引を含む全取引の状況照会が可能 

です。 

税金・各種料金の

払込み 

払込み 収納サービスの利用・照会が可能です。 

全取引照会 
企業内の他の利用者が依頼者／承認者となっている収納サービス払込み実績の照会が可

能です。 

全操作履歴照会 利用可 企業内の他の利用者の操作履歴の照会が可能です。 

外為Ｗｅｂ 連携 
外為Ｗｅｂへの連携が可能です。 

外為Ｗｅｂ側の設定が必要です。 

でんさいネット 連携 
でんさいネットへの連携が可能です。 

でんさいネット側の設定が必要です。 
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手順3 利用口座・限度額を入力

利用者登録[口座]画面が表示されます。利用可能口座・限

度額（表参照）を入力して、「登録」ボタンをクリックし

てください。

入力項目 入力内容 

利用可能口座 利用可能口座をチェックしてください。 

限度額 

・利用者一回当たり限度額を業務ごとに入力してください。 

・「<ファースト>ビジネス Web 利用申込書」にご記入いただいた限度額(設定可能限度額)以内で入力してください。 

ただし、預金口座振替につきましては任意の限度額(設定可能限度額以内)で入力してください。 

・半角数字 11 桁以内または 12 桁以内で入力してください。 

登録

利用可能口座

限度額
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手順4 内容確認

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、「メール通知パスワード」「確認用パスワード」を入

力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

※ご自身の確認用パスワードを入力してください。

確認用パスワード

実行

メール通知パスワード

登録内容
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手順5 登録完了

利用者登録結果画面が表示されますので、登録結果をご確

認ください。

※「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。

登録結果
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電 子 証 明 書 発 行

新規お申込時に「電子証明書方式」を合わせてお申込みいただいたお客さまで、初めてご利用される場合、

もしくは電子証明書再発行の際は、電子証明書の発行を行ってください。

なお、電子証明書の発行および利用可能な機能は、下記の表を参照ください。 

※１：対応OSとの組み合わせやブラウザのバージョンについての詳細は、対象OS／ブラウザのサポート終了など、外部環境による変

更が発生するため、別に周知しています。 

手順1 富山第一銀行ホームページからログイン

富山第一銀行ホームページ(https://www.first-bank.co.jp/)
の「法人・事業主のお客様」ボタンをクリックし、「ログ

イン」ボタンをクリックしてください。

手順2 電子証明書発行開始（ Microsoft Edge、Google Chrome の場合）

ログイン画面が表示されますので、「電子証明書発行」ボタンをクリックしてください。

ブラウザ（※１） 
利用可能な機能 

証明書発行 証明書認証 

Internet Explorer ○ ○ 

Microsoft Edge 〇 ○ 

Google Chrome 〇 ○ 

富山第一銀行（https://www.first-bank.co.jp/）

ログイン

法人・事業主のお客様

電子証明書発行
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手順3 証明書発行アプリのダウンロード

「証明書発行アプリのダウンロード」をクリックしてください。

手順4 ダウンロードしたファイルの実行

ダウンロードしたファイルを開き実行してください。

手順5 証明書発行アプリのセットアップ

証明書発行アプリのセットアップを行いますので、「次へ」をクリックしてください。

証明書発行アプリの

ダウンロード

次へ
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手順6 インストール先フォルダーの選択

インストール先フォルダーを選択し、「次へ」をクリックしてください。

手順7 証明書発行アプリのインストール

証明書発行アプリのインストール準備が完了しましたので、「インストール」をクリックしてください。

手順8 証明書発行アプリのセットアップ完了

証明書発行アプリのセットアップウィザードが完了しましたので、「完了」をクリックしてください。

次へ

インストール

完了
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手順8 証明書発行アプリの起動

証明書発行アプリを実行するため、Windows スタートメニューより「〈ファースト〉ビジネスWeb 証明書 

発行アプリ」をクリックしてください。 

手順9 証明書の取得

証明書の取得を行いますので、「証明書発行」をクリックしてください。

手順10 個人認証

認証画面が表示されますので、「ログインID」「ログインパスワード」を入力し、「認証して発行」ボタン

をクリックしてください。

〈ファースト〉ビジネスWeb

証明書発行アプリ

証明書発行

ログインID 

ログインパスワード

認証して発行
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手順11 発行完了

証明書取得結果画面が表示されますので、確認後、「閉じる」をクリックし、全てのブラウザの閉じて

ください。

再度ブラウザを起動し、P9へお進みください。
1

閉じる


