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ビジネスWeb
初回登録ご利用ガイド
インターネットバンキング

お持ちのパソコンが
銀行窓口に！

ローソン銀行ビジネスWeb
ログイン画面はこちら

www.lawsonbank.jp/business/
※ローソン銀行ホームページの
「法人のお客さま」
からもアクセスいただけます。

はじめに
このたびは、ローソン銀行とお取引きいただきま
ローソン銀行ビジネスWebでは、パソコンを使っ
て残高のご確認やお振込みなどのさまざまな銀行
取引がいつでもどこでも、簡単にご利用できます。
さい。
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基本操作

●本書には「ローソン銀行ビジネスWeb」のサービス内容や、
ご利用方法等を記載しております。
●本書に記載されているサービス内容等は、変更される場合
がございますのであらかじめご了承ください。
●本サービスのご利用は、法人のお客さまに限らせていただ
きます。

ご利用にあたってのご注意事項 ··································· 2

初回登録方法

ローソン銀行ビジネスWebを是非、ご利用くだ

はじめに
はじめに

して誠にありがとうございます。
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サービス内容

Q&A
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はじめに
ご利用にあたってのご注意事項

●暗証番号・パスワードは電話番号、
「0000」や「9999」
といった連番など、他人に類推されやすい番号は使用
しないでください。
また、
暗証番号・パスワードは定期的に変更してください。

●ご契約者番号や暗証番号・パスワード等をメモに残し
たり、パソコン内に保存しないようにしてください。
●不審なEメールを不用意に開いたり、通常とは異なる不
審なサイトへのアクセスやソフトウェア等のダウンロー
ドは行わないでください（スパイウェア・ウイルスの感
染の原因となります）。

●当行の役職員が、電話やEメールで、暗証番号・パスワー
ドを照会することはありません。不審な点等ございまし
たら、ローソン銀行お客さまサポートセンターにご連絡
ください。

■自動ログアウト

ログインしたまま一定の時間内に操作がない場合、自動的にロ
グアウトし、お取引きを終了いたします。

■ご確認Eメールの送信

ローソン銀行ビジネスWebでは、振込のお取引き、パスワード
等の登録情報を変更される都度、Eメールにてご連絡いたします。
なお、当行からEメール等でパスワード等をお客さまにおたずね
することは一切ありません。

※心当たりのないEメールが届いた場合は、
すぐに、
当行までご連絡ください。

ローソン銀行から送信するEメールアドレスの発信元は
以下のとおりです。
●@lawsonbank.jp
●@maila.lawsonbank.jp
●@mailc.lawsonbank.jp

●@mailb.lawsonbank.jp
●@maild.lawsonbank.jp

受信制限等の設定をされる場合は、上記ドメインを指定受信
していただきますようお願いします。

サービス内容

サービス内容

●振込限度額の引き下げをご検討ください。振込限度額
を必要最低限に設定することで、被害額を最小限に抑
えることができます。

■ソフトウェアキーボード

キーロガー（キーボードでの入力情報を盗みとる）対策として、
取引実行パスワード、ログインパスワードを入力する際には、画
面上に表示されたソフトウェアキーボードをマウスでクリックする
ことで安全にご入力いただけます。

基本操作

基本操作

●暗証番号・パスワードを、貴重品ボックスやロッカー等
の他のサービスの暗証番号・パスワードに使用しない
でください。

■ワンタイムパスワード

ワンタイムパスワードを使用し、毎回異なったパスワードを入力
いただくことで、不正利用されるリスクを低減できます。

初回登録方法

初回登録方法

●不特定多数の方が使用するパソコンでのご利用はお避
けください。

ローソン銀行ビジネスWebでは、本サービスを安心して
ご利用いただけるよう、以下の対策を実施しています。

はじめに

はじめに
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●最新の状態に更新したウイルス対策ソフトでウイルス
チェックを行ったうえで、ローソン銀行ビジネスWeb
をご利用ください。また、パソコン起動時にはウイル
ス対策ソフトのスキャン機能でパソコン内をチェックし
てからご使用になることをおすすめします（当行では無
料でご利用いただけるセキュリティツールも提供してお
ります）。

セキュリティについて
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はじめに

リ リアルタイム照会

当

当日扱い

予

（2022年1月4日現在）

予約扱い

ローソン銀行ビジネスWeb

サービスの種類

平日

各種照会

残高照会
入出金明細照会
取引状況照会
振込／当行本支店宛

振込

振込・振替

振込／他行宛

24時間
0：00〜24:00

リ

24時間
0：00〜24:00

リ

24時間
0：00〜24:00

リ

24時間
0：00〜24:00

当

24時間
0：00〜24:00

当

24時間
0：00〜24:00

予

24時間
0：00〜24:00

予

予約取消

当

24時間
0：00〜24:00

当

24時間
0：00〜24:00

当

24時間
0：00〜24:00

当

24時間
0：00〜24:00

当

24時間
0：00〜24:00

当

24時間
0：00〜24:00

予

24時間
0：00〜24:00

キャッシュカード再発行
ATM取引限度額変更
各種お手続き

ビジネスWeb取引限度額変更
ワンタイムパスワード

無料

月間利用手数料

パスワード変更

■振込手数料（消費税込）
（法人のお客さま）
ローソン銀行宛て

他行宛て

55円

143円

振込手数料

●振込の組戻手数料…………660円（消費税込）

■ワンタイムパスワード
基本使用料、
ワンタイムパスワードカード（※）等

無料

基本操作

基本操作

振替

24時間
0：00〜15:00
15：00〜24:00

■月間利用手数料

土・日・祝日

リ

当

（2022年1月4日現在）

初回登録方法

初回登録方法

照会サービス

残高明細照会

手数料について
はじめに

はじめに

ローソン銀行ビジネスWebの
主なサービスとご利用時間

（※）再発行には、当行所定の手数料が必要な場合があります。

ローソン銀行ATMのご利用手数料等、手数料に関する詳細はローソン銀行ホー
ムページの手数料一覧をご確認ください。

Eメール通知設定
当
予

24時間
0：00〜17:00
17：00〜24:00

■システムメンテナンスによる営業休止期間／毎月第２土曜日の21:00〜翌朝7:00
※システムメンテナンスの終了時間は状況により前後する場合がございますのでご了
承ください。
※上記期間以外でも臨時のシステムメンテナンスが必要となった場合には、ご利用で
きないことがありますのでご了承ください（臨時のシステムメンテナンスについては
ホームページでお知らせいたします）
。

■ローソン銀行ATMのご利用時間はローソン銀行ホームページからご確認ください。
■ローソン銀行ATM入金サービス（金庫がわりクン）をご契約のお客さまはホームペー
※株式会社ローソンのフランチャイズ加盟店のオーナーさまがご利用いただける入金
サービスとは異なるサービスです。

ローソン銀行ビジネスWebで使用するパスワードは下記
の5種類です。
ログインパスワード（※）

半角英数字6桁

取引実行パスワード（※）

半角英数字6桁

ワンタイムパスワード（※）

半角数字6桁

トランザクション署名

半角数字7桁

（※）

Eメール通知パスワード

ご登録のEメールアドレス宛にEメールで
お送りする1回限り有効のパスワード

Ｑ＆Ａ
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ジでサービスやご利用時間をご確認ください。

パスワードについて

サービス内容

サービス内容

連絡先変更

（※）所定の回数誤って入力すると、セキュリティの観点からパスワードがロックされます。

4

5

初回登録方法
2

初回登録の前に

セキュリティ対策についてご確認ください。

Eメールの受信制限をご確認ください。

いずれか選択のうえ
クリック

当行からお送りするEメールのドメインについて詳しくは
P3をご覧ください。

（www.lawsonbank.jp/business/）

3

ご契約者番号、管理者コード、
ログインパスワードをご入力ください。
キャッシュカードをご準備い
ただき、ご契約者番号（半角
数字10桁）❶、管理者コード
（0001）❷、ログインパスワー
ド（半角英数字6桁）❸を入力
し、
「ログイン」ボタンをクリッ
クしてください。

初回のみローソン銀行ビジネスWebの
初回登録を行ってください。
●キャッシュカードはローソン銀行ビジネスWebの初回登録不要でご利用いた
だけます。
●最新のご利用環境は、ローソン銀行ホームページにてご確認ください。

ご注意事項

4

ログインパスワードを変更してください。

ローソン銀行ホームページ（法人のお客さま
トップ）
にアクセスしてください。

クリック

サービス内容

サービス内容

初回登録手順

（1）
「次へ」ボタンをクリックし
てください。
（2）現在のログインパスワー
ド❹、今後ログインする際
に使用する新しいログイ
ンパスワード❺を入力し、
「登録」ボタンをクリックし
てください。

基本操作

基本操作

クリック

1. ホームページの記載を満たすパソコン環境であっても、お客さまのパソコンのご
利用状況や通信環境の設定状況等によっては、ご利用いただけない場合がござ
いますのでご了承ください。
2. ホームページに記載のないOS、ブラウザ等をご使用されても画面表示等ができ
る場合がありますが、動作保証はいたしておりませんのでご了承ください。
3. 端末等により動作・画面表示に一部制約が発生する場合があります。

1

※インストールする場合は画面の案
内に沿ってインストールしてくだ
さい。

初回登録方法

初回登録方法

ローソン銀行ホームページの法人のお客さま
トップにアクセスしてください。

はじめに

はじめに

キャッシュカードとワンタイムパスワードカードを
ご準備ください。

セキュリティ対策について無料
ウィルス対策ソフト
「Rapport
（ラポート）
」をご案内しており
ます。

ローソン銀行ホームページ
（法人のお客さまトップ）

www.lawsonbank.jp/business/

いずれかをクリック
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クリック

Ｑ＆Ａ

Ｑ＆Ａ

にアクセスし、
「ローソン銀行
ビジネスWebログイン」ボタ
ンをクリックしてください。
※ローソン銀行ホームページ
（www.lawsonbank.jp）の
「法人のお客さま」からもアクセス
いただけます。

※掲載の画面はすべてイメージですので、実際の画面とは異なる場合があります。

※掲載の画面はすべてイメージですので、実際の画面とは異なる場合があります。
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初回登録方法
5

取引実行パスワードをご登録ください。

7

お取引結果や重要なお知らせ
をお送りするため、すぐにご
確認いただけるEメールアドレ
ス❾をご登録ください。

クリック

クリック

ワンタイムパスワードをご登録ください。

クリック

9

初回登録完了です。
初回登録が完了しました。
「次
へ」ボタンをクリックし、サー
ビスをご利用ください。

田中商事株式会社

ワンタイムパスワードの
入力が必要なお取引き・
お手続きがあります。ワ
ンタイムパスワードカー
ドの管理にはご注意くだ
さい。

※掲載の画面はすべてイメージですので、実際の画面とは異なる場合があります。

Ｑ＆Ａ

Ｑ＆Ａ

ibmail@ibmail.com

※掲載の画面はすべてイメージですので、実際の画面とは異なる場合があります。

サービス内容

サービス内容
クリック

（1）シリアル番号❼
ワンタイムパスワード
カード本 体 の 裏 面に
記載されているシリア
ル 番 号（半 角 数 字10
桁）
をご入力ください。
（2）ワンタイムパスワード
❽
ワンタイムパスワード
カードの「1」ボタンを
押下し、画面に表示さ
れたワンタイムパ ス
ワード（半角数字6桁）
をご入力ください。
（3）
「登録」ボタンをクリッ
クしてください。

（1）Eメール通知パスワード❿
Eメールに記載されている
9桁の数字の下6桁をご入
力ください。
（2）ワンタイムパスワード⓫
ワンタイムパスワードカー
ドの「１」ボタンを押 下し、
画面に表示されたワンタ
イムパスワード（半角数字
6桁）をご入力ください。
（3）
「実行」ボタンをクリックし
てください。

基本操作

基本操作
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初回登録方法

初回登録方法

Eメールアドレス❾を入力し、
「確認」ボタンをクリックしてく
ださい。

Eメール通知パスワードをご入力ください。

クリック

8

※Eメールアドレスの登録には「E
メール通知パスワード」が必要
となります。

※クリックいただくことでご登録
いただいたEメールアドレス宛
てにEメール通知パスワードが
送信されます。

8

はじめに

はじめに

（1）
「次へ」ボタンをクリッ
クしてください。
（2）取引実行パスワード
（半 角 英 数 字6桁）
❻
を 入 力し、
「登 録」ボ
タンをクリックしてく
ださい。

Eメールアドレスをご登録ください。
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基本操作
トップページ画面

残高照会画面
はじめに

はじめに

代表口座およびご登録いただいたサービス指定口座の残高をご
確認いただけます。
「ホーム画面-残高照会」よりお進みください。

初回登録方法

初回登録方法

照会口座
照会口座をご選択ください。

基本操作

基本操作

残高照会
「残高照会」ボタンをクリックしてください。
現在残高（照会結果）
照会口座の現在残高が表示されます。
振込・振替取引
振込・振替画面へお進みいただけます。

ヘルプ
ご利用方法がわからないときにご覧ください。

サービス内容

サービス内容

お取引メニュー
各お取引画面に移動します。
● 残高照会
保有口座の残高照会
● 入出金明細
保有口座の入出金明細照会
● 振込・振替
当行・他行宛て振込・振替
● メッセージ
お知らせ、お取引内容
● 各種お手続き 利用者管理
（登録・削除・ロック・解除）
お客さま情報変更
（連絡先変更・Eメールアドレス変更・
各種限度額変更等）
パスワード変更
キャッシュカード再発行等

ご利用履歴
前回のログイン履歴、前回の資金移動利用時間が表示
されます。
Ｑ＆Ａ
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Eメールアドレス
お客さまご登録のEメールアドレスが表示されます。
主要連絡先電話番号
お客さまご登録の主要連絡先電話番号が表示されます。
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※掲載の画面はすべてイメージですので、実際の画面とは異なる場合があります。

※掲載の画面はすべてイメージですので、実際の画面とは異なる場合があります。
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基本操作
入出金明細照会画面

ワンタイムパスワード
はじめに

はじめに

60秒ごとに更新される1回限りのパスワードを用いて、
より高いセキ
ュリティを実現する認証方式です。
万が一スパイウェア等でパスワードが盗まれてしまっても、悪用され
るリスクが軽減され、不正な取引を防止する効果が期待できます。

対象となるお取引き

※ローソン銀行ビジネスWebをご利用されるお客さまは必ず
ワンタイムパスワードのご利用登録が必要です。

初回登録方法

初回登録方法

●お振込み
●各種お手続き

ワンタイムパスワードカード
ワンタイムパスワードカードに1回限りのパスワードが60秒ごと
に表示されます。
（表面）

（裏面）

サービス内容

サービス内容

照会期間の設定
● 当日の入出金明細照会
「本日の照会」ボタンをクリックしてください。
● 特定期間・日付の入出金明細照会
照会期間を指定し、
「期間指定照会」ボタンをクリック
してください。

基本操作

基本操作

照会口座
照会口座をご選択ください。

液晶にパスワード
が表示されてい
ない場合は、
「1」
を押 下してくだ
さい。

この液晶部分に
60秒ごとに更新
されるパスワード
（数字6桁）が表示
されます。

入出金明細（照会結果）
ご指定の期間・日付の入出金明細が表示されます。
次へ
入出金明細が複数ページにわたる場合は、
「次へ」ボタン
をクリックし、次ページ以降の明細をご確認ください。
Ｑ＆Ａ

Ｑ＆Ａ

CSVダウンロード
表示された入出金明細をCSVファイルに出力したい場合
は、
「CSVダウンロード」ボタンをクリックしてください。

シリアル番号
ご留意点
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※掲載の画面はすべてイメージですので、実際の画面とは異なる場合があります。

キャッシュカードと同封のうえお送りします。

※掲載の画面はすべてイメージですので、実際の画面とは異なる場合があります。
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サービス内容

1

振込

ローソン銀行の本支店および他行の国内本支店宛てのお振込みができます。
●限度額

500万円（※1）

初期設定限度額

●限度額は、1日あたりおよび1回あたりの最高金額です。

※「予約扱い」
となるお取引きについては、振込指定日ごとに限度額の確認を行います。

●当日扱いの他行口座へのお振込みは平日15：00までに受け付けたものとな
ります（この他の受付分は翌営業日扱いとなります）。
●当行宛ての振込みは、24時間365日受付可能です（ただし、システムメンテ
ナンスの時間を除く）。
●振込受付時間・ご指定可能な振込指定日

振込受付の時間帯

平日15：00以降、
土・日・祝日

他行宛て

当日〜31日先の日付 当日〜31日先の営業日（※2）
当日〜31日先の日付

翌営業日〜31日先の
営業日（※2）

当行の本支店にあるご本人名義口座（※）間のお振替えができます。

（※）サービス指定口座登録されている口座に限ります。

●対象口座は、普通預金です。
●限度額はございません。
●お振替えは、24時間365日受付可能です（ただし、システムメンテナンスの
時間を除く）。
●31日先の日付までの予約振替ができます。
●予約扱いのお振替えの取消ができます。
※取消可能なお取引きは、振替指定日の7：00までとなります。
※ローソン銀行ビジネスWebでの受付分に限ります。

3

残高・入出金明細照会

当行のご本人名義口座の残高照会と入出金明細照会ができます。
●当日照会時点の残高が照会できます。
●最長10年間の入出金明細照会ができます。
※10年以内であっても1,000明細を超える場合は照会できません。

4

取引状況照会

ローソン銀行ビジネスWebで行った取引の状況・結果照会ができます。
●各種取引の状況および結果をご確認いただけます。
●照会取引・照会可能期間

照会可能期間

振込・振替

6ヵ月前〜照会日当日

※
「予約扱い」となるお取引きについては、受付時点ではなく、取引指定日のお取引時
点で、資金を引き落としさせていただきますので、その時点で残高が不足する場合
には、お取引きは不成立となります。受付終了後にATMでのお引出しを行う場合に
は、口座残高にご注意ください。

各種お手続き

1年前〜照会日当日

●振込明細票・領収書は、発行いたしません。
※振込明細票は一切発行いたしておりませんので、振込明細票が必要なお取引きに
つきましては、ATMにてお取引きいただきますようお願いします。

●予約扱いのお振込みの取消ができます。

※予約扱いにて受付けたお取引きについては、翌営業日もしくは取引指定日に順次取
引処理を行います。なお、お取引きの受付件数によっては、取引処理終了までにお
時間がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。

サービス内容

サービス内容

取引

（※2）
「営業日」とは、土・日・祝日および12月31日、1月1日〜１月3日を除く日を指し
ます。31日先が営業日でない場合は、その前営業日までご指定可能です。

基本操作

基本操作

平日0：00〜15：00

ご指定いただける振込指定日
ローソン銀行宛て

振替

初回登録方法

初回登録方法

（※1）ワンタイムパスワードの利用登録後、ビジネスWeb取引限度額変更のお申込み
をいただければ、10億円未満まで引き上げが可能です。

2

はじめに

はじめに

ローソン銀行ビジネスWeb
サービス内容のご案内

※取消可能なお取引きは、振込指定日の7：00までとなります。
※ローソン銀行ビジネスWebでの受付分に限ります。

Ｑ＆Ａ

Ｑ＆Ａ
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Q& A
ローソン銀行ビジネスWeb

Q&A

2 Eメール······································································ 17
3 管理者・利用者 ························································ 18
4 ログインパスワード・取引実行パスワード·············· 19
5 ワンタイムパスワード··············································· 21

Eメール

Q1
A

6 振込 ··········································································· 21

Q2
A

ローソン銀行ビジネスWebの利用可能時間に
ついて教えてください。
原則（＊）、24時間365日ご利用できます。

③Eメール受信ボックスの容量がいっぱいではな
いかご確認いただく。

（＊）毎月第2土曜日の21：00 〜翌朝7：00まではシステム
メンテナンス時間のため、ご利用いただけません。

ご契約者番号とは何ですか？
ご契約者番号は、ローソン銀行ビジネスWebの
ご契約に際し採番される10桁の数字で、ログイ
ン時に必要な番号です。キャッシュカード裏面に
記載されております。
ご契約者番号は変更できますか？
ご契約者番号を変更することはできません。

※不要なEメールを削除し、メールボックスの容量をお空
けください。

Q2
A

Eメールでのお知らせ機能はありますか。
各種取引・手続きが完了した時など、Eメール（E
メール通知）でお知らせをお受け取りいただけま
す。通知の種類と初期設定は下表をご確認くださ
い。受信について設定を変更する場合は、管理者
がローソン銀行ビジネスWebにログインのうえ、
「各種お手続き」メニュー「Eメール通知設定」から
お手続きください。
初期設定
通知しない

ATM入金に関するお知らせ

通知しない

ATM出金に関するお知らせ

通知する

振込入金に関するお知らせ

通知しない

キャンペーンのご案内

通知する

Ｑ＆Ａ

Ｑ＆Ａ

設定できるお知らせ
振替に関する各種お知らせ

サービス内容

サービス内容

Q3

● @lawsonbank.jp
● @maila.lawsonbank.jp
● @mailb.lawsonbank.jp
● @mailc.lawsonbank.jp
● @maild.lawsonbank.jp

基本操作

基本操作

A

A

※ローソン銀行から送信するEメールは、以下ドメインで発
信されますので、Eメール受信の再設定をお願いします。

ローソン銀行ビジネスWebのサービス

Q1

Eメールが受信できない場合、以下のいずれかの
方法をお試しください。
①Eメールアドレスが正しく登録されているかご
確認いただく。
②迷惑メール対策等でドメイン指定受信の設定
を行っていないかご確認いただく。

初回登録方法

初回登録方法

1

Eメールアドレスを登録しましたが、Eメールが
届きません。どうすればよいですか？

はじめに

はじめに

1 ローソン銀行ビジネスWebのサービス·················· 16

2

※銀行取引に関する必要なメールや、重要なお知らせにつ
いては、配信を停止できません。
16
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Q& A

3

管理者・利用者

A

管理者とは何ですか？
管理者とは、ローソン銀行ビジネスWebのご利
用にあたり、すべての利用者の登録や管理を行う
代表者です。1件の契約につき1名のみ登録可能
です。

A

ローソン銀行ビジネスWebにログイン後、
「各種
お手続き」メニュー「利用者管理」内の「利用者登
録・変更」よりご登録いただけます。
※利用者の登録は管理者のみが行うことができます。
詳細は、ローソン銀行ホームページをご確認ください。

A
Q4

利用者は最大99名まで登録することができます。
管理者コード（利用者コード）を忘れてしまいま
した。確認することはできますか？
管理者が管理者コードを忘れた場合
管理者コードは「0001」となっております。
利用者が利用者コードを忘れた場合
管理者にお問い合わせください。
管理者はローソン銀行ビジネスWebにログイン
「利用者管理」画面より利用者コードをご確認く
後、
ださい。

Q2
A

ログインパスワードの再登録のお手続きが必要で
す。書面でのお手続きが必要となりますので、ロー
ソン銀行お客さまサポートセンターへお問い合わせ
ください。
ログインパスワードを何度か間違えてしまい、
ログインできません。
ログインパスワードを当行所定の回数誤って入力
すると、セキュリティの観点からログインパスワー
ドがロックされます。ロックの解除には、ログイン
パスワードの再登録が必要になります。
利用者コードの場合
0010〜0990の方は管理者コードをお使いの方
にご連絡ください。
管理者コード（0001）でローソン銀行ビジネス
Webにログイン後、
「各種お手続き」メニュー「利
用者管理」内の「利用者登録・変更」で該当のユー
ザーコードのログインパスワードを再登録してく
ださい。
管理者コードの場合
書面でのお手続きとなります。必要書類をお送り
いたしますので、ローソン銀行お客さまサポート
センターへお問い合わせください（ローソン銀行
ビジネスWebからはお手続きできません）。

サービス内容

サービス内容

Ｑ＆Ａ

Ｑ＆Ａ
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A

利用者は最大で何人まで登録できますか？

A

初めに決めたログインパスワードを忘れ、
初回ログインができません。

基本操作

基本操作

Q3

Q1

初回登録方法

初回登録方法

Q2

ログインパスワード・取引実行パスワード
はじめに

はじめに

Q1

4

19

Q& A
Q3

管理者・利用者が自身の
ログインパスワードを変更する場合
ローソン銀行ビジネスWebにログイン後、
「各種
お手続き」メニュー「パスワード変更」内の「ログ
インパスワード」からご変更いただけます。

5

ワンタイムパスワード

Q1

ワンタイムパスワードカードの再発行が必要となりま
す。ローソン銀行ビジネスWebにログイン後、
「各
種お手続き」
メニュー
「ワンタイムパスワード」
内の
「ワ
ンタイムパスワード再発行」よりお手続きください。

A

※変更には現在のログインパスワードのご入力が必要です。

Q4

管理者コード（0001）でローソン銀行ビジネス
Webにログイン後、
「各種お手続き」メニュー「利
用者管理」内の「利用者登録・変更」で該当のユー
ザーコードの取引実行パスワードを再登録してく
ださい。

A

取引実行パスワードを変更する方法を
教えてください。

ロック解除は、書面でのお手続きとなります。必
要書類をお送りいたしますので、ローソン銀行お
客さまサポートセンターへお問い合わせください。

振込

Q1
A
Q2
A

ワンタイムパスワードにロックがかかってしまい、
利用できません。

ローソン銀行ビジネスWebでは振込先は何件
まで登録できますか？
最大300件まで登録できます。
ローソン銀行ビジネスWebでの振込先の登録
には書面での届出が必要ですか？
書面でのお手続きは不要です。

Ｑ＆Ａ

Ｑ＆Ａ

ローソン銀行ビジネスWebにログイン後、
「各種
お手続き」メニュー「パスワード変更」内の「取引
実行パスワード」よりお手続きください。

6

050-3786-6399

サービス内容

サービス内容
20

Q3

書面でのお手続きとなります。必要書類をお送り
いたしますので、ローソン銀行お客さまサポート
センターへお問い合わせください。

A

ローソン銀行喪失受付センター TEL

0010 〜 0990の方は管理者コードをお使いの方
にご連絡ください。

管理者コードの場合

Q5

至急、ローソン銀行喪失受付センターまでご連絡
ください。

A

取引実行パスワードを忘れてしまったときは
どうすればよいですか？
利用者コードの場合

ワンタイムパスワードカードを紛失した時は
どこに連絡すればよいですか？

基本操作

基本操作

A

Q2

初回登録方法

初回登録方法

管理者が利用者の
ログインパスワードを変更する場合
ローソン銀行ビジネスWebにログイン後、
「各種
お手続き」メニュー「利用者管理」内の「利用者登
録・変更」からご変更いただけます。

ワンタイムパスワードカードの電池が切れて
しまいましたが、更新できますか？

はじめに

はじめに

A

ログインパスワードの変更方法を教えてください。

【振込先登録方法】
ローソン銀行ビジネスWebにログイン後、
「振込・振
替」
メニュー
「振込登録先照会」
にてお手続きください。
21

各種手数料のご案内
https://www.lawsonbank.jp/business/fee/

お問い合わせ先
ローソン銀行お客さまサポートセンター

【法人のお客さま専用ダイヤル】

0570-02-6389

《有料》

いつでも簡単に、誰でも安心して、
やりたいことがすぐできる
「コンビニ・バンキング」
を目指します。
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