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ほくぎんビジネスポータル 
ご利用マニュアル

（2023年 1月 16日現在） 
本書では 「ほくぎんビジネスポータル」 のご利用操作について説明します。 

画面ごとに入力項目、表示内容、操作方法について記載しておりますので、各種操作の際にご参照ください。 

なお、電子交付サービスの操作方法については、専用の 「法人版電子交付サービス ご利用マニュアル」 を 

ご確認ください。
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１．ご利用にあたって

① サービス一覧 

○ 「ほくぎんビジネスポータル」では以下のサービスがご利用できます。

サービスメニュー 内容 

ダッシュボード ほくぎんビジネスポータルのマイページ画面です。 

おすすめ情報やお知らせ、口座情報などが一覧でご確認いただけます。 

おすすめ情報 北陸銀行からお客さまへ特におすすめする情報を表示します。 

プロフィール設定にて登録した情報をもとに配信されます。 

お知らせ 北陸銀行からのお知らせを表示します。

口座一覧  ご登録口座のリアルタイムな残高情報を一覧で参照できます。 

入出金明細 ご登録口座のリアルタイムな入出金明細情報を参照できます。

電子帳票 電子交付サービスがご利用できます。

Web受付 各種申し込み受付、融資相談等の手続きができます。 

経営支援サービス ほくぎんビジネスポータルと ID 連携している他のサービスへ遷移します。 

お役立ちサイト 北陸銀行の関連会社や商品、サービスなどのリンク先を表示します。

インターネットバンキング ［ビジネス IB］［ほっと君Web Jr.］［ほくぎん Biz-Lite］のサービスへ移動し

ます（※）。 

設定 利用者ごとの権限、利用者の追加、権限設定などのお手続きができます。

利用者情報 プロフィール情報の編集、口座情報の連携などのお手続きができます。 

※ 本書では、［ビジネス IB］［ほっと君Web Jr.］［ほくぎん Biz-Lite］を総称し、「インターネットバンキン

グ」と表記しております。 

なお、各サービス固有の内容については、［ビジネス IB］［ほっと君Web Jr.］［ほくぎん Biz-Lite］の

名称を使用しております。



4 

② ご利用時間 

0：00～24：00
○ 以下の日時については、上記の時間帯であってもご利用できません。

 1 月 1日から 1 月 3日、 5 月 3日から 5 月 5日の終日 

 毎月第 1・3 月曜日の 2：00～6：00

 ハッピーマンデー（祝日）の前日（日曜日） 21：00～当日（月曜日） 6：00

 ハッピーマンデー（祝日）の 6：00～8：00 の間は、口座一覧・入出金明細の照会はできません。

○ 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。

③ ユーザ種類

○ ユーザごとに権限が設定されており、利用可能な取扱範囲が異なります。

マスターユーザ  初回利用登録をおこなった、企業を代表する利用者のことです。 

１名のみ登録可能で、自身を含むすべての利用者を管理することができます。

管理者ユーザ  マスターユーザから管理者権限を付与された利用者のことです。 

マスターユーザと同様、自身を含む利用者を管理することができますが、マスターユーザと

は異なり、管理者ユーザの追加は行えません。

一般ユーザ  管理者権限がない利用者のことです。

マスターユーザまたは管理者ユーザが指定したサービスのみ利用することができます。

ご留意事項

 インターネットバンキング(［ビジネス IB］［ほっと君Web Jr.］［ほくぎん Biz-Lite］)の利用者設

定と連携しています。 

 利用者の追加・変更・削除の操作は、インターネットバンキング の管理画面から操作を行ってください。 
（ほくぎんビジネスポータルの設定画面からも インターネットバンキング の管理画面に移動できます）
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２．お申し込み 

① 申し込みのお手続きについて

○ ほくぎんビジネスポータルは、法人向けインターネットバンキング［ビジネス IB］［ほっと君Web Jr.］
［ほくぎん Biz-Lite］の標準機能ですので、お申し込みは不要です。

○ 既にインターネットバンキングで使用されている、ログイン ID とログインパスワード（電子証明書方式の方
は電子証明書とログインパスワード）でご利用できます。

○ インターネットバンキングのお申し込み方法は当行ホームページを参照して下さい。

② ご利用条件

○ 以下のフローにしたがって、「インターネットバンキング（表中略：ＩＢ）」と「ほくぎんビジネスポータル

（表中略：ポータル）」の初回設定を完了していることがご利用の条件となります。

Step１ お申し込み（IB） ○ 取引店にて「インターネットバンキング」をお申し込み（※１） 

Step２ 
ご利用登録
（IB） 

① 郵送される仮確認パスワードにて初回利用登録（※１） 
② ログイン ID・ログインパスワード、確認パスワード、メールアドレス、利用者
名を登録（※１） 

③ 電子証明書を取得（※２） 
④ トランザクショントークンの設定（※３） 

Step３ 
初回利用登録
（ポータル） 

① Step2 で登録した ID/パスワード（※４）にて「ほくぎんビジネスポータ
ル」ログイン画面よりログイン 

② ご利用規約への同意
③ プロフィール情報を設定 

（※１）[ほくぎん Biz-Lite]（フリープラン除く）のホームページからの申込み 「Web」 からお申し込みされる場合は、郵送

による仮確認パスワードの送付 および 初回利用登録のお手続きは不要です。

（※２）[ビジネス IB]、[ほっと君WeｂJr.] をご契約のお客さまは、電子証明書の取得が必要です。 

[ほくぎん Biz-Lite] をご契約の方は電子証明書の取得は不要です。（ID・パスワード方式） 

（※３）トランザクショントークンの初回登録を行う場合は、「インターネットバンキング」 へ遷移いただくと設定画面が表示され

ます。 

（※４）電子証明書方式（[ビジネス IB]、[ほっと君WebJr.]）の方は、電子証明書とログインパスワードです。 
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３．ログイン 

① パソコンからのログイン方法

○ ここでは、パソコン画面（※）でのログイン方法を記載しています。

○ スマートフォンでのログイン方法は9 ページを参照ください。

※ 対応するOS,ブラウザは当行ホームページにてご確認ください。

北陸銀行ホームページの[法人・個人事業者のお客さま]から、[ ビジネスポータル・インターネットバンキ

ング]の[ログイン]を選択してください。

ご留意事項

 このログインボタンは[ビジネス IB]、[ほっと君WebJr.]、 

[ほくぎん Biz-Lite]の共通ログインボタンです。 

 本ログインボタン押下後は「ログイン前お知らせ」画面（次ペ

ージ）に移動します。 
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ログイン前お知らせ画面より「ログイン画面へ」を選択してください。

電子証明書方式のお客さまは 「電子証明書方式のお客さま ログイン」 のボタンを選択してく
ださい。 
ID・パスワード方式のお客さまは、ログイン ID とログインパスワードを入力し、「ログイン」   
ボタンを選択してください。 
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○ お客さまのご契約サービスごとのログイン方法を選択してください。
○ ログイン ID、ログインパスワードは［ビジネスＩＢ］［ほっと君Web Jr.］［ほくぎん Biz-Lite］と共通で
す。 

＜ご契約サービスごとのログイン方法＞

ログイン方法 ご契約サービス名

電子証明書方式 ビジネス IB 
ほっと君WebJr. 

ID・パスワード方式 ほくぎん Biz-Lite 
ほくぎん Biz-Lite（フリープラン） 
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② スマートフォンからのログイン方法

○ ここでは、スマートフォンからのログイン方法を記載しています。

スマートフォンから北陸銀行のホームページ「法人・個人事業者のお客さま」のページを選択し、

ログインボタンを選択してください。

■ログイン画面            ■ログイン選択画面        ■ほくぎんビジネスポータルログインを選択 

 [ビジネス IB]、[ほっと君WebJr.]をご利用中のお客さまは、事前にインターネットバンキングの利用

者情報の管理画面からマスターユーザまたは管理者ユーザの操作により、スマートフォンを「利用する」

に設定してください。（パソコンで操作してください。）

 ログイン ID とログインパスワードでログインしてください。※[ビジネス IB]、[ほっと君WebJr.]の  

ユーザも電子証明書ではなく、「ログイン ID」と「ログインパスワード」でログインしてください。 

 [ほくぎん Biz-Lite]をご利用中のお客さまは、以下の画面からログイン ID・ログインパスワードを 

入力してください。 
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４．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。

ほくぎんビジネスポータルにログインを行ってください。「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。登録されたプロフィー
ル設定を変更される場合は、「８．利用者情報：プロフィール設定（４９ページ）」をご参照ください。 

 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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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。

○ 口座情報の連携方法については、（６．機能一覧⑤口座一覧（1７ページ））をご参照ください。 

インターネットバンキングと口座情報を連携すると、リアルタイムの口座残高が表示されます。（※）

※表示される口座数は代表口座および契約口座
をあわせて９口座です。店番号、預金種目、口
座番号順で口座が自動的に表示されます。 
※表示される口座はインターネットバンキングで各
ユーザに設定した口座の閲覧権限に応じて表示
されます。 
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５．ログアウト 

ほくぎんビジネスポータル画面右上から、利用者名を選択し、ログアウトを選択してください。
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６．機能一覧 

① ダッシュボード

○ ほくぎんビジネスポータルのトップ画面です。ご利用可能なサービスが表示されます。

各種機能の概要は以下の通りです 

番号 機能一覧 概要 

① ダッシュボード ほくぎんビジネスポータルのトップ画面です。 

② おすすめ情報 

プロフィール情報「利用者さまの関心のあるテーマ等」にもとづき、銀行から

の特におすすめのご案内を、直近 3 件まで表示します。 

選択すると詳細をご確認いただけます。 

③ お知らせ
銀行からのお知らせを、直近 3 件まで表示します。 

選択すると詳細がご確認いただけます。

④ レコメンド情報 銀行が厳選した情報サイトへ遷移します。 

① ②

⑤

④

③

⑥
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⑤ 口座一覧

口座情報を連携すると、利用登録されたお口座の残高が確認できます。

最大 9 口座まで表示されます。 

残高合計は表示された 9口座の合計残高です。 

⑥ インターネットバンキング
お客さまがご契約されているインターネットバンキングサービストップ画面へ、

再度のログイン手続きなく移動できます。

② おすすめ情報

○ ご利用者さまへ、特におすすめする情報が閲覧できます。 

サイドメニュー「おすすめ情報」を選択すると、情報の一覧が表示されます。

表示された一覧から選択すると、内容の詳細が確認できます。
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③ お知らせ

○ ご利用者の皆さまへのお知らせが閲覧できます。 

サイドメニュー[お知らせ]を選択すると、情報の一覧が表示されます。

表示された一覧から選択すると、内容が確認できます。

④ レコメンド情報

○ 銀行が厳選した情報サイトへ遷移します。
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⑤ 口座一覧

○ 連携された口座情報を表示します。 

サイドメニュー[口座一覧]を選択してください。口座情報との連携がされていない場合は以下
の画面が表示されますので［連携する］ボタンを選択してください。
※口座連携はダッシュボード（15 ページ）からも行えます。 

口座情報連携（API 連携）の画面では、インターネットバンキングの口座情報を、ほくぎん 

ビジネスポータルと連携します。［API 連携］ボタンを選択してください。

ほくぎんビジネスポータルへ連携する対象情報にチェックを入れ、「次へ」を選択してください。

※連携対象にチェックを入れない場合は、残高

情報等は表示されません。 

※ダッシュボードに口座情報を表示したくない場

合は本操作でチェックを外してください 
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内容をご確認のうえ、確認にチェックを入れてから、［連携する］ボタンを選択してください。

お客さまのリアルタイムの口座情報が表示されます。

○ ダッシュボードから口座情報を接続した場合は、以下の画面となります。 

○ 口座一覧から口座情報を接続した場合は次ページの画面が表示されます。 

ご留意事項
 通信状況により、口座情報の連携が切断される場合があります。
この場合は、再度口座情報の連携操作を行ってください。
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法人インターネットバンキングでご登録されている口座一覧が表示されます。表示したい残高種

類・口座にチェックを入れ、［設定する］を選択してください。

残高種類 内容 

当日残 普通預金、当座預金の当日残高です。

うち他店券 資金化されていない手形・小切手などの残高です。

貸越限度額 貸越できる限度額です。（対象となる口座を登録された場合のみ） 

お引き出し可能金額 現金を引き出しできる残高です。お振込み時はこの残高をご確認ください。

ご留意事項

 ほくぎんビジネスポータルで表示できる口座は９口座までです。 

９口座以上契約口座をご登録されているお客さまは、表示する口座を選択してください。 

 口座一覧で選択した口座情報は口座一覧の画面でのみ選択できます。 

ダッシュボードに表示される口座は、当行所定の順序で表示されます。 
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残高合計が表示され、内訳や入出金明細がグラフ表示されます。

ご留意事項

 グラフで表示される口座は選択した９つまでの口座情報にもとづいて表示されます。 

 ９つ以上の口座を登録されている場合は、すべての口座情報を反映しているものではございませんので

ご留意ください。グラフで表示可能な入出金明細の件数（累計）は999明細までで、それを超える分

は表示されません。 
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⑥ 入出金明細

○ 連携した口座の入出金明細が確認できます。

サイドメニュー [入出金明細] を選択してください。表示したい内容、口座を選択したい場合は

プルダウンより選択します。

期間 内容 
当日 当日分の明細が照会可能 
当月 当月分の明細が照会可能（当月１日～当日分）
前月 前月分の明細が照会可能（前月１日～前月末分）
前々月 前々月分の明細が照会可能（前々月１日～前々月末分）
最近1週間 当日を含め直近７日分の明細が照会可能 
日付範囲で指定 日付範囲を指定して明細が照会可能（指定可能範囲は、３か 月前の応当日

～当日まで）

ご留意事項
 入出金明細は直近 3 カ月分まで照会可能です。

 一回の照会で取得できる明細は口座ごとに最大 999件となります。

 ［ビジネス IB］［ほっと君Web Jr.］ご契約のお客さまは、［ダウンロード］ボタンを選択すると、

CSV ファイル形式（カンマ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。 

 [ほくぎん Biz-Lite]をご利用中のお客さまで、入出金明細をダウンロードしたい場合は、「インターネット

バンキング」に移動し、「入出金明細照会」から操作をしてください。

〔ビジネス IB〕〔ほっと君Web.Jr〕の

ご契約者さまのみ表示されます 
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⑦ 電子帳票（電子交付サービス）

○ 各種書類を画面上で閲覧できるサービスです。ファイルを取得することも可能です。

サイドメニュー [電子帳票] を選択し、電子交付サービスの「利用する」ボタンを選択してください。

電子交付サービス画面に移動します。 

以降の操作は、電子交付サービスマニュアルをご参照ください。

ご留意事項

 初めてご利用になる場合は、必ずマスターユーザがすべてのユーザの閲覧権限を設定ください（管理者

ユーザ、一般ユーザは権限設定がない場合はご利用できません） 

 権限設定は「インターネットバンキング」での利用権限設定と「電子交付サービス」での閲覧権限設定の

双方で設定が必要です 

＜初期設定の権限状況＞ 

初期設定 設定方法 

マスターユーザ 管理者ユーザ 一般ユーザ 

法人ＩＢ 連携あり 

（利用○） 
連携なし 
（利用×）

連携なし 
（利用×）

利用者管理画面で、
電子交付の「連携」にチェック 

電子交付サービス 設定済 

(すべて閲覧○)
未設定 
（閲覧×） 

未設定 
（閲覧×） 

閲覧権限設定画面で、書類ごとに
「 許 可 す る 」(閲 覧 可) ま た は
「許可しない」(閲覧不可)を設定 

電子交付サービスの
利用権限 

書類ごとの閲覧権限

＊初回はマスターユーザが
設定操作を行ってください
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⑧ Web受付 

○ 各種相談受付や各種業務の受付が可能です。 

サイドメニュー [Web受付] を選択し、［利用する］ボタンを選択してください。

Web受付トップページに移動しますので、申し込みする業務を選択してください。
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新たに受付業務を開始する場合は、「回答新規作成」を選択してください。 

 過去の受付内容を検索される場合は、「最終更新日」とドキュメントステータスを選択し、

「絞り込み」のボタンを押してください。 

○ 検索した結果は、下段の「回答検索結果一覧」に表示されます
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受付フォームから内容に沿って必要項目を入力いただき、「提出」を選択してください。

受付の内容ごとに「注意事項・

同意書」が定められている場合

はこちらの添付ファイルを参照 

してください 

中略

201011234567
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Web受付を終了する場合は、「受付業務を終了」ボタンを押してください。

 ブラウザの×ボタンは使用しないでください。 

インターネットバンキングのトップページに戻りますので、「ビジネスポータルへ戻る」のボタンを押し、 

ほくぎんビジネスポータルへお戻りください。 

北銀 太郎

1234568
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⑨ 経営支援サービス

ID連携とは 

○ 異なるWeb サービスのログイン ID を連携させることで、異なるWeb サービスの間を移動する場合に

ID・パスワードを入力しなおす必要なく、移動できるようになることを指します。 

○ 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のログイン ID と他のWeb サービスの 

ログイン ID を連携させることができます。 

■ ここではHokuriku Big Advance（以下、HBA という）との「ID連携」の操作を説明します。 

ほくぎんビジネスポータルのサイドメニューから「経営支援サービス」を選択し、Hokuriku Big

Advance（HBA）の「利用する」を選択してください。

以下の画面が表示されますので、初めてHBA を申し込みする場合は 「新規登録」 を、すでにHABの

ログイン ID とログインパスワードをお持ちで ID連携を行う場合は 「ログイン」 を選択してください。 

○ HBA は有料サービスです。 

こちらから新規登録を行う場合は、

ご利用規約等に十分ご留意のう

え、お申し込みください。（操作方

法は 29 ページ以降を参照くださ

い） 

既に HBA のご契約済みの方は、 こち

らから ID連携を行ってください。

（操作方法は 31 ページ以降を参

照ください） 
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◇HBA を新規に申し込みする場合◇（※HBAの新規申し込みにはクレジットカードが必要です。） 

「新規登録」を選択してください。 

表示される内容をご確認のうえ、「利用手続きに進む」を選択してください。

○ 以降は、表示される画面にしたがってお手続きをお願いします。

 お手続きに関するご照会先 ： 「Hokuriku Big Advance」事務局  

TEL 076-423-7212  受付時間9：00-17：00/土日・祝日は除く 

メールアドレス：hba@hokugin.co.jp

○ HBA は有料サービスです。

新規にお申し込みが完了すると、月

額 3,300円（税込み）の利用料

が発生しますので、ご確認のうえ、お

申し込みください。この場合、新規に

登録されたユーザがHBA のオーナ

ーユーザとなります。

○ お申し込み後、銀行でのご利用開

始の登録が完了するまでお時間を

いただきます。
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◇既に企業契約があり、新しいユーザでHBA を新規に申し込みする場合◇ 

「新規登録」を選択してください。 

既に HBA の契約がある場合は、自動的にオーナーユーザー宛の利用申請画面が表示されますので、

名前とメールアドレスを入力し、「利用申請をする」を選択してください。

○ 本操作では、契約済みのオーナーユーザーに対して、利用者追加登録の申請を行います。

○ オーナーユーザーの追加登録の承認をもって新規利用者の申し込みが完了します。

オーナーユーザーの操作でHBA にログインし「設定＆マニュアル」のメニューから「ビジネスユーザー設定」

を選択し、承認操作を行ってください。

北銀 次郎

hokuriku@hokugin.co.jp

北銀 次郎hokuriku@hokugin.co.jp
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◇HBA を既にご契約済みで、ID を連携する場合◇ 

HBA のログイン ID とログインパスワードをご用意し、「ログイン」を選択してください。 

HBA のログイン ID（または HBA に登録したメールアドレス）と、HBAのパスワードを入力し、

「ログイン」を選択してください。 

ID が連携され、HBA のトップ画面が表示されます。 

○ 以後、ほくぎんビジネスポータルからは、ログイン ID/パスワードを再入力不要でマイページ間を移動できます。

○ ID 連携を利用せずに HBA にログインする場合は、当行ホームページの専用ログインからログインしてください。

HBA で既に登録されているログイン

ID（または登録されているメールアドレ

ス）と、パスワードを入力してください。

ご留意事項 

 ID を連携する操作は、必ず本人

が行ってください。

 HBA の「従業員ユーザ」では 

ID連携操作はできません。 
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■ ほくぎんビジパ倶楽部（以下、ビジパ倶楽部と記載）との「ID連携」の操作 

 概要 

本操作を行うと、ほくぎんビジネスポータルの利用者 ID（法人インターネットバンキングの利用者 ID）と 

ビジパ倶楽部の利用者 ID を連携することができます。ID連携を行うと、再度ログインしなおす操作が 

不要となり、ビジパ倶楽部のログイン後ページに移動することができます。 

ID連携のイメージ図（ユーザ区分ごと） 

操作方法は次ページ以降を参照してください。

ご留意事項

・ ビジネスポータル（法人 IB）の「一般ユーザ」および、ビジパ倶楽部の「社員 ID」は、ID

連携はできません。当行ホームページのログイン画面よりログインを行ってください。

・ ID連携によるログイン操作は、ビジネスポータルからの一方通行とし、ほくぎんビジパ倶楽部から 

ビジネスポータルへログインすることはできません。 

  ・ ID 連携を実行した後でも、ホームページからのログイン（ID連携を利用しないログイン

方法）は可能です。 
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操作方法について 

おもな操作手順は以下の手続きで行います

 ① ほくぎんビジネスポータル（法人インターネットバンキング）でのサービス連携の権限を付与する 

 ② 権限付与後に ID連携の操作を行う

※利用されるユーザがマスターユーザの場合は、①の操作は不要です。管理者ユーザのみ行ってください。

①ほくぎんビジネスポータル（法人インターネットバンキング）でのサービス連携の権限を付与 

ビジネスポータルのサイドメニュー「設定」を選択し、「設定する」を選択します。 

利用者管理を選択し、「利用者情報の管理」を選択します。
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ビジパ倶楽部との ID連携を行うユーザを選択します。

ビジパ倶楽部との ID連携を行うユーザを選択し、「サービス連携」の画面で「チェック」を入れ

連携の権限を付与します。 
（詳細は 41 ページ⑤利用者情報の管理（ユーザの追加・変更・削除・利用権限設定）を確認ください） 

※「一般ユーザ」でも本画面でビジパ倶楽部とのサービス連携権限を付与できますが、実際の ID連携操作
はできませんでのご注意ください。（一般ユーザはビジネスポータルのメニューが表示されません。） 

こちらにチェックを入れ、権限を付与します 

画面 中略

本画面は、「利用者基本情報」の次画面です 

✔
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●マスターユーザおよびサービス連携の権限を付与された管理者ユーザは、以下の操作を行います。

ほくぎんビジネスポータルにログインし、サイドメニューから「経営支援サービス」を選択します。 

表示された画面から「ほくぎんビジパ倶楽部」の「利用する」を選択してください。

ID連携画面が表示されますので、ほくぎんビジパ倶楽部の ID とパスワードを入力し、「ID連携して 

ログイン」のボタンを押してください。 

ID連携が実施され、ほくぎんビジパ倶楽部のログイン後画面に遷移し、連携操作が完了します

※ ビジパ倶楽部をログアウトする場合は、必ず「ログアウト」ボタンの操作により行ってください。

ほくぎんビジパ倶楽部で既に登録されている

ID・パスワードを入力してください。 

ログイン後ページ 

次回ログイン以降、

ID連携操作は不要

です
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⑩ お役立ちサイト

○ お客さまの事業や業務に役立つ関連サイトへのリンクを掲載しています。 

サイドメニュー [お役立ちサイト] を選択してください。

ご留意事項

 北陸銀行以外の外部インターネットサイトへのリンク集ですので、ご利用者さまの責任において、ご利用

ください。 

 掲載内容は当行の判断において、随時追加・削除されることがあります。
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７．各種設定 

○ 各種設定では、企業情報の照会や利用者の追加・変更、操作履歴の照会ができます。 

① 基本設定

サイドメニュー［設定］ ⇒ 基本設定［設定する］ボタンを選択してください。

○ インターネットバンキングの「管理業務」の画面に遷移しますので、設定を行ってください。

インターネットバンキングの管理業務画面が表示されます。 

ご留意事項

 ほくぎんビジネスポータルの企業情報・利用者情報はインターネットバンキング [ビジネス IB]、[ほっと君

WebJr.]、[ほくぎん Biz-Lite] と連携しています。（詳しい操作方法はインターネットバンキングのご利用

マニュアルをご参照ください。） 

北銀 太郎 様 



37 

② 企業管理

○ 企業管理では、口座メモの登録・変更や振込・振替等の限度額の変更（[ビジネス IB]、[ほっと君
WebJr.]のご契約のマスターユーザまたは管理者ユーザのみ）が可能です。 

「企業管理」を選択してください。

企業管理のメニューから作業内容を選択してください。

○ 企業管理では以下の操作が可能です。 

区分 作業内容 詳細 

企業情報 企業情報の変更 地方税納付情報・限度額の変更が可能(※)

口座情報 口座メモ・委託者メモの変更 口座メモ・委託者メモの登録・変更が可能

手数料情報の変更・照会 先方負担手数料[振込・振替]の変更 振込・振替で使用する先方負担手数料を変

更できます(※)

（※）[ほくぎん Biz-Lite]、[ほくぎん Biz-Lite（フリープラン）]は本操作はできません。 
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③ 利用者管理

○ 利用者管理では、ユーザ情報の新規登録、変更、削除や電子証明書失効、再発行の手続きができま

す。 

［利用者管理］画面で作業可能項目が表示されます。 
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○ 利用者管理でできることは以下の通りです。

項目 作業内容 

パスワード変更 ログインパスワード、確認パスワードを変更できます。

利用者情報の管理 利用者情報の新規登録、照会、変更、削除ができます。

利用停止・解除 利用者のサービス停止、停止解除ができます。

トランザクション認証の管理 トランザクション認証の利用停止の解除、認証用トークンの失効ができます。

○ 電子交付サービス、スマートフォンの利用権限などの設定は、こちらの利用者情報の管理から権限設定

を行ってください。

④ 操作履歴照会

○ 全利用者の操作履歴を照会できます。 

操作履歴情報の検索欄で、操作日付、利用者名、業務種別、などの検索条件を設定のうえ、

［検索］ボタンを選択してください。画面下部に、操作履歴情報の一覧が表示されます。 

ご留意事項
 照会できる対象はインターネットバンキングのみです。 

ほくぎんビジネスポータルの操作履歴は照会できません。

（詳しくはインターネットバンキングのご利用マニュアルをご確認ください。） 
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⑤ 利用者情報の管理（ユーザの追加・変更・削除・利用権限設定）

○ 利用ユーザの新規登録や削除、登録したユーザ情報の変更ができます。 

ダッシュボード（トップ画面）左下の「設定」を選択後、基本設定の［設定する］を選択して 

ください。

［利用者管理］を選択してください。
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［利用者情報の管理］を選択してください。

利用者を追加する場合は、［新規登録］ボタンを選択してください。

利用者情報を変更する場合は、利用者を選択のうえ、［変更］ボタンを選択してください。

○ 変更および削除の操作方法については、本マニュアルでは省略します。

詳しくは、ご契約のインターネットバンキングのご利用マニュアルをご確認ください。
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■利用者を追加する場合■ 

ログイン ID、ログインパスワード等を設定のうえ、［次へ］ボタンを選択してください。

○ 管理者権限を付与する操作は、マスターユーザのみ可能です。

○ ログイン ID とログインパスワードは異なるものをご登録ください。

英字は大文字と小文字を区別します。

○ 入力されたログイン ID がすでに他のお客さまにより使用されている場合、新たに登録できませんので、
異なるログイン ID をお試しください。

・管理者ユーザとして登録する場合

は、「管理者権限」を「付与する」

を選択してください。 

・スマートフォンでの利用を許可する

場合は、「利用する」を選択してく

ださい。 
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 利用者のサービス利用権限を設定してください。内容を確認後［次へ］を選択してください。
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利用可能口座を選択し、登録ボタンを選択してください。

1234567
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利用者登録確認の画面が表示されますので、必ず内容を確認し、確認パスワードをご入力の

うえ、［実行］ボタンを選択してください。 [ビジネス IB][ほっと君WebJr.]では、トランザク

ション認証が必要となります。

[ほくぎん Biz-Lite]のご契約者さまは、

「確認パスワード」のみとなります。 

（トランザクション認証の操作はございま

せん） 

これで利用者の登録は完了しました。 

新しい利用者さまへログイン ID とログインパスワードをお伝えして下さい。 
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新たに追加された利用者で「ほくぎんビジネスポータル」よりログインを行ってください。

ログイン画面が表示されますので、ログインを行ってください。

電子証明書が必要なサービスをご契約しているお客さまは、事前に電子証明書を取得してから、 

ログインしてください。 

操作方法は 北陸銀行ホームページ > 法人・個人事業者のお客さま > 決済業務 > インタネットバン

キングサービス > ビジネス IB または ほっと君WebJr. > ご利用マニュアル > 「アプリ使用による証明

書発行・更新手順.pdf」 「電子証明書発行アプリ取得手順.pdf」をご覧ください。 

電子証明書の取得は 

こちらから行ってください。
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⑥ 利用者停止・解除 

○ ユーザの利用停止・解除をおこなうことができます。利用停止解除は、ご自身以外のユーザに対してのみ
行えます。この操作は、マスターユーザおよび管理者ユーザに限り可能です。なお、本操作にあたっては 

「確認パスワード」の入力が必要です。

ダッシュボード（トップ画面）左下の設定ボタンを選択後、基本設定の［設定する］を選択し

てください。

インターネットバンキング画面へ移動後、［利用者管理］ボタンを選択してください。
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［利用者停止・解除］ボタンを選択してください。

サービス状態を変更する利用者、変更後のサービス状態を選択し、変更内容を入力のうえ、 

確認パスワードを入力し、［実行］ボタンを選択してください。
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８．利用者情報

① プロフィール設定

○ 初回利用登録時に設定した利用者のプロフィール設定を変更できます。

ダッシュボード右上のユーザ名ボタンを選択し、［利用者情報］を選択してください。 

変更する内容を入力し、［保存する］ボタンを選択してください。

中略

電子メールでのご案内をご希望されない場合は、「希望しない」を選

択してください（ただし、インターネットバンキングの業務に関する確認

メールの配信を停止することはできません。） 
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９．困ったときの対処方法 
電子交付サービスを利用するためのユーザ追加（利用者の追加）を行いたい。 

○ 電子交付をご利用するユーザを追加する場合、法人インターネットバンキングでの利用者の追加と電子
交付サービスを利用するための権限設定が必要です。 

○ 権限設定は法人インターネットバンキングでの利用権限設定と電子交付サービスでの閲覧権限設定の
双方で設定が必要です。 

利用者の追加を行ってください。

○ 利用者の追加方法は本マニュアルの各種設定・利用者の管理（37 ページ）を参照してください。 

権限設定の際、サービス連携の「電子交付サービス」にチェックを入れ、利用者の追加を行ってください。
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ご留意事項

マスターユーザ権限で「ほくぎんビジネスポータル」へログインしてください。 電子交付サービスのトップ画

面から、「閲覧権限設定」をクリックしてください。

 電子交付サービスの権限を行

う場合は、「利用可能口座」

の権限も設定してください。 
1234567
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新たに追加された利用者の閲覧権限設定を行ってください。

新たに追加された利用者で「法人インターネットバンキングログイン」よりログインを行ってください。
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ログイン画面が表示されますので、ログインを行ってください。

電子証明書が必要なサービスをご契約しているお客さまは、事前に電子証明書を取得してから、 

ログインしてください。 

操作方法は 北陸銀行ホームページ > 法人・個人事業者のお客さま > 決済業務 > インターネットバ

ンキングサービス > ビジネス IB または ほっと君WebJr. > ご利用マニュアル > 「アプリ使用による 

証明書発行・更新手順.pdf」 「電子証明書発行アプリ取得手順.pdf」をご覧ください。 

ほくぎんビジネスポータルの初回登録を行ってください。

○ 初回登録操作は「４．初回利用登録（10 ページ）」を参照ください。 

電子証明書の取得は 

こちらから行ってください。
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ほくぎんビジネスポータルより「電子帳票」を選択し、電子交付サービスを利用してください。 

以上 


