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ユーザＩＤについては、マスタ管理者以外のＩＤ全てを担当者ＩＤとすることも可能ですが、マスターユーザ不在時の担当者ＩＤエラーや
マスタユーザＩＤがエラーとなった場合を想定し、管理者権限を付与した一般ユーザＩＤの設定をお勧めします。

*利用者内のＩＤで解除が行えない場合は当行にて対応致しますが、解除までにお時間を頂くことになります。
（各営業窓口へご照会ください）

このマニュアルでは以下の解消方法について記載しています。

１．ログインパスワード・確認用パスワード失念時(コーポレートネットサービス) P.２
＊パスワードを失念の上、規定回数を越えて誤登録を行った場合もこちらの方法で
　　解消されます。

２．規定回数を越えてパスワードを誤って登録し利用停止となった場合(コーポレートネットサービス) P.６
＊正しいパスワードを認識している場合に限ります。

３．電子債権取引時に使用する承認パスワード失念時（電子記録債権取引システム） P.８
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１．パスワードを失念してしまったIDの対処方法（パスワードを失念の上、規定回数を越えて誤登録を行った場合も同様）

①トップページより管理タブをクリックしてください。

②　利用者管理　をクリックしてください。

③　利用者情報の管理　をクリックしてください。

SHINSEI @shinseibank.com 
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④　利用者一覧の画面が表示されます。
パスワードをリセットするIDを選択(○欄をクリック）し、変更キーをクリックしてください。

⑤　該当ユーザＩＤの基本情報が表示されます。
ログインパスワード（必要があれば確認用パスワードも）を再設定し、次へ　キーをクリックしてください。

パスワード登録上の規制一覧
設定システム 利用可能文字種類 組み合わせ 桁数 備考

ログインパスワード ＣＮＳ 英字（大文字・小文字）　数字　記号 混在必須　アルファベット+数字のみも可 6～12

確認用パスワード ＣＮＳ 英字（大文字・小文字）　数字　記号 混在必須　アルファベット+数字のみも可 6～12 連続同一文字登録不可　（例）aa=123、Abc@22　

＊ログインパスワードと確認用パスワードに同一番号を登録することは出来ません。　別番号を設定してください。

＊＊CNSとはコーポレートネットサービスの略称です。
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⑥　次へ　をクリックしてください。

⑦　変更　をクリックしてください。

⑧　変更内容を確認いただき、ご自身の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。
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⑨　ログインパスワードの変更が完了しました。
⇒該当ユーザＩＤを保有する担当者へ変更したログインパスワード（確認用パスワード）を通知し、
　ログイン可能か確認するようご連絡ください。　
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２．規定回数を越えてパスワード登録を誤リ、ログインパスワード停止となっている場合（正しいパスワードは認識している場合）

　　２のケースにて規定回数を越えてログインパスワードを間違えた場合は以下の画面表示となります。
　　この時点で該当ＩＤではログインが出来なくなりましたので、マスターユーザもしくは管理者権限を付与された一般ユーザへ

解除を依頼が必要です。

① 　１-③の作業内容選択画面から　利用者停止・解除を選択します
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②　該当ユーザＩＤのサービス状態が　ログインパスワード利用停止　となっていることを確認の上、以下の処理を行います。
1 ユーザＩＤの選択項目にチェックを入れる
2 変更後サービス状態：利用可能にチェックが入っていることを確認する。
3 ご自身の確認用パスワードを入力し、実行　をクリックする。

③　利用停止状態が解除されました。
該当ユーザＩＤのサービス状態が 利用可能 となっていることを確認し、該当ユーザＩＤを保有している担当者へ連絡しください。
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３．電子債権取引時に使用する承認パスワード失念時（電子記録債権取引システム）のリセット方法

　①　ログイン後、電子債権サービスのトップ画面から「管理業務」のタブをクリックします。

②　管理業務メニューの「ユーザ情報管理」ボタンをクリックします。

③　「変更」ボタンをクリックします。
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④ユーザ情報検索画面が表示されます。リセット対象のIDの抽出方法は２通り(ｲ.ﾛ）ありますので、まずイについて記載します。
イ－１　ユーザ情報検索画面が表示されるので、そのまま「検索」ボタンをクリックします。

　　イ－２　現在存在する全てのIDが表示されます。パスワードリセット対象のログインIDの変更ボタンをクリックします。

　　ロ－１　　ユーザ情報検索画面が表示されるので、ログインIDを入力し「検索」ボタンをクリックします。

　　ロー２　　リセット対象のユーザIDが表示されるので、この「変更」ボタンをクリックします。
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⑤　ユーザ情報変更画面
ユーザ基本情報の「承認パスワードの初期化」に☑を入れ、「変更内容の確認へ」ボタンをクリックしてください。

⑥　初期承認パスワード設定
対象ユーザ用の初期承認パスワードを入力します。
以下の規制をご参照ください。

パスワード登録上の規制一覧
設定システム 利用可能文字種類 組み合わせ 桁数 備考

承認用パスワード 電子記録債権取引 英字（大文字・小文字）　数字　記号 三種類文字混在必須 6～12 連続同一文字登録不可　（例）aa=123、Abc@22
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⑦　変更内容をご確認いただき（承認パスワード利用状況が「初期状態」であり、承認パスワードの初期化　が「有り」と表示されている）、
　　　確認用承認パスワード欄にご自身の承認パスワードを入力し、　「変更の実行」ボタンをクリックしてください。
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⑧　ユーザ情報変更完了画面
　　　 承認パスワードの変更処理が完了しました。対象ユーザID保有者へ初期パスワードをお知らせください。 

Hanako.Shinsei@Shinsei.com 
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《別添》

【ＩＤの種類と位置付け】
コーポレートネットサービスで取得した個人ＩＤの権限により、電子記録債権取引システムにおける権限が
決まります。

コーポレートネットサービス　ＩＤ権限 電子記録債権取引システム　ＩＤ権限
①　マスターユーザ
②　一般ユーザ（管理者権限付与）
③　一般ユーザ（管理者権限なし） 　B　　一般ユーザ　

＊コーポレートネットサービスにおける「マスターユーザ」と電子記録債権取引システムにおける　「マスターユーザ」は
それぞれ別の権限を指します。

＊電子記録債権取引システムのＩＤ権限は、コーポレートネットサービスのＩD権限により自動的に設定されますので
　　②一般ユーザ（管理者権限付与）を電子記録債権取引システムにおいて一般ユーザ（B)には出来ません。

【IDの権限】

・コーポレートネットサービス内権限一覧

ＩＤ 　対象 ユーザ登録 パスワード変更 ユーザ照会 ＩＤ基本情報変更ユーザ権限変更 パスワード初期 利用者停止・解 電子証明書失効

自分自身 ×（注1） ○ ○ ○ × × × ○

他のユーザ ○ - ○ ○ ○（注２） ○ ○ ○

③ 自分自身 × ○ ○ × × × × ×

注1）マスターユーザが初期ログインよりID登録した場合のみ登録可能です。

注２）一般ユーザに関しての権限変更になります。マスターユーザを一般ユーザに変更することは出来ません。

・電子記録債権取引システム内権限一覧

ＩＤ 　対象 ユーザ登録(注３） 承認パスワード変更ユーザ照会 ユーザ権限変更 パスワード初期化

自分自身 ○ ○ ○ ○ ×

他のユーザ ○ × ○ ○ ○

Ｂ 自分自身 × ○(注４） × × ×

注３）ここでいう「登録」とは、コーポレートネットサービスで作成した個人のID情報を電子記録債権取引システム内に「更新」する処理を指します。

注４）電子債権取引業務の承認者権限を付与した場合のみ承認パスワード設定が必要となり、変更が可能です。

【ID・パスワードの設定について】
ログインID、パスワードの設定については使用可能な文字などに規制があります。
以下の表を確認の上登録ください。

個人ID・各種パスワード登録上の規制一覧
設定システム 利用可能文字種類 組み合わせ 桁数 備考

ユーザＩＤ CNS 英字（大文字・小文字）　数字　　 混在必須　英字は大（小）文字のみ使用も可 6～12 スペース使用不可　　既存ID名の重複使用不可

ログインパスワード CNS 英字（大文字・小文字）　数字　記号 混在必須　アルファベット+数字のみも可 6～12

確認用パスワード CNS 英字（大文字・小文字）　数字　記号 混在必須　アルファベット+数字のみも可 6～12 連続同一文字登録不可　（例）aa=123、Abc@22　

承認用パスワード 電子記録債権取引 英字（大文字・小文字）　数字　記号 三種類文字混在必須 6～12 連続同一文字登録不可　（例）aa=123、Abc@22

*CNSはコーポレートネットサービスの略称です、
*パスワード詳細

ログインパスワード：電子債権システムへアクセスする際に使用するパスワード　

確認用パスワードと同一番号設定不可

確認用パスワード ： コーポレートネットサービスにおいて個人IDの設定変更処理時（コーポレートネットサービス内権限一覧参照）に使用するパスワード。　　　　

ログインパスワードと同一番号設定不可

マスターユーザ①、管理者権限付与ID②のみ保有。　

承認用パスワード ： 電子記録債権取引システムにおいて　取引の承認、個人IDの更新・権限変更時（電子記録債権取引システム内権限一覧参照）　に使用するパスワード。 

マスターユーザ（A）および電子債権取引の承認権限を付与された一般ユーザ（B)のみ保有

【ログインＩＤ名について】
ログインＩＤ名は一度登録してしまうと、事後変更することが出来ません。(利用者名、メールアドレス、権限、パスワードは変更可能です）
よって業務でユーザＩＤを引き継がれていくことを想定されていらっしゃいます場合は、個人名の含まれないログインＩＤ名をお勧めします。

２０１３年２月４日
改定 ２０１６年１１月２日

　A　　マスターユーザ　　

①②

Ａ
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