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ご 利 用 開 始 登 録 の 流 れ

● ご利用開始登録の流れ

「ＮＣＢビジネスダイレクト申込書」（お客様控）をお手元にご用意ください。

ＮＣＢビジネスダイレクト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きいただきます。

ご利用開始登録作業
（マスターユーザの方が登録してください）

ログインID取得（P7）

管理者ユーザ・一般ユーザ情報を登録（P35）

電子証明書方式のお客様

電子証明書発行（P11）

ID・パスワード方式のお客様

ワンタイムパスワード利用開始登録（P22）ワンタイムパスワード利用開始登録（P22）

ログイン（P20）

P21手順2-1へ

初期設定

ログイン
（P21手順2-2へ）

一般ユーザの登録手順は、マスターユーザと同様の手順となります。
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ロ グ イ ン I D 取 得（マスターユーザのお客様）

手順１　西日本シティ銀行のホームページからログイン

西日本シティ銀行ホームページ（https://www.ncbank.co.jp）の「NCBビジネスダイレクトログイン」ボタンをクリックしてく

ださい。

マスターユーザが初回ご利用の際は、ログインID取得を行ってください。

手順２-１　NCBビジネスダイレクトお知らせ欄を確認してログインする場合「サービスのご案内」をクリック

手順２-２　お知らせ欄を確認後「NCBビジネスダイレクトログイン」をクリック

お知らせ欄を確認してログインする場合
「法人・個人事業主のお客さま」を
クリック（手順2-1へ）

お知らせ欄を確認してログインする場合
「サービスのご案内」をクリック

法人さま向けに切替、
「ログインする」をクリック（手順３へ）

「NCBビジネスダイレクトログイン」を
クリック（手順３へ）

「NCBビジネスダイレクトログイン」を
クリック（手順３へ）

当行からの重要な「お知らせ」を
掲載しておりますので、ご一読ください。

中　略
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手順３　ログインＩＤ取得開始

ＮＣＢビジネスダイレクト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。

手順４　代表口座を入力

口座情報登録画面が表示されます。

｢NCBビジネスダイレクト申込書｣にご記入いただいた「代表口座情報」「照会用暗証番号」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」「照会用暗証番号」は「NCBビジネスダイレクト申込書」（お客様控）

と同じ内容をご入力ください。

ご確認ください

ログインID取得

代表口座情報

照会用暗証番号

次へ
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 手順５　利用者情報を入力

サービス開始登録画面が表示されます。

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。

※「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」は第三者に知られることの無いように、またお忘れにならないように
ご注意ください。
　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。

利
用
者
情
報

・お客様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
 既に他のお客様により登録されている場合は、新たに登録できません。
・半角英数字の組み合わせで、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。
・2ヶ所に同じものを入力してください。

・お客様が任意の文字列をお決めください。
・半角英数字の組み合わせで、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。
・2ヶ所に同じものを入力してください。

下記　「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」は、
　① 各々異なる文字列、② 半角英数字の組み合わせ、③ 6文字以上12文字以内で入力してください。

＊ ログインID
（ＮＣＢビジネスダイレクトに接続する
 ための専用ＩＤです）

＊ ログインパスワード
（ＮＣＢビジネスダイレクトに接続する
 ためのパスワードで、ログイン時
 に使用します）

＊ 確認用パスワード
（メールアドレスなど契約情報を登録・
 変更する際に使用します。
 また、総合振込、給与振込、口座振替
 等の承認時に使用します）

メールアドレス

利用者名
入力項目 入力内容

・ご担当者名を、全角30文字以内で入力してください。

・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。
・2ヶ所に同じものを入力してください。

次へ

利用者情報

企業情報
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 手順６　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７　サービス開始登録完了

入力内容を確認

登録

登録結果

電子証明書発行へ

ログインへ

サービス開始登録時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。

Edge、chromeをご利用の場合は、「ログインへ」ボタンをクリックし、 P12手順1 へお進みください。

電子証明書のお客様で、Internet Explorerをご利用の場合は、「電子証明書発行へ」ボタンをクリックし、 P18手順3 へ

お進みください。

ID・パスワード方式のお客様は「ログインへ」ボタンをクリックし、 P21手順2-2 へお進みください。
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電子証明書発行（電子証明書方式のお客様）

電子証明書方式は、お客様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。

初めてご利用の方、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。

手順１　西日本シティ銀行のホームページからログイン

西日本シティ銀行ホームページ（https://www.ncbank.co.jp）の「NCBビジネスダイレクトログイン」ボタンをクリックしてく

ださい。

法人さま向けに切替、
「ログインする」をクリック（手順３へ）

Google Chrome　　・Microsoft Edge(Chromium版)　　で電子証明書を発行する場合は Ｐ１１ へ

Internet Explorer　　で電子証明書を発行をする場合は Ｐ17 へ
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●電子証明書発行アプリインストール方法

「電子証明書発行」ボタンをクリック
（既に、電子証明書発行アプリをインストールされている方は、「証明書発行アプリの起動」ボタンよりアプリを起動
してください。）

手順1

「証明書発行アプリのダウンロード」ボタンをクリック手順2

ダウンロードされた「証明書発行アプリ（インストーラ）」をインストール（ファイル名：cc0190setup.msi）手順3

「電子証明書発行」
ボタンをクリック

「証明書発行アプリのダウンロード」
ボタンをクリック

ダウンロードされたアプリを
クリックしてインストールする

Google Chrome　　・Microsoft Edge(Chromium版)　　での電子証明書発行
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「NCBビジネスダイレクト電子証明書発行アプリセットアップ」画面が表示されますので「次へ」ボタンをクリック手順4

インストール先を指定し、「次へ」ボタンをクリック（通常は変更の必要はありません）手順5

「インストール」ボタンをクリック手順6

電子証明書発行アプリがインストールされますので「完了」ボタンをクリック手順7

「次へ」をクリック

「次へ」をクリック

「完了」をクリック

「インストール」をクリック

インストール先を指定する
（通常は変更の必要はありません）
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●「電子証明書発行アプリ」からの電子証明書発行手順

「証明書発行アプリの起動」ボタンをクリックし、証明書発行アプリを起動手順1

「証明書発行アプリの起動」
ボタンをクリック

「OK」 ボタンをクリック

「開く」 ボタンをクリック
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「証明書発行」ボタンをクリック手順3

「証明書取得　プロキシ認証」画面が表示される場合がありますので、御社でご利用のプロキシ認証用の
「ユーザ名」「パスワード」を入力し、「認証」ボタンをクリック

手順2

プロキシ認証用の
「ユーザ名」
「パスワード」を入力

「認証」をクリック

「証明書発行」をクリック

※プロキシ認証を採用していない場合は、表示されません。

※プロキシ認証を採用していない場合は、本画面は表示されません。
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「ログインID」「ログインパスワード」を入力し、「認証して発行」をクリック手順4

電子証明書発行処理が開始手順5

「証明書取得　結果」画面が表示されますので「閉じる」ボタンをクリック手順6

電子証明書アプリを閉じた後、現在開いているすべてのインターネットブラウザをすべて閉じて、
再度ブラウザを起動して、電子証明書ログインを実施

手順7

NCBビジネス
ダイレクトでご利用の
「ログインID」
「ログインパスワード」
を入力

「認証して発行」を
クリック

「閉じる」をクリック
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手順1　電子証明書発行

手順2　個人認証

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。

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。

電子証明書発行

ログインID

ログインパスワード

認証

Internet Explorer　　での電子証明書発行
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手順4　処理中

①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3　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。

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。

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。

発行

②Web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。

※お客様のご利用環境により、メッセージの内容が異なり
ますが、同様に「はい」ボタンをクリックしてください。

はい

②Web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。

はい

※お客様のご利用環境により、本ダイアログの内容が
異なりますが、同様に「はい」ボタンをクリックしてく
ださい。
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手順5　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、「はい」ボタン

をクリックしてください。

⇒再度ブラウザを起動し、次のページへお進みください。

電子証明書情報

閉じる

はい

他に開いているブラウザがあればすべて閉じてください。
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ロ グ イ ン 

手順１　西日本シティ銀行のホームページからログイン

西日本シティ銀行ホームページ（https://www.ncbank.co.jp）の「NCBビジネスダイレクトログイン」ボタンをクリックしてく

ださい。

法人さま向けに切替、
「ログインする」をクリック（手順2へ）
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⇒ P22 手順3 へお進みください。

⇒ P22 手順3 へお進みください。

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。

ログインパスワード

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。

手順2-1　｢NCBビジネスダイレクト｣にログイン（電子証明書方式のお客様）

ログイン

OK

※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。

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。

⇒電子証明書方式のお客様は、 手順2-1 へお進みください。

⇒ID・パスワード方式のお客様は、 手順2-2 へお進みください。

手順2-2　｢NCBビジネスダイレクト｣にログイン（ID・パスワード方式のお客様）

ログインID

ログイン

ログインパスワード

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。

※NCBビジネスダイレクトでは、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。

※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。

手順2　「NCBビジネスダイレクト」へのログイン手順
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手順3　ワンタイムパスワード利用開始登録

手順4　ログイン時のお知らせ

当行から重要なお知らせがある場合に

ログイン時お知らせ画面が表示されます。

お知らせ内容をご確認のうえ、「次へ」ボタンをクリックしてく

ださい。

次へ

トークン利用
開始登録の省略

ハードトークンご利用のお客様 ソフトトークンご利用のお客様

（注）ワンタイムパスワード利用開始登録（ソフトトークンの場合はワンタイムパスワード利用申込み）を行うまで
　　の間は、都度指定方式の振込振替（当日扱い）がご利用できませんのでご注意ください。

※ハードトークンが、まだお手元に届いていない場合は、
「ワンタイムパスワード利用開始登録の省略」ボタンを
押してください。
ハードトークンがお手元に届き次第、速やかに利用開始
登録をお願いします。

ハードトークンがお手元に届いたお客様は、別冊の「ワンタイ
ムパスワード導入マニュアル（ハードトークン版）」をご参照い
ただき、ワンタイムパスワード利用開始登録をしてください。

【別冊】
ワンタイムパスワード導入マニュアル

（ハードトークン版）

【別冊】
ワンタイムパスワード導入マニュアル

（ソフトトークン版）

ソフトトークンをご利用のお客様は、別冊の｢ワンタイムパス
ワード導入マニュアル（ソフトトークン版）｣をご参照いただ
き、ワンタイムパスワード利用申込みをしてください。
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手順5　メール通知パスワード情報設定（ID・パスワード方式のお客様）

配信された「メール通知パスワード」を入力
し、「確認用パスワード」を入力して、「実
行」をクリックしてください。

「メール通知パスワードのご案内」のメールが配信されますので、８桁のパスワードをご確認ください。

内容を確認後、「確認」をクリックしてください。

変更する

利用する

新しいメールアドレス（２箇所）

次へ

メール通知パスワード

確認用パスワード

確認

実行

●●●●●●●●

●●●●●●●●

⇒電子証明書方式のお客様は、 Ｐ24手順6 へお進みください。

⇒ID・パスワード方式のお客様は、 手順5 へお進みください。

「メール通知パスワード利用有無」の「利用する」が選択されているのを確認してください。
「現在のメールアドレス」を変更されるときは、「メールアドレス変更要否」の「変更する」を選択し、
新しいメールアドレスを入力（２箇所）し、「次へ」をクリックしてください。

・ご利用を希望されるお客様

初回ログイン時のみ、メール通知パスワード情報設定画面が表示されます。

資金移動等の際に、暗証番号、ワンタイムパスワードに加えて、電子メールでお届けする「メール通知パスワード」を、

認証情報として追加できます。これによりセキュリティの向上を図ることができます。

本機能の使用有無は、お客様で選択可能です。後日設定することも可能です。（P33をご参照ください）

・ご利用を希望しないお客様
・後日設定されるお客様
・ご利用を希望されるお客様

「利用しない」　を選択し、「次へ」をクリック

「次へ」　をクリックし、設定作業をお願いいたします

・ご利用を希望しないお客様、後日設定されるお客様

「利用しない」

次へ

「利用しない」を選択し、「次へ」をクリック
してください。
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 手順6　｢NCBビジネスダイレクト｣トップページ

①｢NCBビジネスダイレクト｣タブメニュー

詳細についてはP25をご覧ください。

ビジネスダイレクトトップページが表示されます。

過去3回のログイン日時が表示されます

直近操作した操作メニューが表示されます

未読のお知らせが最大10件まで
表示されます
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｢NCBビジネスダイレクト｣タブメニュー（お客様の契約内容により、表示されるタブメニューの種類が異なります）

メニュー項目 メニュー概要

残高照会

入出金明細照会

振込入金明細照会

取引明細メール通知サービス

入出金明細照会[全銀]

振込入金明細照会[全銀]

振込振替

税金・各種料金の払込み

総合振込

給与・賞与振込

地方税納付

口座振替

Ｑネット代金回収

Ｑネット域外代金回収

地銀自動会計

承認

企業管理

利用者管理

操作履歴照会

外為スーパーダイレクトへ

電子記録債権へ

電子帳票交付サービスへ

照
会

振
込
振
替

承
認

管
理

総
合
振
込

給
与
振
込

口
座
振
替
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外為スーパー
ダイレクト

・現在の預金残高、残高のうち他店券、貸越極度額、お引出し可能金額、
 前日・前月末預金残高の照会ができます。

・口座への入金や出金（振込や引落し等）の情報（入出金明細情報）の照会
 ができます。

・口座への入金情報(振込入金明細情報)の照会ができます。

・取引が発生した場合に、ご登録いただいた通知用メールアドレス宛に
 電子メールをお送りします。

・口座への入金や出金(振込や引落し等)の情報(入出金明細情報)の照会
 ができます。
・全銀協規定形式で照会・ファイル取得ができます。

・口座への入金情報(振込入金明細情報)の照会ができます。
・全銀協規定形式で照会・ファイル取得ができます。

・お申込の登録口座から他の口座への資金移動を行うことができます。

・当行所定の収納機関に対する税金・公共料金等の払込みが行えます。
・Pay-easy（ペイジー）マークが表示された請求書（払込書）が対象です。

・取引毎に振込先口座情報および、日付、金額を指定し、複数の振込を一括
 で行うことができます。

・指定した各社員の口座および、日付、金額を指定し、振込を行うことができ
 ます。

・各社員の市町村税納付先情報および、日付、金額を指定し、代行納付を
 行うことができます。

・各業務で確定された取引の依頼内容を確認し、取引の承認・差戻し・削除を
 行うことができます。

・企業情報の照会などを行うことができます。

・利用者情報の照会などを行うことができます。

・ご自身または他の利用者が行った操作の履歴照会を行うことが
 できます。

・外為スーパーダイレクトのサービスを開始します。

・電子記録債権のサービスを開始します。

・取引先金融機関の口座情報および、日付、金額を指定し、取引先金融機関
 より代金を回収し、企業の保有する口座に入金を行うことができます。

でんさい
電子記録債権

・電子帳票交付サービスを開始します。電子帳票
交付サービス




